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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）
■ 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10・11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

10&11
O C T / N O V  2 0 2 0

Hall Schedule［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。

東広島市立美術館×東広島芸術文化ホールくらら
コンサート企画
「ミロと音楽―ALLEGRO VIVACE」

東広島市立美術館開館記念
祝典ブラスステージ

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、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9月11日現在）

※写真はイメージです。
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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

東広島市文化連盟
東広島支部事務局（渡部）
TEL 080-5623-7764 

第45回　ひがしひろしま　市民芸能祭
文芸展示・芸能発表 大ホール9:30 自 無　料21（土）

～22（日）

東広島市生活環境部
人権男女共同参画課
TEL 082-420-0927 

人権教育・人権啓発指導者研修会
誰もが生きやすい社会をめざして
～LGBTQ+について正しく知ろう～ 

大ホール第1部 10:00
第2部 14:00

自 無　料27（火）

調度品の亀川 
TEL 090-6116-6725ギャッベ展　ペルシャの遊牧民の手織り絨毯 小ホール

13:00～18:00
10:00～18:00
10:00～17:00

自 無　料
23（金）
24（土）
25（日）

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 こもれび広場12：15 自 無　料11（水） 第55回　ロビーコンサート

出演：Olivier odorant

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

第54回　ロビーコンサート
出演：Majiago（木管四重奏）こもれび広場12:15 自 無　料14（水）

9/30（水）
～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

14（水）
～19（月）

社会福祉法人広賀会 
TEL 082-422-2543 

自 無　料第7回　広賀園・松籟園作品展　「彩（いろどり）」　9:00-17:00

25（水）
～30（月）

日本画二人展（坪島）
TEL 082-424-2085 

自 無　料日本画二人展 9:00～17:00

4（水）
～9（月）

絵画同好会（室岡）
TEL 082-434-3982 自 無　料

第24回「筍の会」 および
第10回「どんぐりの会」合同作品展  9:30～17:30

18（水）
～23（月）

越川 道江
TEL 090-3370-5425

自 無　料サイ・トゥオンブリ hommage展Ⅲー平面・立体エトセトラー
アメリカの現代美術作家サイ・トゥオンブリを通して啓発された仲間による展示 

10:00～18:00

本庄 直子 
TEL 090-7503-6629 

Euphonium Concert Vol.VIIl
あたたかな音色に包まれるひと時を サロンホール14:00 自18（日） 一般 2,000円

大学生以下 1,000円

3（土） くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

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。」
～信友直子監督講演付き上映会～ 

大ホール13:30
前売（一般） 1,200円
当日（一般） 1,400円
（当日券は会員割引なし）

指
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♪特別編
「岸上穣 ホルン・リサイタル」
～青島広志（ピアノ）を迎えて～ 

小ホール18:30 1,000円
※会員割引はありません15（木） 指

チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 未来の音楽授業！　アキラ塾 大ホール14:0025（日） 一般 3,000円

小人（高校生以下） 1,500円
指
チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990広島交響楽団　第1回記念　東広島定期演奏会 大ホール15：00

一般 S席 3,800円
A席 3,300円

学生 A席 1,500円
8（日） 指

チ

無　料東広島混声合唱団ファミリーコンサート 「リメンバー」 東広島混声合唱団（中村）
TEL 082-423-3399大ホール15:0015（日） 指

自 無　料
（要事前申込）発達障害啓発セミナー 

東広島市健康福祉部障害福祉課
（横藤田・末福）
TEL 082-420-0180 

小ホール10:3021（土）

自 無　料第15回　FOUNDATION　DAY　発表会
ステージプレイ＆スピーチ 小ホール12:007（土）

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

11月8日（日）／大ホール／15:00開演（14:15開場）

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］TICKE T

●くららインターネット・くらら電話
●チケットぴあ：https://t.pia.jp/　0570-02-9999（Pコード184-203）

【好評発売中】

※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。

※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 今こそ、芸
術の力が

必用だ！

ベートーヴェン生誕250年を飾る、
珠玉のプログラム。全席指定コンサート 学割

プログラム Beethoven
♪バレエ「プロメテウスの創造物」作品43序曲
♪ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品61
♪交響曲第５番ハ短調作品67「運命」

「酒まつり」期間中（10/10～11）のくららの営業について
市民ギャラリー／こもれび広場／1階トイレ

※1階「くらら総合案内・事務室」は通常営業いたします。（9:00～19:00）

□ ご利用可能エリア

10/10（土）9:00～20:00　全館貸切
10/11（日）9:00～19:00　全館貸切
10/12（月）9:00～19:00　臨時休館

□ 開館時間
※大ホール、小ホールは酒まつりリモート配信のため、一般のお客様は入場できません。

酒まつり期間中、くららは“酒まつり実行委員会”による
全館貸切となります。そのため期間中の諸室のご利用が
できませんので、予めご了承ください。右記“ご利用可能
エリア“以外は立ち入り禁止となります。「駐輪場」「障が
い者用駐車場」もご利用いただけません。

創作活動のみならず音楽にも情熱を注ぎ、クラシックから現代音楽まで幅広い音楽を好んだ

ジョアン・ミロ。ミロの故郷であるスペインの音楽を中心とした演奏プログラムをお届けします。

エリザベト音楽大学を飛び級し大学院修了。その後、広島中村奨学金を
得て渡独。ドイツ国立カールスルーエ音楽大学卒業、ディプロマ取得。ド
イツ国立ワイマール・リスト音楽院、演奏家課程修了。テレビ新広島「広
島百景」の音楽プロデューサー、テレビ新広島特別番組「原爆ドーム～
その名に遺されたもの～」作曲。（株）クライスミュージックエンターテイン
メントの代表取締役

「DRUM TAO ザ・ドラマーズⅡ」
「J-Squad 2020 広島公演」
公演中止のお知らせ

10月22日（木）「DRUM TAO ザ･ドラマーズⅡ」及び、11月7日（土）
「J-Squad 2020 広島公演」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の現状を鑑み、お客様の安全を最優先として協議を重ねた結果、誠に残
念ながら開催を中止することとなりました。 公演を楽しみにされていた皆
様には、大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

鑑賞
自由

くららシネマシリーズ
「“樹木希林”を生きる」

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 小ホール①11:00

②14:0015（日）
前売（一般） 1,200円
当日（一般） 1,400円
（当日券は会員割引なし）

指
チ

延期公演

11月28日（土） 18：00開演（17：30開場）
東広島市立美術館 2F 展示室B

新美術館のオープンを記念して、市内外で活動中の吹奏楽団が祝典演奏を

行います。西条中央公園で行われる開館記念式典に続いて、午前10時より

美術館が一般公開！ 芸術の秋が満喫できる1日です。

要事前申込（11月17日（火）締切）／定員30名（申込多数の場合は抽選）
※展覧会をご覧になる方を対象に募集いたします。

□ お申し込み・お問い合わせ 東広島市立美術館（指定管理者 ㈱イズミテクノ） 
TEL 082-430-7117（平日9:00～17:00）

申込方法は公式ホームページ（https://hhmoa.jp/）をご確認いただくか下記までお問い合わせください。

ギター：上垣内 寿光（Kamigaichi Toshimitsu）

東広島市立美術館
2020.11.03 OPEN

HIGASHIHIROSHIMA CITY
MUSEUM OF ART

開館記念イベントのご案内

□ 出演 広島ゲームミュージックギルド、賀茂吹奏楽団 他

11月3日（火・祝） 11：00～15：00（予定）
くらら1階 正面玄関特設会場

要観覧券
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くららインターネットNEWS

くららインターネットでクレジットカード決済のみご購入いただけます。（詳細は、くららホームページをご覧ください。）

12月25日（金）／大ホール／19:00開演（18:30開場）

11月15日（日）／小ホール

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

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。」～信友直子監督講演付き上映会～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。」～信友直子監督講演付き上映会～
10月3日（土）／大ホール／13:30開演

2021年 1月23日（土）／大ホール／15:00開演予定

海援隊 トーク＆ライブ 2021

Coming Soon!【チケット発売日未定】

朴葵姫（パク・キュヒ） ギターリサイタル

「“樹木希林”を生きる」

12月26日（土）／大ホール／14:00開演（13:00開場）

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」

PICK UP

ベルリン・フィル第1コンサートマスターの樫本大進と、世界からオファーが殺到する注目のピアニスト・
ゲルシュタイン。スター同士の共演が、2021年の幕開けを華やかに彩る―。

2021年“ピアソラ・イヤー”に向けてタンゴの名曲を携え、いよいよ

広島初登場！ 

タンゴの革命児にして巨匠、アストル・ピアソラが後期に取り組んだ

キンテート（五重奏）を再現し、三浦一馬が独自のセンスを駆使して

全曲をアレンジ。バンドネオン・ヴァイオリン・ピアノ・コントラバス・

エレキギターという珍しい編成で、広島公演のために組み立てた、

粋なプログラムを披露します。

魅惑の“三浦サウンド”で、クリスマスの夜をお楽しみください。

©NHK

©井村重人

2021年 2月14日（日）／小ホール他

※0歳から入場OK　※3歳未満のお子様は膝上鑑賞無料。ただし、座席が必要な場合はチケットをお求めください。

（当日券は会員割引がございません）
※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

スゴ腕の動物たちが織りなす
不思議な世界へようこそ！

12月13日（日）／大ホール／15:00開演（14:30開場）三浦一馬キンテート
X’masスペシャル・コンサート 天使のトレモロが奏でる

珠玉のギター名曲

夢を夢で終わらせないー。音楽の魅力を一緒に追求しませんか？

一般：S席5,300円　A席4,800円　学生：全席3,500円
［くららフレンズ：S席5,000円　A席4,500円］

●くららインターネット・くらら電話：10月24日（土）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：10月31日（土）10：00～
●チケットぴあ： 0570-02-9999（Pコード：187-280)

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

※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。

一般：2,500円 ［くららフレンズ：2,000円］
学生：1,500円

●くららインターネット・くらら電話：10月13日（火）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：10月20日（火）10：00～
●チケットぴあ： 0570-02-9999（Pコード：187-279）

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

※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。

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：10月4日（日）10：00～

TICKE T

【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。

※未就学児入場不可 一般：5,000円 ［くららフレンズ：4,500円］TICKE T ※未就学児入場不可

一般：大人 S席2,500円　A席1,500円 
　　　子供 S席1,500円　A席1,000円（4歳から中学生まで）

●くららインターネット・くらら電話：10月26日（月）10:00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：11月2日（月）10:00～
●チケットぴあ： 0570-02-9999（Pコード：187-333）　●スーパーキッズチケットセンター：https://www.superkids.co.jp/ticket/

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

※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。 ※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。

詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

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（ピアノ）を迎えて～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（ピアノ）を迎えて～
10月15日（木）／小ホール／18:30開演

全席指定コンサート 電子
チケット

全席指定コンサート 学割 電子
チケット

全席指定コンサート 学割 電子
チケット

全席指定コンサート 学割 電子
チケット

全席指定コンサート 学割 電子
チケット

全席指定コンサート 学割

全席指定シネマ 電子
チケット

全席指定コンサート 電子
チケット

※　   マークのある公演でご利用いただけます。電子
チケット

全席指定コンサート 電子
チケット

全席指定シネマ 電子
チケット

あなたのスマホがチケットに！ 「電子チケット」ご利用スタート！

1,000円（会員割引なし）

未来の音楽授業！ アキラ塾未来の音楽授業！ アキラ塾
10月25日（日）／大ホール／14:00開演
一般：3,000円 ［くららフレンズ：2,500円］　小人（高校生以下）：1,500円

広島交響楽団 第１回記念 東広島定期演奏会広島交響楽団 第１回記念 東広島定期演奏会
11月8日（日）／大ホール／15:00開演
一般：S席3,800円、A席3,300円 ［くららフレンズ：S席3,500円、A席3,000円］　学生：A席1,500円

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

チケット好評発売中

受講生募集

「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。

習得の難しさから“悪魔が発明した楽器”と呼ばれる
バンドネオンを、自在に操る若き天才

①11：00～ ②14：00～ ［各回完全入れ替え］
※開場は上映時間30分前

懐かしい名曲の数々とトークで
笑いあり涙ありのひとときを
くららでお楽しみください。

東京藝術大学音楽学部教員が東広島へ赴いて、実技レッス

ンによる指導を通じて子どもたちの可能性を引き出し、技術

の向上と演奏の楽しみを共有する本プロジェクト。文部科学

省国立大学機能強化事業の一環として、東広島での実施も

今年度で5回目を迎えます。

今回は初開催となる金管楽器部門で、小・中学生を対象に

個人レッスンを行います。

レッスンの受講は無料です。どうぞふるってご応募ください。

栃本浩規（トランペット）、星野朱音（トランペット）
日髙剛（ホルン）、古賀慎治（トロンボーン）
露木薫（ユーフォニアム）、田村優弥（チューバ）

※事前に動画・書類審査があります。

□ 講師（金管楽器部門）

小学４年生～中学２年生□ 対象
2020年12月13日（日）□ WEB応募締切

参加
無料

□ お問い合わせ・応募

延期公演

延期公演

樫本大進＆キリル・ゲルシュタイン  デュオ・リサイタル
2021年 1月5日（火）／大ホール／19:00開演（18:15開場予定）

観客を魅了した全国ツアーから2年、
奇跡のデュオ再び！

一般：S席6,000円　A席5,300円 ［くららフレンズは各席300円引き］
学生：全席4,300円

●くららインターネット・くらら電話：10月30日（金）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：11月6日（金）10：00～
●チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード：187-410）

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

※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。

延期公演

東京藝術大学音楽学部
早期教育プロジェクト2020 in 東広島

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
https://www.geidai.ac.jp

応募方法の詳細は、募集チラシまたは藝大ホームページをごらんください。

石田泰尚
ヴァイオリン

山田武彦
ピアノ

黒木岩寿
コントラバス

大坪純平
エレキギター

ヴァイオリン：樫本大進
Keita Osada（Ossa Mondo A&D）

ピアノ：キリル・ゲルシュタイン
Marco Borggreve

三浦一馬
バンドネオン

くららフレンズは
各席300円引き


