
SEED 感動と共感の舞台
くららのブックマーク

くららシード

NOV  　　     DEC2019
11月/12月

特集：朴 葵姫ギターリサイタル

東京藝術大学音楽学部 早期教育プロジェクト2019 in 東広島　受講生募集
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東広島芸術文化ホール

2日（土）

3日（日）

5日（火）

6日（水）

7日（木）

9日（土）～
10日（日）

15日（金）

16日（土）

27日（水）

30日（土）

広島尺八合奏団たけのこ
第8回定期演奏会

第7回ぷち・こんさーと 

改善⇔IoTセミナー2019
IoT/AIを活用した生産性向上 

野球から学ぶイノベーション
理不尽より数値！ フィジカルとデータで野球を革新

スマート農業セミナー

第29回東広島市生涯学習フェスティバル
～わくわくステージ～

めざそう いきいき百歳！ 楽会
ＩＮ ひがしひろしま 2019 

東広島商工会議所青年部
創立30周年記念講演会

ＪＴＢ旅行文化講演会
人・旅・コミュニケーション

第14回 FOUNDATION DAY 発表会
ステージプレイ＆スピーチ 

広島尺八合奏団（中川）
TEL 080-3967-1930 
 
はらもとピアノ教室（原本） 
TEL 0823-82-7660 
 
東広島市（産業振興課） 
TEL 082-420-0921 
 
東広島市（産業振興課）
TEL 082-420-0921 
 
東広島市農林水産課 
TEL 082-420-0939 
生涯学習フェスティバル実行委員会
（東広島市生涯学習課内）
TEL 082-420-0979 
東広島市健康福祉部健康増進課 
TEL 082-420-0936 
 
東広島商工会議所青年部 
TEL 082-420-0302

中国ターミナルサービス株式会社
TEL 082-512-1070 
 
C&Eインターナショナルプリスクール、英会話スクール
TEL 082-421-0667 

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990

開催日 開演時間 料　金（税込） お問合わせ催　し　物
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2日（土）

3日（日・祝）

4日（月・祝）

9日（土）～
10日（日）

16日（土）

19日（火）

23日（土）
～24日（日）

30日（土）

ソプラノ二野宮賀子＆ピアノ松元あやデュオコンサート
ミューズたちの戯れ

名曲の花束
ソフィア・ゾリステン＆リヤ・ペトロヴァ

Chez AOYAMA　15周年
第30回記念ホームコンサート

第29回東広島市生涯学習フェスティバル
～市全体を、学びのキャンパスに～ 

東広島市暴力監視追放協議会
結成40周年記念大会

NHK公開番組「うたコン」 

第44回ひがしひろしま市民芸能祭
文芸部門作品展示会 

第15回 安森千恵門下生によるフルートコンサート”創“
～15周年記念発表会～

音楽の贈りものコンサート実行委員会
TEL 090-9419-6611 
 
くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 
 
Chez AOYAMA
TEL 090-1016-4276  
生涯学習フェスティバル実行委員会
（東広島市生涯学習課内） 
TEL 082-420-0979  
東広島市暴力監視追放協議会事務局（檜）
TEL 082-422-0110
 
東広島芸術文化ホールくらら  
TEL 082-426-5900 
 
東広島市文化連盟東広島支部（渡部）
TEL 080-5623-7764 

ちえプロジェクト（安森） 
TEL 090-2808-2628
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ロビーコンサート Vol.45
つのつのアンサンブル（ホルンコンサート）

主催者の希望または作成日の関係等により、掲載していない催し物もありますのでご了承ください。（2019年10月14日現在）

S席4,500円
A席3,500円
B席2,500円
一般2,500円
学生1,500円
幼児500円3歳未満無料

前売2,500円
当日3,000円

無　料

無　料

無　料
（申込終了）

無　料

無　料
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【交  通】
■JR山陽本線 西条駅下車、徒歩4分（広島駅より約40分）
■新幹線 東広島駅下車、タクシー約15分
■芸陽バス「中央公園前」下車0分

【駐車場のご案内】
くらら敷地内には一般駐車場がありません。できるだけ公共交通機関でお越しください。
なお、障がい者用駐車場は3台あり、ご利用日の1ヶ月前からご予約することができます。（利用料金無料）
＜ご予約＞くらら総合案内・事務室 TEL 082-426-5900（9：00～19：00）

◆市営駐車場のご案内
下記駐車場については、合計利用時間のうち2時間まで駐車料金が減免（無料）になります。
駐車券をくらら総合案内・事務室にお持ちください。

8時間以内の場合1時間ごとに 100円
8時間を超え24時間以内まで  830 円
24時間を超える場合 ６時間まで200円

0時～24時（終日）

平日：18時以降
土日祝日：終日
※ただし市役所を利用
　の方が優先されます。

228

166

①市営西条岡町駐車場

②市役所駐車場

駐 車 場 名 料　　　金営 業 時 間収容台数（台）

Ⓒ大杉隼平

2020年1月5日（日）15：00開演／14：15開場
東広島芸術文化ホールくらら　大ホール

ウィーン・リング・アンサンブル
ニューイヤー・コンサート 2020

Wiener Ring - Ensemble　New Year Concert 2020Wiener Ring - Ensemble　New Year Concert 2020

【東広島芸術文化ホールくらら　年末年始のご案内】
12月28日(土)から2020年1月4日(土)まで休館いたします。

年始は1月5日(日)からの営業となります。

1月5日（日）受付 9:00～9：30　会場：208、209
2021年1月5日～31日までの大ホール・小ホール・市民ギャラリー利用分
2020年7月1日～31日までのサロンホール利用分
1月6日（月）受付 9：00～9：30　会場：201
2020年4月1日～30日までの諸室利用分

 1月の
施設予約
抽選会

2020年2月8日（土）
11：00～16：15 小ホール
　 参加費・入場：無料　

【講師】ピアノ部門：東　誠三（教授）
【対象】小学校4年生～中学校2年生
【スケジュール】
11:00～11:30　藝大生による「ランチタイム・コンサート」
11:50～13:10　公開レッスン・午前の部（1コマ40分間）
14:00～16:15　公開レッスン・午後の部（　　″　　）
【web申込締切】12月1日（日）
※応募資格、受講曲、応募方法等、詳細はチラシまたは下記HPをご覧ください。

【お問合わせ・応募】
東京藝術大学音楽学部　早期教育リサーチセンター
〒110-8714東京都台東区上野公園12-8
TEL 050-5525-2588（平日11:00～17:00）　
FAX 03-6863-7515  http://www.geidai.ac.jp

昨年度の公開レッスンより（講師：伊藤 恵）

夢を夢で終わらせない̶̶。
東京藝術大学の講師による、
日本最高峰の公開レッスンを受けてみませんか？
東京藝術大学音楽学部 
早期教育プロジェクト2019 in 東広島
2016年東広島での初開催以来、好評を博している「文部科学省国立大学機
能強化事業･早期教育プロジェクト」。4度目となる今回も、音楽学部教授が東
広島へ赴き公開型のレッスン、藝大生によるミニコンサートを行います。
レッスンの受講・聴講は無料です。ふるってご応募ください。

■東 誠三（教授）

受講生
募集

■ピアノ：和田華音

藝大生による30分のランチタイム・コンサート
同日11：00開演（10：40開場） 小ホール　 入場無料　全席自由
※事前予約不要・先着順。満席の場合は入場をお断りいたしますので、予めご了承ください。
公開レッスンの前に行なわれるピアノコンサート。2016年第9回エンスへーデ若い音楽家のための
国際ピアノコンクール（オランダ）第１位に輝いた、和田華音さんの演奏をお楽しみください。
予定曲目：ショパン／バラード第４番 ほか



ウィーン・リング・アンサンブル　
ニューイヤー・コンサート2020
2020年1月5日（日）大ホール　15：00開演
 全席指定　一般：S席6,500円/A席5,500円/学生全席4,500円
　　 　　 [くらら会員各席500円引]※学生券は要学生証提示
■「くららフレンズ」先行販売　
　くららチケットセンター窓口：11月2日（土）10：00～ 　
　くらら電話・インターネット：11月3日（日・祝）10：00～
■一般販売　11月8日（金）10：00～
　くらら窓口・電話、インターネット
　チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード167-055）

くららシネマ「アナと雪の女王２」（吹替版）
2020年 1月12日（日）　小ホール
①11：00 ②14：00
［開場は上映30分前/各回完全入替制］
 全席指定　
一般1,800円[くらら会員1,500円]
子ども1,000円［くらら会員900円］
※3歳～高校生まで
■「くららフレンズ」先行販売　
　くららチケットセンター窓口
　12月3日（火）10：00～ 　
　くらら電話・インターネット
　12月4日（水）10：00～

ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ　第17回公演
歌劇「アイーダ」 指揮・演出：もりてつや.
2020年2月8日（土）、9日（日）　大ホール
開演 14:30（両日とも）
 全席指定　＊当日券各席500円増
一般：S席8,000円 [くらら会員7,200円]
　　A席7,000円 [くらら会員6,300円]
　　B席5,000円 [くらら会員4,500円]
■「くららフレンズ」先行販売　
　くららチケットセンター窓口：11月6日（水）10:00～
　くらら電話・インターネット：11月7日（木）10:00～
■一般販売　11月12日（火）10:00～
　くらら窓口・電話、インターネット
「オペラ、そうだったのか！！」
2020年1月18日（土）
小ホール  14：00開演 
 入場無料　＊要入場整理券
12月5日（木）9：00よりくらら窓口にて
配布（お一人様４枚まで）
歌劇「アイーダ」公演に先駆けて、見どこ
ろや曲目解説、オペラ名曲演奏等、オペラ
についてのひと時をお楽しみください。
どなたでもご参加いただけます。
出演：もりてつや.（解説）
　　 アイーダ公演出演者

「東京藝術大学音楽学部 早期教育プロジェクト2019 in 東広島」
藝大生による30分のランチタイム・コンサート　
2020年2月8日（土）　小ホール　11：00開演 
 全席自由　入場無料 ＊事前予約不要／先着順
公開レッスンの前に行なわれるピアノコンサート。
［ピアノ］和田華音　※詳細は裏面をご覧ください。

朴葵姫（パク・キュヒ）ギターリサイタル
2020年3月1日（日）　大ホール　15:00 開演 
 全席指定　一般：2,500円［くらら会員2,000円］
学生：1,500円 ＊学生券は要学生証提示
■「くららフレンズ」先行販売　
　くららチケットセンター窓口
　11月4日（月・祝）10：00～
　くらら電話・インターネット
　11月5日（火）10：00～
■一般販売 11月10日（日）10：00～
　くらら窓口・電話、インターネット 
　チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード167-614）

第24回BEGINコンサートツアー2020
2020年3月15日（日）　大ホール　17:00 開演
 全席指定　一般（高校生以上）：6,900円[くらら会員割引なし]
　　　　　小中学生：2,000円
■「くららフレンズ」先行販売　
　くららチケットセンター窓口：11月17日（日）10：00～ 　
　くらら電話・インターネット：11月18日（月）10：00～
■一般販売　11月30日（土）10:00～
　くらら窓口・電話、インターネット
　チケットぴあ  0570-02-9999 ※（Pコード167-549）
　ローソンチケット  0570-084-006 ※（Lコード62133）
　e+（イープラス）  http://eplus.jp/
　※発売日のみ特電あり

：くらら主催・共催　自：自由席　指：全席指定　　　：くららチケットセンターにてチケット取扱い

チ  ケ  ッ  ト  発  売  情  報

東広島芸術文化ホールくらら
1F チケットセンター
〒739-0015 東広島市西条栄町7-19 
TEL 082-426-5990 （10 : 00～19 : 00年末年始を除く土日祝営業）
ホームページ　http://kurara-hall.jp/

※チケット価格はすべて税込です。
※学生券は購入時または公演入場時に学生証をご提示ください。
※　 マークのある公演は、有料託児サービス（公演1週間前まで要予約）を
　ご利用いただけます。
※くららで購入もしくはくららが委託したプレイガイドでご購入のチケットは、営利
　目的（定価以上）の転売を固く禁止します。不正転売行為が発覚した場合、
　ご予約の取消、もしくは転売チケットを無効とし入場をお断りします。
※詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

チ

東広島芸術文化ホールスケジュール  Hall Schedule12月

1日（日）

3日（火）～
6日（金）

7日（土）

21日（土）

25日（水）

26日（木）

27日（金）

La Musica Dolce 2019 
10周年記念発表会

第8回アジアポリオレフィン
ワークショップ 

ららら音楽会／ピアノの會

広島大学ギタークラブ第55回定期演奏会

舞台に立つお勉強会 Vol.5
「夢へ向かって」

広島大学Ｊａｚｚ研究会
第55回定期演奏会 

広島大学室内合奏団
第57回定期演奏会 

心ときめかせ みんなで歌おう！今が青春！！

こころの駅舎
がん患者さん・家族・支援者のつどい 

無　料

1,000円
（飲み物付）
※完売しました

無　料

Dolce*Amare ミュージックサロン 
TEL 090-7971-5103 
広島大学大学院工学研究科（塩野）
TEL 082-424-7730 
 
ららら音楽会（伊藤） 
TEL 090-9134-3955 
 
広島大学ギタークラブ
TEL 070-4441-7137

森川里美バレエアカデミー（森川）
TEL 090-4104-0110 
 
広島大学Ｊａｚｚ研究会（田内）
TEL 090-3849-2039
 
広島大学室内合奏団（川路）
TEL 080-6348-6863

うたごえ喫茶青春時代（田島） 
TEL 080-3882-1122
 
一般社団法人東広島地区医師会地域連携室あざれあ
TEL 082-493-7360 

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990

開催日 開演時間 料　金（税込） お問合わせ催　し　物
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1日（日）

4日（水）

10日（火）

14日（土）

15日（日）

18日（水）

21日（土）

あいサポートふれあいコンサート
inひがしひろしま
サーカス ～心をつなぐハーモニー～
40th ANNIVERSARY
懐かしのポップス大全集 
歌とコメディ
昭和を代表するコメディアン仲本工事、
加藤茶、すわ親治が遂に登場！ 
ぐるマルフェスタ2019
～ぐるっとマルごと東広島～
地域包括ケアシステムを知ろう！ 

ジュニアニューウィンドコンサート2019

歳末たすけあい
チャリティーハートフル♡コンサート2019

広島大学交響楽団　第68回定期演奏会 

ふれあいコンサート事務局（大元・和木）
TEL 082-254-3416 
 
MIN-ON中国 
TEL 082-567-0585 
 
株式会社夢グループ 
TEL 0570-666-443
 
地域包括ケア推進課（木村）
TEL 082-420-0984 
 
大阪音楽大学幸楽会 広島県支部（佐山）
TEL 082-439-2652 
 
リナシメント
TEL 090-9416-1639
 
広島大学交響楽団（斎藤）
TEL 080-9982-0776
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ロビーコンサート Vol.46
広島三育学院中学・高等学校
アカペラコンサート（男声四重唱）
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ー
ル
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5,500円
（前売・当日料金）

1,000円

前売500円
当日700円

前売PS:6,800円
      SS:5,800円
当日PS:8,000円
      SS:6,800円
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●3歳からギターを始められたそうですね。クラシックギターの魅力
とは？

ギターは弓やキーを介さず直接指で触れて奏でるので、奏者の感情
が直感的に伝わる点、包み込むような温かい音色に、弾いているとい
つも自分自身が癒される点も魅力だと思います。多彩な音色を出す
ことができ、奏法も様々で、弦をはじくだけでなく、ボディーや弦を叩
いて打楽器的な効果を出したりと、一台で旋律も伴奏もこなせる点も
魅力です。ベートーヴェンはギターを「小さなオーケストラ」と表現し
たと言われているくらい。

●朴葵姫の代名詞ともいえる「トレモロ奏法」。どうしたらあのよう
な美しい音が出せるのですか？

同じ音を連続して弾くことで震えるような繊細な音を出します。ギ
ターの特性として弦をはじいただけでは一つの音を持続させること
が出来ないため、音を長く伸ばすために用いられる奏法です。小さな
頃から私の手にはなじみやすく得意な奏法でしたのでそんなに苦労
することがなかったのですが、脱力は大事なポイントだと思います。

●今年9月からの1年間、ご自身2度目のスペイン留学をされている
そうですね。

私は常に何かを吸収し続けて学び続けていたいと思っています。私
にとって、今の時期が再びスペインに身を置くのに良いタイミングで
した。今の自分なら過去の留学時よりもさらに、より深く音楽に向き合
え、新しい発見ができる気がすると思えるようになりました。このスペ
イン滞在の時期がとても充実しています。

●今回のリサイタルの聴きどころを教えてください。

様々な国・時代のギター曲を集めた、ギターの名作プログラムにして
います。国や時代ごとに異なる雰囲気を楽しんでいただけるよう意識
して、いつもプログラムを組んでいます。
会場へお越しいただいたら、ぜひゆったりとそれぞれの音を楽しんで
いただきたいと思っています。

●くららへご来場のお客様へメッセージをお願いいたします。

くららは初めて伺うホールなので、このホールで皆様のために演奏
できることを、今からとても楽しみにしています。日頃の忙しい日々を
忘れて、クラシックギターの音色で様々なストーリーを楽しんでいた
だけるような時間にできればと思っております。会場でお待ちしてお
ります。

日本と韓国で育ち、ギタリストの中で
 人気・実力とも群を抜く、朴 葵姫（パク・キュヒ）さん。

2020年デビュー10周年を迎え、躍進し続ける朴さんに伺いました。

チケット好評発売中

ザ・クロマニヨンズ ツアー PUNCH 2019-2020
2020年3月21日（土）　大ホール　18:30開演
 全席指定　一般：5,200円 [くらら会員割引なし]　
※未就学児は保護者1名につき1名膝上鑑賞無料。
　座席利用は有料
チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード159-703）
ローソンチケット　0570-084-006（Lコード60254）
e＋（イープラス） http://eplus.jp/

主催者の希望または作成日の関係等により、掲載していない催し物もありますのでご了承ください。（2019年10月14日現在）

開催日 開催時間 料　金（税込） お問合わせ催　し　物

6日（水）～
10日（日）
13日（水）～
18日（月）
20日（水）～
25日（月）
27日（水）～
12月2日（月）
3日（火）～
5日（木）
7日（土）～
12日（木）
16日（月）～
20日（金）
22日（日）～
26日（木）

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～16:00

9:00～17:00
3日（火）13：00～19：00
4日（水）9：00～17：00
5日（木）9：00～17：00
7日（土）は13：00～17：00
9:00～17:00
12日（木）は9：00～12：00

9:00～17:00

9:00～17:00

第29回東広島市生涯学習フェスティバル
地域別活動発表展
第48回郷土史展「変わる寺家～昔と今」
西条柿の歴史、幸熊丸伝説、古代山陽道など
寺家の歴史文化を写真パネルで展示

第44回ひがしひろしま市民芸能祭
文芸部門作品展示会

第二回誠慎書道会作品展

第8回アジアポリオレフィンワークショップ
ポスター発表
第7回熟年大学水彩画同好会作品展
熟大ＯＢ、一般同好者による発表会

秀林会・秀友会　書作展

第23回難波平人絵画教室作品展

生涯学習フェスティバル実行委員会（東広島市生涯学習課内）
TEL 082-420-0979 
東広島郷土史研究会 （蔵楽）
TEL 090-4648-9237
東広島市文化連盟東広島支部（渡部）
TEL 080-5623-7764 
誠慎書道会（玉村） 
TEL 082-436-0764
広島大学大学院工学研究科（塩野）
TEL 082-424-7730
熟年大学水彩画同好会（川田）
TEL 082-434-6788
秀林会 秀友会（玖島）
TEL 0847-34-1811
難波平人絵画教室（難波）
TEL 082-429-0031

11
月

 12
 月

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

東広島芸術文化ホール市民ギャラリースケジュール  Gallery Schedule11月-12月

朴 葵姫（パク・キュヒ）　＜プロフィール＞
荘村清志、福田進一、A.ピエッリ各氏に師事。東京音楽大学を経て、2014年ウィーン国立音楽大学
首席卒業。2016年スペインのアリカンテ・クラシックギターマスターコース首席卒業。05年小澤征爾指
揮によるオペラ公演に参加。07年ハインツベルグ国際ギターコンクール第1位及び聴衆賞、08年ベル
ギー“ギターの春2008”第１位、リヒテンシュタイン国際ギターコンクール第1位、12年アルハンブラ国際
ギターコンクール第1位&聴衆賞、他多くの主要国際ギターコンクールで優勝・受賞。Ｎ響、都響、読響
はじめ主要オーケストラと共演。録音も多数、18年二年半ぶりの新譜「Harmonia-ハルモニア-」リリー
ス。欧米、アジアのギターフェスティバルへ招かれている。会場中を惹きつける音楽性と、とりわけ美し
いトレモロ奏法の技術の高さは各地で絶賛されている。

朴 葵姫　ギターリサイタル 2020年3月1日（日）
＊公演の詳細については、チケット発売情報をご覧ください。

プレ
イベント

くららシネマシリーズ

関連
イベント

（C）Minok Lee

Ⓒ大杉隼平


