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TAKE FREE

マルツィン・ディラ ギターリサイタル
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
クレイジークラシックス
くららしっくコンサートVol.6 トリコロール

舞台「スケリグ」

お知らせ

6 & 7
J UN / J UL 2 0 2 0

PICK UP

EVENT GUIDE

9月6日（日）／大ホール／14:00開演（13:30開場）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止による公演中止や延期の影響のため、配布が遅れておりました広報誌くらら
シードを発行いたしました。変更内容については、今後も引き続き、随時くららホームページでお知らせいたしますので、
ご確認の程お願い申し上げます。

公演中止の
お知らせ

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。公演中止の払戻に関する詳細につきましては、ホームページをご覧ください。
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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

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。

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
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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

※イベントの日時、内容など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など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5月20日現在）
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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

3（水）
～8（月）

調度品の亀川(株)  
TEL 084-925-1817 

指 S席 6,600円
A席 4,400円

GL（当日指定） 2,200円チ

ギャッベ展 ～ペルシャの遊牧民の手織り絨毯～ 

三山ひろし～笑顔を届けます～コンサート2020

小ホール
13:00～18:00
10:00～18:00
10:00～17:00

自 無　料
12（金）
13（土）
14（日）

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 ロビーコンサート 大濩（だいご：中国伝統楽器）こもれび広場12:15

12:30

自 無　料8（水）

〈払い戻し先〉
グッドラック・プロモーション㈱ 
TEL 086-214-3777

大ホール9（火）

高屋さつき盆栽愛好会（佐々木） 
TEL 090-9064-4035 自 無　料春のさつき盆栽展 ～美しい花を求め～   9:00～17:00

15（水）
～20（月）

東広島水彩画教室（酒井）
TEL 082-423-7798 自 無　料東広島市水彩画教室 第18回 水彩画展 9:00～17:00

22（水）
～27（月）

熟年大学水彩画同好会（川田）
TEL 090-6410-0025自 無　料熟年大学同好会 水彩画展9:00～17:00

29（水）
～8/3（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

17（水）
～22（月）

誠慎書道會（玉村） 
TEL 082-436-0764 自 無　料第三回誠慎書道会作品展 9:00～17:00

24（水）
～29（月）

ギャラリーショップ 風見通り
TEL 082-430-8777自 無　料新佛照琴 書個展　感謝・乾杯！そして挑戦へ・・・9:30～17:30

1（水）
～6（月）

葉っぱの会（大野）
TEL 082-434-5610 自 無　料水彩教室「葉っぱの会」第４回作品展 9:00～17:00

※6/9公演チケット有効

※2021年1月21日（木）に公演延期 

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

誰よりも優しく輝かしい音色

満たされる幸福感

● 第24回 BEGINコンサートツアー2020● 第24回 BEGINコンサートツアー2020
振替公演：6月5日(金)／大ホール／18：30開演

● ザ・クロマニヨンズ ツアー PUNCH 2019-2020● ザ・クロマニヨンズ ツアー PUNCH 2019-2020
3月21日(土)／大ホール／18：30開演

HAMELIN
CHARLES  RICHARD-

文化芸術・
エンターテ

イメントを

 少しでも早
く市民の皆

様へ！



※肖像権保護のため、画像を表示しておりません。

古い家に引っ越したマイケルは、荒れ庭のガ
レージの片隅で、ボロ雑巾のような「彼」を見
つけた。 ホコリと虫の死骸まみれの服、捻じ
曲がった身体、その背中には奇妙なものが生
えていた。 彼の名前は「スケリグ」。 マイケル
にはまだ赤ちゃんの妹がいる。でも重い病気
で、パパとママは妹にかかりきり。 マイケルは
隣の家の女の子・ ミナと一緒に、スケリグを
助けようと秘密の活躍を始める。 月明かりの
中の冒険、廃墟に住むフクロウたち、小さな妹
への想い、そして、とても不機嫌でとても不思
議なスケリグのくれる奇跡―。

9月5日（土）／大ホール／15:00開演（14:30開場）

不可思議であたたかな世界をユニークに描き出す傑作舞台不可思議であたたかな世界をユニークに描き出す傑作舞台
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2020年夏、待望の再演！2020年夏、待望の再演！

STORYSTORY

無垢な心が見つめる生と死の世界…
ファンタジックな世界から大切なものが伝わる、
切なくて、あたたかな救いのストーリー

全席指定演劇

【出演】 浜中文一、大東立樹（ジャニーズJr.）、清水らら、
　　　 奥村佳恵、工藤広夢、
　　　 金子 昇、瀬戸カトリーヌ
【演奏】 吉田 能

PICK UP

原作『スケリグ』　デイヴィッド・アーモンド著・山田順子 訳
「肩胛骨は翼のなごり」（創元推理文庫刊）

98年、英国で優れた児童書に贈られるカーネギー賞に輝き、さ
らにウィットブレッド賞（現コスタ賞 児童書部門）を『ハリー・
ポッター』を押さえて受賞、日本でも多くの人に愛され、読み継
がれているファンタジー児童文学の傑作です。
自在に演じるキャスト、生演奏、映像を駆使した美術など、創
造的な演出が光る傑作舞台『スケリグ』。 キャスト７人＋音楽
家１人、全員で活き活きと描く魅力的な世界を、さらにスケー
ルアップしてお届けします。

SS席7,500円、S席7,000円、A席6,000円、B席5,000円
［くららフレンズ各席500円引き、ただし学生券を除く］
学生券（中学生以下）：各席4,000円TICKE T

●くらら電話 082-426-5990
●チケットぴあ（Pコード501-814）0570-02-9999  https://w.pia.jp/p/skellig20c-hr/

チケット好評発売中！

※くらら会員割引について：割引による一般価格との差額は
　東広島芸術文化ホール指定管理者にて負担します。

※未就学児入場不可　※車椅子席・介助者席はくららのみ取扱い
※営利目的のチケット転売は禁止　

※学生券は公演当日に要学生証提示

全席指定

8月28日（金）／大ホール（予定）／18:30開演（18:00開場）

マルツィン・ディラ ギターリサイタル

コンサート

一般：2,500円 ［くららフレンズ：2,000円］　学生：1,500円 ※学生券は要学生証提示
TICKE T

※有料託児サービス有り（詳細はHP参照）　※車椅子席・介助者席はくららのみ取扱い　※営利目的のチケット転売は禁止

© Dario Griffin Photography_5657

弱冠43歳ながら、その桁外れの才能ゆえ
『生きる神』『伝説』と呼ばれ畏れられる天才中の天才

全席指定

9月6日（日）／大ホール／14:00開演（13:30開場）
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

コンサート

一般：4,500円 
［くららフレンズ：4,200円］

●くららインターネット・窓口：5月30日（土）10：00～　●くらら電話：5月31日（日）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・窓口・電話：6月6日（土）10：00～　●チケットぴあ（Pコード183-257）　●ローソンチケット（Lコード61844）

【くららフレンズ先行販売】

【一般販売】

※未就学児入場不可　※有料託児サービス有り（詳細はHP参照）
※車椅子席・介助者席はくららのみ取扱い　※営利目的のチケット転売は禁止

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電話・インターネットからご購入くださいますようお願いいたします。

2015年ショパン国際ピアノ・コンクール第２位
同時にツィメルマン賞（ベスト・ソナタ賞）受賞！

一般：3,000円 ［くららフレンズ：2,500円］ （予定）
TICKE T

笑える音楽会！ 東広島初登場！！

全席指定

500円（ワンドリンク付き）TICKE T

全席自由

9月13日（日）／小ホール／開演時間未定

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

クレイジークラシックス

コンサート

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。〉

※未就学児入場不可　※有料託児サービス有り（詳細はHP参照）
※車椅子席・介助者席はくららのみ取扱い　※営利目的のチケット転売は禁止

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披露！

《当日精算》

EVENT GUIDE

※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。

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

チケット好評発売中

全席指定南こうせつ コンサートツアー2020 ～いつも歌があった～南こうせつ コンサートツアー2020 ～いつも歌があった～ 一般：7,000円 ［くららフレンズ：6,500円］
8月8日（土）／大ホール／17：00開演

※公演中止の払戻しに関する詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

7月中旬以降でチケット発売予定
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1席間隔で空席を設けるなどの対応を取らせていただく
場合があります。予めご了承ください。
※詳細はくららＨＰ、公式ツイッター、チラシをご覧ください。決定次第、随時発表いたします。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、くららでのご購入は当面「電話受付のみ」とさせていただきます。
※電話予約後チケット代金のお支払い（窓口精算もしくは銀行振込）は、7月19日（日）10：00～8月20日
（木）19：00の期間で承ります。この期間より前は受付けいたしませんのでご注意ください。
※個人情報保護のため、くららインターネットでの販売は行いません。

7月中旬以降でチケット発売予定
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1席間隔で空席を設けるなどの対応を取らせていただく場合があ
ります。予めご了承ください。
※詳細はくららＨＰ、公式ツイッター、チラシをご覧ください。決定次第、随時発表いたします。


