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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

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12月・2021年1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

12 &1
DEC 2020 / JAN 2021

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。

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11月16日現在）

※集客を伴う芸術文化活動の利用に限ります。

2021年 1月23日（土）／大ホール／15:00開演（14:30開場）
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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

華道家元池坊東広島橘支部（菅崎）
TEL 082-423-7348第47回　池坊広島県連合支部花展　輝く未来へ小ホール10:00 自 無　料20（水）

～25（月）

ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090‐7549－2115

室内楽公開レッスン
アンサンブル（弦楽器とピアノ）を学ぼうサロンホール9：30 自 無　料4（金）

9（水）
～14（月）

東広島郷土史研究会（蔵楽）
TEL 082-436-0021

自 無　料第49回郷土史展「広島藩の幕末史」9:00-17:00

23（水）
～27（月）

アートスタジオ・キラ（ホシキラ）
TEL 090-6424-7782

自 無　料
ART　STUDIO　KIRA2020★光の翼
アートスタジオ・キラ作品発表＆絢月星晶の空想絵画展示 

10：00～18：00
※最終日9:00～17:00

※最終日10:00～17:00

16（水）
～21（月）

広島県立西条特別支援学校（松田）
TEL 082-425-1377

自 無　料第12回こころのいずみ作品展9:00-17:00

20（水）
～25（月）

華道家元池坊東広島橘支部（菅崎） 
TEL 082-423-7348

自 無　料第47回　池坊広島県連合支部花展　　輝く未来へ10：00～18：00

6（水）
～11（月）

誠慎書画曾（玉村）
TEL 082-436-0764自 無　料第１回誠慎書画曾9:00-17:00

13（水）
～18（月）

ひまわり水彩画教室（景山）
TEL 082-428-6695

自 無　料
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

27（水）
～2/1（月）

東広島くすのき幼稚園（恒松）
TEL 082-431-5432

自 無　料
くすのき幼稚園絵画展
年長組によるお話の絵9:00～17:00

無　料
公益財団法人ひろしま国際センター
TEL 082-541-3781

外国人留学生と企業との就職交流会
（外国人材活用セミナー・企業別交流会）　　

小ホール
サロンホール13:00 自9（水）

自 無　料2（水） 東広島市健康福祉部障害福祉課
TEL 082-420-0180

発達障害啓発セミナー
発達障害の特性理解と支援小ホール13:30

自 ※メイン会場（小ホール）の
　申込受付は終了しました。

無　料小ホール
サロンホール

東広島市 生活環境部
人権男女共同参画課
TEL 082-420-0927 

人権フェスティバル２０２０ひがしひろしま
女性の人権～男女共同参画～

13:005（土）

自 無　料
ららら音楽会（伊藤）
TEL 090-9134-3955ららら音楽会／ピアノの會小ホール11:3012（土）

自 無　料
（株）日本ドリコム（平田）
TEL 082-240-4711＜冬季＞大学・短期大学・専門学校進学ガイダンス小ホール16：0014（月）

自
一般 2,500円
当日 2,800円

有限会社イーストシティ（荒谷）
TEL 090-3179-7800

クリスマスＪａｚｚＮｉｇｈｔ　～クリスマスの夜をあなたに～小ホール18:3025（金）

自 無　料
東広島市文化連盟東広島支部（森川）
TEL 090-4104-0110舞台に立つお勉強会　Vol.7　「輝く未来に向かって」小ホール13:3027（日）

一般 5,000円 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 海援隊トーク＆ライブ2021大ホール15:00 23（土） 指

チ

自 無　料こもれび広場12:159（水） くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

第56回　ロビーコンサート
東広島マンドリンアンサンブル

自
無　料

（要事前申込）
くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 アウトリーチセミナーサロンホール

他13:00 30（土）

一般 2,500円
学生 1,500円

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 朴葵姫（パク・キュヒ）　ギターリサイタル（代替公演）大ホール15:00 13（日） 指

チ

maruco音楽教室
TEL 090-2805-6993

NHK交響楽団首席ホルン奏者
福川伸陽ホルンリサイタル　小ホール18:3018（金）

自

チ

一般 3,500円
学生 2,000円

（当日券は500円増し）

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」大ホール14:0026（土）

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
（※子供は4歳から中学生まで）

指
チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990三浦一馬キンテート　X’mas スペシャル・コンサート大ホール19:0025（金） 指

チ

一般 S席 5,300円
A席 4,800円

学生 全席 3,500円

自トリオ東広島　ニューイヤーコンサート 1,500円
（3歳以下無料）

トリオ東広島
TEL 090-1016-4276サロンホール14:3010（日）

広島大学映画研究会（小城）
TEL 080-2890-0871 小ホール10:00 自 無　料11（月） 「突然失礼致します！」特別試写会

＋製作監修による２０２０特別コレクション

（指定）S席 6,600円
A席 4,400円
GLチケット

当日
指定（ ）指

指

三山ひろし～笑顔を届けます～コンサート2020 グッドラック・プロモーション株式会社
TEL 086-214-3777大ホール12:3021（木）

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990

一般 S席 6,000円
A席 5,300円

学生 全席 4,300円

指
チ

樫本大進＆キリル・ゲルシュタイン
デュオ・リサイタル大ホール19:005（火）

もったいない！ 「音楽」を「聴く」だけなんて！

芸術のあ
る日常を！

参加者募集

東広島芸術文化ホールくらら 年末年始のご案内のくららの営業について

１月の
施設予約
抽選会

1月5日（火）■受付9：00～9：30 ■受付10：30～11：00

自 無　料
くららチケットセンター
TEL 082-426-5990こもれび広場12:1513（水） 第57回　ロビーコンサート

無　料
（要入場整理券）

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990小ホール14:0016（土） オペラそうだったのか！！

～『蝶々夫人』徹底解析～（解説／もりてつや.）

自 無　料ひがしひろしま学生×地域塾活動報告会
学園都市づくり交流会議
（事務局：東広島市政策企画部政策推進監内）
TEL 082-420-0917

サロンホール13:3016（土）

くらら音楽普及啓発事業 アウトリーチセミナー
2021年1月30日（土）13:00 開演（12:30開場）
東広島芸術文化ホール くらら サロンホール他

ス
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ジ
ュ
ー
ル
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細

講義：児玉真
模擬アウトリーチ：野尻小矢佳（打楽器）、新崎誠実（ピアノ）
無料（要事前申し込み）
25名程度（先着順）※社会状況に応じて変更になる場合がございます。
所定応募用紙（チラシ裏面）に記入してくららに提出
（持参・郵送・FAX・メールいずれも可）
東広島芸術文化ホールくらら　082-426-5900

12月28日（月）から2021年1月4日（月）まで休館いたします。年始は1月5日（火）からの営業となります。

｜

｜
｜
｜

｜

12:30　開場（208研修室1・209研修室2）

13:00　講義開始

14:30　講義終了・移動、休憩

14:45　模擬アウトリーチ開始（サロンホール）

15:45　模擬アウトリーチ終了・座談会開始（座談会は任意参加）

16:15　座談会終了、解散

◎2022年1月5日～31日までの大ホール・小ホール
◎2021年7月1日～31日までのサロンホール利用分※

1月6日（水）■受付9：00～9：30
◎2021年4月1日～30日までの諸室利用分

◎2022年1月5日～2月1日までの市民ギャラリー利用分

■講師

■チケット料金
■定員
■申し込み方法

■問い合わせ

参加
無料



2021年1月5日（火）／大ホール
19:00開演（18:15開場）

2021年2月27日（土）／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

朴葵姫（パク・キュヒ） ギターリサイタル朴葵姫（パク・キュヒ） ギターリサイタル
12月13日（日）／大ホール／15:00開演（14:30開場）

2021年 1月23日（土）／大ホール／15:00開演（14:30開場）

海援隊 トーク＆ライブ 2021

「海よりもまだ深く」

2021年2月21日（日）・23日（火・祝）／大ホール／14:00開演（両日とも）

2021年1月16日（土）／小ホール
14:00開演（13:30開場）

ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ 第18回公演

オペラそうだったのか！！

ソリストとして、ベルリン・フィル第1コンサートマスターとして、
世界で躍進する樫本大進。
最高峰のピアニストとの呼び声高い、盟友・ゲルシュタイン。
2021年新春、名手二人が紡ぎだす至高の響きをご堪能ください。

今回の『オペラそうだったのか！！』は、2017年にくらら大ホールで公演された映像を見なが

ら、演出のポイント、見所、音楽の特徴、作品解説を公演の指揮・演出を務めるもりてつや. 

が皆様にお届けいたします。

オペラ公演を、より深い感動でお楽しみいただくための企画です。

© 2016 フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ

（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

歌劇『蝶々夫人（マダム・バタフライ）』全三幕

～『蝶々夫人』徹底解析～

指揮・演出／もりてつや.
演奏／ヴィータ♦ムジカーレ♦管弦楽団 ＆ オペラ合唱団

（解説／もりてつや.）

歌劇『蝶々夫人』をより楽しんでいただくためのプレイベント

樫本大進＆キリル・ゲルシュタイン 
デュオ・リサイタル
樫本大進＆キリル・ゲルシュタイン 
デュオ・リサイタル

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：12月19日（土）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。

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

※未就学児入場不可

※当日券各席500円増（当日券は会員割引がございません）

※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。

※新型コロナウイルス感染症に係る社会的状況に応じて、配席や座席数等が変更になる場合がありますので予めご了承ください。
※公演中止・延期の場合はくららＨＰ等に掲載し、お客様への個別のご案内は致しませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

三浦一馬キンテートX’masスペシャル・コンサート三浦一馬キンテートX’masスペシャル・コンサート
12月25日（金）／大ホール／19:00開演（18:30開場）

全席指定コンサート 電子
チケット

全席指定 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

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

電子
チケット

全席指定

全席指定

シネマ 電子
チケット

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

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」
12月26日（土）／大ホール／14:00開演（13:00開場）
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）

樫本大進＆キリル・ゲルシュタイン デュオ・リサイタル樫本大進＆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）
一般：S席6,000円　A席5,300円　学生：全席4,300円  ［くららフレンズは各席300円引き］

一般：2,500円［くららフレンズ：2,000円］ 学生：1,500円

チケット好評発売中

団員募集

台風の夜に、偶然ひとつ屋根の下に集まった“元家族”。
夢見た未来と、少しちがう今を生きる大人たちへ贈る感動作。

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

※15：30終演予定
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。

入場無料

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

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話
●チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード：187-410）

ー樫本大進さんメッセージより抜粋

【好評発売中】

  ●くららインターネット・くらら電話：12月3日（木）10：00～

●くららインターネット・くらら電話：12月7日（月）10：00～
●チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード：189-292）

【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。

2021年 3月14日（日）／小ホール／14:30開演（14:00開場）

登録アーティスト アウトリーチガラコンサートVol.4

一般（大学生以上）：500円　高校生以下：無料（要整理券）TICKE T

※未就学児入場不可

全席指定コンサート 電子
チケット

演奏者による解説（トーク）付きで
楽しむ、わかる、感じる、深まる。
だれでも身近にクラシック

●くららインターネット・くらら電話：1月7日（木）10：00～【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。

東広島市くららジュニアオーケストラ
＆くららオ－ケストラ準備クラス

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

12月12日（土）10:00より電話のみ受付（お一人2枚まで）要整理券

一般：S席8,000円 ［くららフレンズ：7,200円］
　　　A席7,000円 ［くららフレンズ：6,300円］
　　　B席6,000円 ［くららフレンズ：5,400円］

●くららインターネット・くらら電話：12月5日（土）10:00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：12月12日（土）10:00～

【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。 

■オーディション日時 
■オーディション会場 
■募集パート 
■応募資格

｜
｜
｜
｜

｜

2021年4月4日（日）時間未定
東広島芸術文化ホールくらら
弦楽器・管楽器・打楽器より若干名

2021年3月29日（月）必着■応募締切

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歳以上（くららオ－ケストラ準備クラス）
②楽器経験1年以上（譜面が読めること）
③18歳以上はオーケストラ楽器経験者
④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　※詳細はチラシまたはくららHPをご覧ください。

今回のプログラムは、異なる国の作曲家たちの曲を選んだ「ビュッフェ・ス

タイル」構成。演奏する立場としては、1曲ずつ空気を変えていくのはチャ

レンジですが、隣に並べることで見えてくる曲の新たな魅力があります。

きっとご自分のお気に入りを見つけていただけると思います。

20代の頃からの親しい友人であるキリルですが、お互いに年齢を重ね人

生で色々なことを経験してきました。そういった人生における変化や経験

を、2人の音楽にプラスに作用させたい。さらに良いものが作り出せたら

と思います。

PICK UP

観客を魅了した全国ツアーから2年、
話題のデュオ再び！
観客を魅了した全国ツアーから2年、
話題のデュオ再び！

♪プロコフィエフ/5つのメロディー Op.35bis

♪フランク/ヴァイオリン・ソナタ イ長調

♪武満徹/妖精の距離

♪ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 Op.47「クロイツェル」

《
演
奏
曲
》 

予定しているプログラムの中で、フランクのヴァイオリン・ソナタは、数あるヴァイ

オリンとピアノのためのソナタの中で最も人気がある作品と言われています。ロマ

ンティックで情熱的、エモーショナルで心揺さぶられる傑作です。「クロイツェル」

と共に、二大ヴァイオリン・ソナタが一晩で聴ける、贅沢な新春をくららで！
※新型コロナウイルス感染症に係る社会的状況により、公演内容等予
告なしに変更になる場合がございます。予めご了承くださいますよう
お願いいたします。

イタリア語原語上演
和訳字幕スーパー付き
G.プッチーニ作曲　

出演者／羽山弘子・野田ヒロ子・森明子・藤井美雪・藤田卓也・枝川一也

歌劇

2021年度
団員募集

©井村重人

［くららフレンズは各席300円引き］

担当のいち
おしポイント

！

代替公演

丸子有美 吉川絢子


