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■ JR山陽本線 西条駅下車、徒歩4分（広島駅より約40分）

全館一斉点検・修理・清掃実施のため、
左記のとおり臨時休館いたします。
利用者の皆様には、ご理解のほどお願い申し上げます。

■ 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】

2020年度くらら
全館臨時休館日のお知らせ

【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

東広島市立美術館
《2020年11月3日（火・祝）開館予定》

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8・9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

くららシネマシリーズ 「ぼけますから、よろしくお願いします。」
くららしっくコンサート特別編 「岸上穣 ホルン・リサイタル ～青島広志を迎えて～」
DRUM TAO「ザ・ドラマーズⅡ」
未来の音楽授業！ アキラ塾
広島交響楽団 第１回記念 東広島定期演奏会
J-Squad 2020 広島公演

笑える音楽会！ クレイジークラシックス

音楽アウトリーチセミナー受講者募集
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 2次募集
くららパートナーシップ事業・くらら市民文化芸術活動サポートプログラム

8 & 9
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Hall Schedule

PICK UP

EVENT GUIDE

INFORMATION

［ホール］スケジュール 指くらら主催・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

自

チ

Gallery Schedule［市民ギャラリー］スケジュール

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、窓口は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。

9月13日（日）／小ホール
①13：30～ ②15：30～ ③17：30～

音楽アウトリーチ実施申込 募集

2020年度 くららパートナーシップ事業 くらら市民文化芸術活動
サポートプログラム東広島芸術文化ホールくららは、次世代に向けた地域文化の継承や芸術文化

活動を通じた心豊かな地域社会の実現のため、くららから地域の子どもたちや
市民のみなさまへ出向き、参加体験型のワークショップ・ミニコンサートなどの
普及啓発事業の実施や、魅力ある舞台芸術公演等に取り組んでいただける
団体、個人（以下「パートナー」という。）を募集します。パートナーには、上記の
活動の実施にかかる費用などの支援を行います。

ホール外の様々な環境へ音楽家が出向き、「少人数」「小さな空間」「長すぎない
時間」で音楽の魅力をお届けする取り組みです。通常の音楽鑑賞よりも深い共
感を得られる演奏プログラムをお届けします。

東広島市内に活動拠点を有し、かつ文化芸術や生涯学習の活動実績がある
個人・団体が行う事業に対し、東広島芸術文化ホールくらら大ホールにおける
事業の経費の一部を支援するものです。また経費面だけではなく、主体的かつ
広く市民が参加・鑑賞できる活動となるよう広報や催事運営面で皆様の活動
をサポートします。

■オーディション日時：2020年8月23日（日）13:30開始予定
■オーディション会場：東広島芸術文化ホールくらら
■募集パート：弦楽器・管楽器・打楽器より若干名
■応募締切：8月17日（月）必着

■応募資格：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

※詳細はチラシまたはくららHPをご覧ください。

INFORMAT ION

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、障がい者用駐車場は3台あり、ご利用日の１ヶ月
前から前日まで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）

西条中央公園

P1

P1

P2

P2

※イベントの日時、内容等が予告なく変更される場合がございます。  ※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7月16日現在）

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 2次募集（オーディション）

募

募

※所定の応募用紙をくらら窓口持参および郵送のみ受付

音楽アウトリーチとは？

アーティストとコミュニケーションを取りながら、楽しく、深く、音楽に触れることがで
き、老若男女を問わずお楽しみいただけます。

具体的に何をするの？

これまでは市内小中学校にて実施しておりましたが、今年度から福祉施設、地域
センター、商業施設などでも実施いたします。（屋内に限ります。）

実施場所は？
■時　期：通年
■準備物：ピアノ（電子のものを除く）

■時　間：1回につき1時間程度
■費　用：無料
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開催日月 開演時間 料金（税込） お問い合わせ催し物会 場

開催日月 開演時間 料金（税込） お問い合わせ催し物

東広島市保育課
TEL 082-420-0934 東広島市保育士就職相談会小ホール13:00 自 無　料8（土）

ミュージックハウスＫ
TEL 082-439-1117（10:00～17:00） 東広島classic music サマーフェスティバル小ホール14:30 自 無　料16（日）

荒谷正彦 
TEL 090-3179-7800 ミュージックアート2020 SUMMERサロンホール13:30 自 無　料23（日）

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 ロビーコンサートVol.53　drops（ドロップス）こもれび広場12：15 自 無　料9（水）

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 ロビーコンサートVol..52　デュオ・ピックスこもれび広場12：15 自 無　料5（水）

東広島市文化連盟東広島支部
歌謡部（方尺） 
TEL 082-424-5270 

酒まつり　酒の街歌謡選手権大会 大ホール9:30 自 無　料13（日）

ブルグミュラーコンクール東広島
実施事務局（山本）
TEL 082-434-5371 

ブルグミュラーコンクール2020東広島地区大会 大ホール11:00 自 無観客27（日）

東広島市地域包括ケア推進課
TEL 082-420-0984 

ぐるマルフェスタ・あいサポートフォーラム2020
ひがしひろしま

大ホール
全館開催10:00 自 無　料26（土）

東広島市産業振興課（横山） 
TEL 082-420-0921 就職ガイダンスｉｎひがしひろしま小ホール

サロンホール13:30 自 無　料11（火）

東広島市社会福祉協議会
TEL 082-422-4075介護サポーター人材づくり事業面談会 小ホール14:00 自 無　料9（日）

2（日） 東広島芸術文化ホールくらら
TEL 082-426-5900探検！発見！ くららバックステージツアー大ホール①10:30～

②13:30～ 自
無　料

（要事前申込）

江風会（安芸岳風会）（熊本） 
TEL 082-423-3445 （詩吟）安芸岳風会 令和２年 後期審査発表会 小ホール12:30 自 無　料2（日）

8月12日（水）・13日（木）・14日（金）

7/29（水）
～3（月）

障がい者支援施設　ときわ台ホーム 
TEL 082-420-9200 自 無　料

第16回 障がい者支援施設ときわ台ホーム
絵画教室作品展　仲間展 9:30～17:30

16（水）
～21（月・祝）

グループドメニカ（磯道） 
TEL 082-425-5952 

自 無　料グループ ドメニカ展 9:00～17:00

26（土） 東広島市地域包括ケア推進課 
TEL 082-420-0984 

自 無　料ぐるマルフェスタ・あいサポートフォーラム2020
ひがしひろしま

10:00～16:00

30（水）
～10/5（月）

東広島デジタル写真研究会（大山） 
TEL 080-1922-4657 

自 無　料写真展「野菜の世界」 野菜さいさい来てみん菜 9:00～17:00

5（水）
～10（月・祝）

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

自 無　料東広島市中学校合同美術展 9:00～17:00

29（土）
～30（日）

津賀一弘  
TEL 082-257-5675 

自 無　料2020年度 公益社団法人日本補綴歯科学会
中国・四国支部学術大会 

9:00～17:00

津賀一弘 
TEL 082-257-5675 

2020年度 公益社団法人日本補綴歯科学会
中国・四国支部学術大会 小ホール9:00 自 当日会費 2,000円29（土）

～30（日）

※当日登録可

第23回XAFS討論会実行委員会 
TEL 082-424-7609 第23回ＸＡＦＳ討論会 小ホール10：00

予定 自
事前登録

（一般：4,000円）
9（水）

～11（金）

Chez AOYAMA
TEL 090-1016-4276 

31th Salon de Home Concert
生演奏を身近に感じていただけるクラシックコンサートサロンホール15:00 自10（月・祝）

（3歳未満無料）

一般 2,000円
学生 1,000円
幼児   500円

三つ巴アンサンブル（おおとう） 
TEL 090-6433-5745 

三つ巴inフランス～エスプリをきかせて～
三つ巴アンサンブル主催公演vol.4 

サロンホール14:00 自22（火）
一般 1,200円

中学生以下　 500円
（当日一律300円UP）

3才以下無料

トリオ東広島
MAIL
trio.higashihiroshima@gmail.com

トリオ　コンサート サロンホール19:30
自11（金） 一般 1,000円

3才以下無料チ

シャルル･リシャール＝アムラン
オール･ショパン ピアノ･リサイタル 大ホール14：006（日） 指

一般 4,500円
チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

くららしっくコンサートVol.6
トリコロール Hope Concert in 東広島
くららしっくコンサートVol.6
トリコロール Hope Concert in 東広島サロンホール17:30 自

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 13（日） 当日精算 500円

ワンドリンク付き

クレイジークラシックス 小ホール
①13：30～
②15：30～
③17：30～

13（日）
指

一般 2,500円
チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

各種応募・申請に関するお問い合わせは、くららホームページ、または窓口にて承ります。

《大ホールご利用の皆様へ》

笑える
音楽会

！ クレイ
ジーク

ラシッ
クス

動画配信も
いよいよ本

格始動！

　　　ぜひ
お楽しみに

！

Crazy Classix



メールマガジン好評配信中！ くららのイベント情報をいち早くお届け！

くららインターネットNEWS

配席・残席状況が座席表で見られるようになりました。買いたいお席をクリックするだけで席が選べます。

娘として手をさしのべつつも、制作者としてのまなざしを愛する両親にまっすぐに向けた意欲作。

9月13日（日）／小ホール

10月3日（土）／大ホール／13:30開演（12:30開場）

くららシネマシリーズ

EVENT GUIDE

東広島芸術文化ホールくらら 1Fチケットセンター
くらら

ホームページ〒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

笑える音楽会！

　　東広島初登場！！
全席指定

【メンバープロフィール】
クラリネット： 橋本 眞介〔はしもと しんすけ〕 香川県出身
チェロ： Martin Stanzeleit 〔マーティン・スタンツェライト〕 ドイツ出身
コントラバス： 飛田 勇治〔とびた ゆうじ〕 東京都出身
トロンボーン： 清澄 貴之〔きよずみ たかゆき〕 山口県出身
パーカッション： 荻原 里香〔おぎはら りか〕 島根県出身
ヴァイオリン： 川畑 美津代〔かわばた みつよ〕
語り 時々 チェロ： 末永 幸子〔すえなが さちこ〕  広島県出身
ゲストヴァイオリン： 高和 雅〔たかわ まさし〕 広島県広島市出身 公演中止・延期のお知らせ

全席指定T-BOLAN LIVE HEAVEN 2020 「the Best」～繋～T-BOLAN LIVE HEAVEN 2020 「the Best」～繋～
5月30日（土） 振替公演:2021年1月9日（土）／大ホール／17：30開演

【チケット払戻は終了しました】

くららシード Vol.27でお知らせしておりました今年の来日ツアーは中止となり、来年度での開催を予定しています。

11月7日（土）／大ホール／17:00開演予定

J-Squad 2020 広島公演

Coming Soon!【発売日未定】

岸上穣  ホルン･リサイタル ～青島広志を迎えて～

「ぼけますから、よろしくお願いします。」
演奏:広島交響楽団
指揮：大友直人　ヴァイオリン：前橋汀子

塾長（ピアノ）：宮川彬良
秘書兼歌手：白木美貴子

13：30～15：30 上映（日本語字幕付き）
15：30～16：00 信友直子監督 講演会

～信友直子監督講演付き上映会～

全席指定

10月25日（日）／大ホール／14:00開演（13:30開場）
未来の音楽授業！ アキラ塾

10月22日（木）／大ホール／19:00開演（18:30開場予定）
DRUM TAO「ザ・ドラマーズⅡ」

コンサート

全席指定

コンサート

PICK UP

クレイジークラシックスは広島に活動拠点を置くクラシックの一流奏
者がクラシック音楽の枠を飛び出し、音楽・ユーモアそして劇を交え
たこれまでにないステージを目指し結成された。
またヴァイオリン・チェロ・コントラバス・クラリネット・トロンボーン・
パーカッションという異色の組み合わせから放たれる音楽は、クラ
シック音楽だけでなく、ジャズ、ポップス、民族音楽といった多種多様
なジャンルを網羅するハイレベルで新感覚なサウンドは、これまで広
島だけでなく東京、九州など日本各地で上質（？）の笑いと音楽コラ
ボで絶賛を博している。

チケット払戻に
ついてのご注意

＊未就学児入場不可

出演：黒田卓也(tp)、大林武司(pf/key)、中村恭士(b)、小川慶太(dr/per)、馬場智章(ts)

●くららインターネット・くらら電話：8月9日（日）10：00～

●くららインターネット・くらら電話：8月16日（日）10：00～　●チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード：186-233）

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

延期

新型コロナウイルス感染症の拡大予防に伴い、開催延期とお知らせしておりました下記公演ですが、公演準備及び当日の状況予測が難しい中、関係者お
よびお客様の健康・安全面を第一に考慮した結果、公演中止・延期が決定しました。公演を楽しみにされていました皆様には、心よりお詫び申し上げます。

ニューヨークのジャズシーン最前線で活躍している世界トッ
プクラスのミュージシャンが集結！報道ステーションのテー
マ曲として有名なあのサウンドをくららでご堪能ください。

驚異のスピードと予測不可能な構成＆リズムで
魅せる、圧倒的なパフォーマンス「ザ・ドラマー
ズ」が、スペシャル演出でくららに帰ってくる！

©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会

もう一度受けたい音楽の授業、
先生はアキラさん！

11月8日（日）／大ホール／15:00開演（14:15開場）

広島交響楽団 第１回記念 東広島定期演奏会

一般：S席3,800円、A席3,300円　学生：A席1,500円
［くららフレンズ：S席3,500円、A席3,000円］

●くららインターネット・くらら電話：8月3日（月）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：8月10日（月・祝）10：00～　●チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード184-203）

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

※学生券はくららのみ取扱い（要学生証提示）
※未就学児入場不可

※小人券は要学生証提示

一般：S席6,500円、A席5,500円、Ｂ席4,500円　学生：全席4,500円
［くららフレンズ：各席500円引き］

●くららインターネット・くらら電話：8月7日（金）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：8月15日（土）10：00～　●チケットぴあ： 0570-02-9999（Pコード186-113）

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

※未就学児入場不可　※学生券は要学生証提示

前売（一般）：1,200円［くららフレンズ：1,000円］
当日（一般）：1,400円

●くららインターネット・くらら電話：8月8日（土）10：00～

TICKE T

【くららフレンズ・一般同日発売】

※未就学児入場不可（会員割引なし）

一般：2,500円 ［くららフレンズ：2,300円］
TICKE T

※未就学児入場不可

※密集を避けるため、販売初日は窓口での販売を行いません。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1席空きで配席しております。

●くららインターネット・くらら電話：8月4日（火）10：00～
●チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード182-038）

【くららフレンズ・一般同日発売】

※密集を避けるため、販売初日は窓口での販売を行いません。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1席空きで配席しております。

※密集を避けるため、販売初日は窓口での販売を行いません。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1席空きで配席しております。

太鼓で泣く。笑う。
あなたは、想像できますか？

全席指定シネマ

1回目 13：30～
2回目 15：30～
3回目 17：30～

［各回完全入れ替え］
［開場は開演30分前］

全席指定

10月15日（木）／小ホール／18:30開演（18:00開場）

くららしっくコンサート特別編

クレイジークラシックス
コンサート

パフォーマンス

全席指定コンサート

1,000円TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：8月24日（月）10：00～【一般販売】

ナビゲーターにテレビで大人気の青島広志を迎えて、
ホルン王子、岸上穣がくららに初登場！

※会員割引はありません。 ※未就学児入場不可

一般：3,000円 ［くららフレンズ：2,500円］　小人：1,500円TICKE T

※密集を避けるため、販売初日は窓口での販売を行いません。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1席空きで配席しております。

※密集を避けるため、販売初日は窓口での販売を行いません。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1席空きで配席しております。

※密集を避けるため、販売初日は窓口での販売を行いません。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1席空きで配席しております。

※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。（詳細はＨＰ参照）　※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。　※車椅子席・介助者席はくららのみ取扱い。※社会
的状況に応じて、内容や座席数等が変更になる場合があります。

※くららチケットセンターでご購入された場合、チケット原券がないと払戻しできません。
　チケット発券期限内に必ずチケットを発券くださいますようお願いいたします。
※チケットの紛失や、半券のないチケットの払戻しはお受けできません。
※払戻し期間を過ぎてからの払戻しはできかねますので、予めご了承ください。
※チケットの購入場所によって払戻し方法が異なりますので、くららHPや各プレイガイドHP等で詳細をご確認ください。

詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

全席指定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」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」
7月23日(木・祝) 再延期公演：12月26日(土) ／大ホール／14：00開演 ※再延期公演のチケットは改めて発表いたします。

【チケット払戻は終了しました】延期

南こうせつコンサートツアー2020南こうせつコンサートツアー2020 8月8日（土） 6月15日(月)10:00～8月31日(月)19:00【チケット払戻】中止

マルツィン・ディラ　ギターリサイタルマルツィン・ディラ　ギターリサイタル 8月28日（金）中止

スケリグスケリグ
9月5日（土） 7月10日(金)10:00～9月30日(水)23:59【チケットぴあでご購入のお客様のチケット払戻】

くららチケットセンターにて「ご予約の取消し」および「ご予約に係る個人情報の削除」を行います。【くららチケットセンターでご予約のお客様】
中止

ベートーヴェン生誕250年を飾る、
珠玉のプログラム。

【クレイジークラシックスプロフィール】

学割

学割

全席指定コンサート 学割

スマートフォンからのチケット購入がより便利になりました！

ご希望の方は、くららインターネット利用登録時に「メールマガジン配信」を“希望する”に選択してください。

チケット払戻に
ついてのご注意

500円（ワンドリンク付き）TICKE T

全席自由

9月13日（日）／サロンホール／17:30開演（17:00開場）

くららしっくコンサートVol.6  トリコロール Hope Concert in 東広島

全席自由コンサート

※未就学児膝上鑑賞無料（座席利用の場合は有料）

〈チケット事前予約不要。当日会場に直接お越しください。〉

《当日精算》

Crazy Classix


