
HPから入会申込書をダウンロード、必要事項をご記入のうえFAX
（082-426-5901）送信ののち銀行振込にて会費をお支払いください。

くらら主催・共催1公演につき、最大4枚まで購入可（公演による）

「チケット購入」または「友の会くららフレンズ」ページ内「インターネット
予約」へ進み、利用登録（仮・本登録とも）を行った後、ログインして
友の会入会画面から手続きを行なってください。会費はクレジット
カード払いのみとなります。

JR西条駅

〒739‐0015 広島県東広島市西条栄町7番19号  TEL.082‐426‐5900  FAX.082-426-5901 

入会申込書にご記入のうえ、会費を添えてお申し込みください。

※半年会員は2020年3月末日をもって廃止します。

会員だけの特典やお得なサービスをご用意し、
皆様の入会をお待ちしております。

メルマガ配信始めます！ ご希望の方はメールアドレスをご登録ください。

詳細は、くららHP・チラシをご覧ください。

【振込先】銀行名：広島銀行 西条支店
　　　　番　号：普通3664805
　　　　口座名：東広島芸術文化ホール

※振込手数料はお客様のご負担となります。
　振込名義は入会者氏名にてお願いいたします。

会　費

会　期

1,000円（税込）

2020年4月1日～2021年3月末日

くららシード3月／4月号  編集・発行：東広島芸術文化ホールくらら  発行日：2020年3月1日 Ⓒ無断転載・複製を禁ず

■ 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】 【市営駐車場のご案内】

【アクセス】

http://kurara-hall.jp

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。

0時～24時（終日） 8時以内の場合1時間ごとに
8時間を超え24時間以内まで
24時間を超える場合

100円
830円

6時間まで200円

安芸西条
郵便局 東広島市役所

本永病院

西条酒蔵通り

ハローズ

東広島市民
文化センター

平日：18時以降
土日祝日：終日

※市役所駐車場は、市役所を利用の方が優先されます。

228台

166台

市営西条岡町駐車場

駐車場名 料金収容台数 営業時間

市役所駐車場

広報誌［くららシード］ 2020年3・4月号

東広島芸術文化ホールくらら東広島芸術文化ホールくらら

TAKE FREE

くららシネマ「“樹木希林”を生きる」
陸上自衛隊 第13音楽隊コンサートinくらら
くらら♪ピアノの日

0歳から楽しめる親子のためのクラシックコンサート
「音楽の絵本」

「くらら
シード」

　　リニ
ューアル

しました
！

東広島市くららジュニアオーケストラ＆オ－ケストラユース 2020年度団員募集
2020年度 こもれび広場ロビーコンサート 出演者募集
友の会「くららフレンズ」 新規会員募集
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Ha l l  Schedule

PICK UP

EVENT GUIDE

INFORMATION

［ホール］スケジュール

「くららチケットセンター」
くらら主催・共催公演の
チケットお取扱いについて

3月

3月

4月

A
P

R
IL

4月

開催日

開催日

月

月

開演時間 料金（税込） お問い合わせ催し物会 場

開演時間 料金（税込） お問い合わせ催し物

朴 葵姫（パク・キュヒ） ギターリサイタル 

中央生涯学習センターまつり2020 ステージ発表

ロビーコンサート
やよいクインテット

自

自

指

指

大ホール

小ホール

1（日）

7（土）
～8（日）

25（土）
～26（日）

4（水）
～9（月）
11（水）

～16（月）

一般 2,500円
学生 1,500円

無　料

自 無　料

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 

くらら主催・共催 自由席 全席指定

くららチケットセンターにてチケット取扱い

キャンディープロモーション広島 
TEL 082-249-8334 

公益財団法人
東広島市教育文化振興事業団（木原）  
TEL 082-424-3811

15：00

13：30

43rd 三笘美智子門下サロンコンサート 自

自

小ホール 無　料 響の会（三笘）
TEL 082-423-5330 14:00

チ

チ

第24回 BEGINコンサートツアー2020 
指

大ホール15（日）
一般 6,900円

小中学生 2,000円

大人 1,500円
小人（小学生以下） 500円

大人 2,800円
こども（小学生以下）1,700円

17：00

こもれび広場11（水） 12：15

チ

MIN-ON広島
TEL 082-567-0585 

クラシック名曲コンサート vol.2
メンデルスゾーン＆ベートーヴェン珠玉の響き
（指揮/太田弦　ヴァイオリン/正戸里佳　管弦楽/広島交響楽団） 

指
大ホール5（日） 5,200円

（前売・当日共通）18:00
チ

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 

0歳から楽しめる親子のためのクラシックコンサート
「音楽の絵本」 

指
大ホール12（日） 大人 2,500円

子供 1,500円14:00
チ

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 さかなクンのギョギョッとびっくりおさかなのお話

50回記念ロビーコンサート
コーラスフェスティバル

指
大ホール18（土） 14:00

チ

夢番地（広島）
TEL 082-249-3571 

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 

東広島ユースシンガーズひかり（小坂）
TEL 090-7570-4438

ザ・クロマニヨンズ ツアー PUNCH 2019-2020 
指

大ホール21（土） 一般 5,200円18:30
チ

東広島市くららジュニアオーケストラ
第5回定期演奏会 大ホール22（日） 14:00

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 

自 無　料こもれび広場19（日） 12：15 くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 

アウトリーチ ガラコンサートVol.3 小ホール15（日）

20（金・祝）

子ども発信！音楽×アート コンサート・作品展
心で感じ、心で表現する楽しさ、喜び、素晴らしさを感じる１日に♡ 

自サロンホール 無　料

自 無　料

自
無　料

※要入場整理券

ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549-2115 

ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549-2115 

ステップコンサート コンクール受賞者・
ピティナピアノステップ継続表彰者によるコンサート 小ホール22（日） 13:30 自 無　料

Chez AOYAMA
子どものアトリエ いろのわ 
TEL 090-1016-4276 

14:3020（金・祝）

29（水・祝）

高校生以下無料
※要入場整理券14:30

ひかりファイナル 小ホール21（土） 15:00

近畿大学附属広島高等学校・中学校
東広島校吹奏楽部（金山） 
TEL 082-434-7111（代表） 

自 無　料近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校
第20回定期演奏会大ホール28（土） 14:30

広島県立
広島中学校・広島高等学校（中川）
TEL 082-491-0270 

自 無　料広島県立広島中学校・広島高等学校吹奏楽部
第14回春のフレッシュコンサート 大ホール29（日） 14:00

西条農業高等高校 吹奏楽部（淵本）
TEL 082-423-2921 自

自

無　料

自 無　料

広島県立賀茂高等学校（粟木） 
TEL 082-423-2559 

西条洗心会（藤木）
TEL 082-428-2713 

公益財団法人
東広島市教育文化振興事業団（木原）
TEL 082-424-3811 

自 無　料

自 無　料

自 無　料

自 無　料

自 無　料

自 無　料

自 無　料

自 無　料

自 無　料

自 無　料

広島県立西条農業高等学校 第9回定期演奏会 小ホール28（土） 14:00

日本会議広島東広島支部（塚本） 
TEL 090-1335-1035 自 前売 1,000円

当日 1,500円
美しい日本をつくる
講師：山谷えり子氏（自民党参議院議員） 

ピティナピアノステップ東広島春季地区Ⅰ・Ⅱ 

小ホール11（土） 15:30

音の森
TEL 080-1170-6064

Spring Concert 春の世界へようこそ
ひなちゃんと小犬のシフォンの春探し サロンホール28（土） 14:00

一般 2,000円
中学生以下 1,000円自 天鵞絨～be-Road～（中野） 

TEL 090-3175-0119 
中野歩　一夢庵Chai Duoプロジェクト
天鵞絨～be-Road～ サロンホール

大ホール

広島県立賀茂高等学校吹奏楽部 第44回定期演奏会 

中央生涯学習センターまつり2020　作品展示

大ホール

12（日） 13:30

10:15

14:00

9:00～17:00

第23回　西条洗心会書道展 9:00～17:00

18（水）
～23（月）

熟年大学陶芸講座（仲島）
TEL 090-2290-6971

熟年大学生とOBによる陶芸作品展
東広島熟年大学陶芸講座と熟年大学OB陶芸同好会の
合同陶芸作品展 

9:00～17:00

25（水）
～30（月）

中国新聞写真クラブ東広島支部・
東広島デジタル写真研究会

第13回ふるさと東広島を撮る
西条盆地”池いけ撮った！” 

9:00～17:00

1（水）
～6（月）

アトリエ風（堀江） 
TEL 0846-45-1593 アトリエ風　春の作品展 10:00～18:00

8（水）
～13（月）

ひまわり水彩画教室（景山）
TEL 082-428-6695  

第14回ひまわり水彩画教室展
「楽しく描くをモットーに」藤井悟先生指導   

9:00～17:00

15（水）
～20（月）

東広島写真クラブ（原田）
TEL 082-422-3065 東広島写真クラブ35周年記念作品展示会 9:00～17:00

22（水）
～27（月）

水葉会（北野） 
TEL 082-422-2022 第15回 水葉会日本画展 9:00～17:00

29（水・祝）
～5/4（月・祝）

曼荼羅アーティストSachi（石黒） 
TEL 090-4142-1311Sachi曼荼羅原画展2020『Departure』10:00～18:00

（最終日9:00～17:00）

チ

Gal lery  Schedule［市民ギャラリー］スケジュール

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（2020年2月14日現在）

友の会「くららフレンズ」
新規会員募集

東広島芸術文化ホール

Eメール／info@kurara-hall.jp

開館時間／9:00～22:00 ※ただし、利用申込は9:00～19:00までです。

休 館 日／12月28日～翌年1月4日 ※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。

■車いす席・介助者席は、くららチケットセンター窓口のみお取扱いします。

■学生券は購入時もしくは公演入場時に学生証をご提示ください。

■ご予約後、チケット代金の入金が支払期限を過ぎますとご予約自体がキャンセル
となりますのでご注意ください。

■ご購入後の変更・交換・取り消し・払い戻しは、一切行いません。またチケットは、
いかなる事情（紛失・消失・破損など）でも、再発行はいたしません。

■営利目的による転売・ネットオークションへの出品等の転売行為を禁止します。
転売行為が発覚した場合、ご予約の取り消しもしくは転売チケットを無効とし入場
をお断りします。

■ネットでご予約後、ご登録のメールアドレスに届く「確認メール」に、チケットのお支
払期限（通常7日間）や、チケット発券に必要なサイトの記載がありますので、必ずご
覧ください。完了メールticket@kurara-hall.jpの受信設定をお願いします。

■ネットでご予約のチケットは、くらら窓口でのチケット引取りはできません。コンビニ
発券のみとなります。

■クレジットカード決済の場合、チケット予約のページからクレジットカード決済のペー
ジにアクセスしていただく必要がありますのでご注意ください。

4月18日（土）／大ホール／14:00開演（13:30開場）

1.くらら窓口
一般に先駆けてチケットをご購入できます。

10％引、500円引など、公演に合わせて会員割引価格を設定
（くらら指定公演に限る。割引のない公演あり）

奇数隔月発行。くららの公演情報、チケット発売情報など、最新ニュースをお知らせ

くらら2Fレストラン「ソラオト」や近隣飲食店など「くららフレンズ」協賛店で、飲食代
金割引などの優待あり

申込方法

くららインターネットでのご購入

2.FAX

3.ホームページ

くらら敷地内には一般駐車場がありませんので、できるだけ公
共交通機関でお越しください。近隣商業施設への駐車はご
遠慮ください。なお、車いす専用駐車場は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）

支払期限
発券期限

クレジット決済
予約日の翌日
公演日まで

コンビニ決済
7日間
7日間

西条中央公園

P1

P1

P2

P2

※完売しました。

※完売しました。

新規会員
4月1日から
受付開始

会員特典

特典①

チケットを会員割引価格でお求めいただけます。特典②

広報誌「くららシード」をお届けします。特典③

くららフレンズ協賛店で提携サービスが受けられます。特典④

会員限定イベント（不定期開催）にご参加いただけます。特典⑤

募



※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。

EVENT GUIDE

珍しいお魚の話やクイズを通して「おさかな」のことをたくさん学べ、
大人も子どもも楽しめるイベントです。どうぞお楽しみに。

素晴らしい文学作品を読んで聞かせても、小さな子供が
その世界に入り込んで行くことはすぐにはできません。そ
のために文学の世界には「絵本」と言う素晴らしい芸術
の入り口が用意されています。音楽の世界にも童謡とい
う子どもたちへの贈り物がありますが、歌詞に頼らないク
ラシックの世界では絵本のような分かりやすい入口がな
かなかありませんでした。
本コンサートはクラシック音楽における絵本の役割がで
きれば…と考えられ、そして誕生しました。指揮者のオカ
ピをはじめ全て希少動物という金管五重奏の「ズーラシ
アンブラス」＆弦楽四重奏の「弦（つる）うさぎ」のコン
サートで子どもたちのクラシック音楽への興味を一層高
めてくれるでしょう。

4月18日（土）／大ホール／14:00開演（13:30開場）

4月12日（日）／大ホール／14:00開演（13:00開場）

さかなクンのギョギョッとびっくり
おさかなのお話

テレビでも引っぱりだこのさかなクンがくららにやって来る！

スゴ腕の動物たちが織りなす
不思議な世界へようこそ！

東広島市くらら
ジュニアオーケストラ
＆オ－ケストラユースメンバー
2020年度団員募集

くららのチケット販売が変わります！ 「くららインターネット」でより便利に！！

くららフレンズ先行販売初日に
会員価格でインターネット予約ができるようになります！

こもれび広場
ロビーコンサート
出演者募集

全席指定

全席指定

講演会

全席指定

コンサート

6月13日（土）／大ホール／14:00開演（13:00開場）

5月22日（金）11:00～17:00・23日（土）10:00～17:00

「50回記念ロビーコンサート
  コーラスフェスティバル」

ひがしひろしま音楽祭２０２０特別企画
陸上自衛隊 第13音楽隊コンサートinくらら

全席自由

入場無料

コンサート

全席指定

全席指定

一般：2,800円 ［くららフレンズ：2,500円］
こども（小学生以下）：1,700円 ［くららフレンズ：1,500円］
※３歳未満入場不可 ※有料託児サービス有り（詳細はHP参照）

■ 「くららフレンズ」先行販売　
くららインターネット・窓口：2月28日（金）10：00～
くらら電話：2月29日（土）10：00～

■ 一般販売：3月8日（日）10：00～
■ くららインターネット一般販売：3月6日（金）10：00～

■ 一般販売（好評発売中）

くらら窓口・電話・チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード644-937）

大人：2,500円 ［くららフレンズ：2,200円］
子供（4歳～中学生まで）：1,500円 ［くららフレンズ：1,300円］TICKE T

TICKE T

※3歳未満は膝上鑑賞1名まで無料（座席利用は要チケット）

©NHK

©Ayumu Kosugi

くららインターネット・窓口・電話
チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード172-664）

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
ホームページ http://kurara-hall.jp/ 

［営業時間］10:00～19:00

初めて許された長期密着取材から見えてくる、様々な“樹木希林”。
仕事、家族との複雑な関係、そして何よりも大切にしていた日々の暮らし。
自分らしく、どう人生を終えるのか。唯一無二の女優“樹木希林”の最後の一年を追う―。

くらら自慢のピアノ、スタインウェイD-274とヤマハCFXを気軽に弾いてみませんか？
コンサートのピアニストになった気分で、大ホールの舞台に立てるチャンス！ どうぞ振るってご応募ください｡

5月17日（日）／小ホール

くららシネマシリーズ

「“樹木希林”を生きる」

「せっかくできたシワだから もったいない」
なりゆき人生から学ぶ、生きるヒント。珠玉のドキュメンタリー映画。

2月28日（金）発売分より

さらに！ メールマガジン配信がスタート！

全席指定シネマ

一般：1,200円 ［くららフレンズ：1,000円］
当日：1,400円（当日券は会員割引がございません）

■4月25日（土）9：00より、くらら窓口にて配布開始
（お１人様4枚まで／無くなり次第終了）

参加申込書：くららＨＰでダウンロード、もしくはくらら館内・窓口にて配架しています。

■くららフレンズ・一般同日発売：3月7日（土）10：00～
くららインターネット・窓口・電話

TICKE T

募集日時：

日　　時：

場　　所：

応募資格：

申込方法：

受付期間：

日　　時：

演奏時間：

場　　所：

参加団体：♪コーロ・リリアーレ ♪三育学院Mens Voices 　
♪ちゅーピーカルチャーセンター
　＆中国新聞文化センター女声コーラス　
♪東広島児童合唱団
♪プリマヴェーラ ♪ママペラーズ

4月19日（日）

12：00～14：00（各団体15分）

こもれび広場

（公演実施日）※ホールの都合上変更する場合があります。
5/13・6/10・7/8・8/12・9/9・10/14・11/11・12/9
2021年 1/13・2/10・3/10

原則 毎月第2水曜日12:15～12:45

東広島芸術文化ホール くらら 1F　こもれび広場

演奏を主とし、音楽を愛好する個人及びグループ。
年齢・プロ・アマは問いません。

所定の応募用紙（出演申込書および出演企画書）に
必要事項をご記入のうえ、お申込みください。

出演希望月の３ヶ月前の月末。 

オーディション日時：2020年4月5日（日）時間未定

募集パート：弦楽器・管楽器・打楽器より若干名

応募資格：

応募締切：3月23日（月）必着

（オーディション）

新設

一般：SS席7,000円／Ｓ席6,500円
　　　Ａ席5,500円 
［くららフレンズ：Ｓ席6,000円／Ａ席5,000円］
学生：Ｓ席4,000円／Ａ席3,500円
※学生券は要学生証提示

※詳細はチラシまたはくららHPをご覧ください。

※詳細はくららホームページお知らせをご参照ください。

■チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード171-879）

小曽根真 featuring No Name Horses
結成15周年記念ツアー
"Until We Vanish 15×15"

チケット好評発売中INFORMAT ION

南こうせつ コンサートツアー2020
～いつも歌があった～

6月7日（日）／大ホール／15：00開演

一般：7,000円 ［くららフレンズ：6,500円］
■チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード170-812）
■ローソンチケット 0570-084-006（Lコード61422）
■e＋（イープラス） https://eplus.jp/

一般（前売）：6,800円 ［くららフレンズ：6,500円］
当日：7,300円

■チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード171-738）
■ローソンチケット 0570-084-006（Lコード62358）
■e＋（イープラス） https://eplus.jp/

※4歳以上有料。3歳以下膝上鑑賞可（座席利用は要チケット）

8月8日（土）／大ホール／17：00開演

T-BOLAN LIVE HEAVEN 2020
「the Best」～繋～
5月30日（土）／大ホール／17：30開演

募

募

①11：00～ ②14：00～ ［各回完全入れ替え］
※開場は上映時間30分前　※未就学児の入場はご遠慮ください。

ご希望の方は、登録時に「メールマガジン配信」を“希望する”を選択してください。

※会員価格設定のない
　公演もございます。

※くららインターネットのご利用はくららHPから。 ※利用登録（無料）が必要です。 

要入場整理券

くらら♪ピアノの日

参 加 料：１区分 30分/2,000円・1件最大2区分/4,000円（1時間）まで可

応募方法：

※先着順にて応募を受付けますので、ご希望にそえない場合があります。予めご了承ください。 ※ご記入いただいた個人情報は、本イベントに関する連絡・情報提供のみに使用させていただきます。
※携帯等のアドレスの方は事前に受信可能に設定いただきますようお願いいたします。

■4月4日（土）10:00よりネットのみの受付（受信時間による先着順） ■所定の参加申込書にご記入のうえお申し込みください。
■参加料は受付完了返信後翌日から１週間以内にくらら窓口にてお支払いください。　■1週間後未払いの場合はキャンセルといたします。
■定員に達した時点で募集を締め切ります。　■詳しくは、くららHPお知らせページを参照ください。

①県内在住・在学の小学3年～高校3年生（ジュニアオーケストラ）
　18歳～23歳（オーケストラユースメンバー）
②楽器経験1年以上（譜面が読めること）

③音楽が好きで、意欲を持って練習に参加できる方

※くらら窓口持参および郵送のみ受付

※通常の第2水曜4月8日のロビーコンサートはありません。

（50音順）

結成20周年

PICK UP

くららフレンズの方

一般販売開始日より2日早く
一般価格でインターネット予約ができるようになります！

3月6日（金）発売分より一般の方


