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〒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 

くららシード4月／5月号  編集・発行：東広島芸術文化ホールくらら  発行日：2021年4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

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。
（2021年3月15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

3/31（水）
～4/5（月）

加藤康子
TEL 082-428-6518

おもしろ造形教室西明（西明）
TEL 090-2334-7561 

自 無　料しゅんこうの和紙ちぎり絵10:00～18:00

14（水）
～19（月）

水葉会（北野）
TEL 082-422-2022

自 無　料第15回　水葉会　日本画展9:00～17:00

21（水）
～26（月）

東広島デジタル写真研究会（堀行）
TEL 090-4653-2762 

自 無　料写真展「お米の世界」～お米こまめに撮りました～ 9:00～17:00

12（水）
～17（月） 自 無　料おもしろ造形教室西明　作品展10:00～18:00

19（水）
～24（月）

こうのす会（菅森） 
TEL 0823-82-5002 

自 無　料第24回西条洗心会書道習作展 9:00～17:00

26（水）
～31（月）

はあとタッチサロン絵画教室（加地）
TEL 090-6432-7311

自 無　料はあとタッチ作品展9:00～17:00

東広島水彩画教室（赤堀） 
TEL 082-434-4674

自 無　料
第19回　水彩画展
東広島水彩画教室生による作品展

7（水）
～12（月） 9:00～17:00

東広島書道協会（原田）
TEL 082-423-5417 

自 無　料東広島書道協会展 4/28（水）
～5/10（月） 9:00～17:00

3（土）
～4（日） 自 無　料

※無観客開催
ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549-2115ピティナピアノステップ東広島地区Ⅰ・Ⅱ大ホール10:00

自

自

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

第60回　ロビーコンサート
出演：ソロギター演奏　伏谷健児こもれび広場12:15 無　料

無　料
※関係者のみ入場可

14（水）

自

自

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

無　料

自
（株）日本ドリコム（坂本）
TEL 082-240-4711

無　料

※申込終了

C&E（荒井）
TEL 082-421-0667 

第16回ファーストステージ　Entrance Day
入園・進級　ファーストステージ

小ホール10:30 無　料14（水）

オトナの学び舎　人生塾（増田） 
TEL 080-4102-3668 映画『歎異抄をひらく』上映会 サロンホール①10:30

②14:00

①11:00
②13:30

自
無　料

※要事前予約10（土）

東広島市文化連盟東広島支部
歌謡部（方尺）
TEL 090-2806-8270

２０２１　東広島市　歌謡フェスティバル小ホール9:30 自 無　料30（日）

自 無　料東広島フルートオーケストラ　第1回定期演奏会 小ホール24（土） 東広島フルートオーケストラ（安森）
TEL 090-2808-2628

14:00

自
無　料

※要入場整理券Pian Pianino 第3回公演　「シンデレラ」小ホール1（土）
東広島市文化連盟東広島支部
共催：Pian pianino（森）
TEL 090-2803-1680

19:00

はらもとピアノ教室
TEL 0823-82-7660 第8回 ぷち・こんさーと 小ホール13:3029（木・祝）

1,500円
（3歳以下無料）

トリオ東広島
TEL 090-1016-4276ニューイヤーコンサート（延期公演）サロンホール14:3029（木・祝）

指

一般社団法人
東広島青年会議所（蜂須賀）
TEL 082-422-6889

TO BE ACTIVE！横山流、未来への挑戦！大ホール19:00
無　料

※要事前申込11（火） 指

指

指

夢番地（広島）
TEL 082-249-3571

T-BOLAN LIVE HEAVEN 2020
「the Best」～繋～【振替公演】大ホール17:303（月・祝）

無　料
※要事前申込

東広島市立美術館
TEL 082-430-7117

びじゅチューン！コンサート in 東広島小ホール5（水・祝）

17（土）
18（日）

ユニオン音楽事務所
TEL 082-247-6111

森川里美バレエアカデミー
TEL 082-431-5480

ゴスペラーズ坂ツアー2021“アカペラ” 
＃あなたの街にハーモニーを 

17:30

16:30

14:00

10:00

大ホール

29（土）
30（日）

くらら♪ピアノの日
11:00

10:00
大ホール

指
チ

一般　7,000円
※完売しました。

指
チ

自
無　料

※要入場整理券Pian Pianino 第3回公演　「ヘンゼルとグレーテル」小ホール2（日）
東広島市文化連盟東広島支部
共催：Pian pianino（森）
TEL 090-2803-1680

13:15

無　料
※要入場整理券第15回 森川里美バレエアカデミー発表会大ホール2（日） 16:00

自
無　料

※要入場整理券Pian Pianino 第3回公演　「ヘンゼルとグレーテル」 小ホール1（土）
東広島市文化連盟東広島支部
共催：Pian pianino（森）
TEL 090-2803-1680

13:30

一般（前売） 6,800円

（春季）大学・短期大学・専門学校進学ガイダンス小ホール16:0031（月）

15（土）
16（日）

2,000円
※要事前申込

東広島芸術文化ホールくらら
TEL 082-426-5900

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

朗読ワークショップ inくらら Vol.2
「声に出して詩を読む」小ホール

TAKE FREE

4 & 5
A P R / M A Y  2 0 2 1

広報誌［くららシード］ 2021年4・5月号

第61回　ロビーコンサート
出演：未定

こもれび広場12（水） 12:15

7月6日（火）／大ホール
19：00開演（18:30開場）

公演延期のお知らせ

全席指定シャルル・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
再延期公演:2022年12月10日（土）／大ホール／14：00開演予定
※チケット販売につきましては、改めてご案内いたします。

※応募は1組1通まで。複数お申し込みいただいても1件として取り扱います。 ※1歳以上のお子様から人数に含みます。
※大人1名につき、1歳未満のお子様1名膝上鑑賞可。 ※申込多数の場合は、厳正なる抽選により当選者を決定します。　※1回目と2回目の公演内容は同じです。

© NHK・井上涼 2021

延期

要事前申込入場無料

びじゅチューン！コンサート in 東広島
世界の美術を歌とアニメで紹介するNHK Eテレ「びじゅチューン！」出演

のアーティスト・井上涼による、歌ありトークありの楽しいライブステージ。

番組で放送された曲をアニメーションとともにお届けします。

東広島市立美術館 HIGASHIHIROSHIMA CITY
MUSEUM OF ART

5月5日（水・祝）
1回目11：00～11：40／2回目 13：30～14：10
※開場は各開演の30分前

東広島芸術文化ホールくらら 小ホール

「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」再延期のお知らせ
2021年6月26日（土）に延期開催を予定しておりました「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」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2022年度に再度延期させていただきます。度重
なる延期のご案内となり、公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

■定　　員
■申込方法

■申込期限

｜
｜

｜

各回120名
下記を明記のうえ、往復はがきでご応募ください。
［往信裏面］ ①イベント名　②希望時間　③参加者名（全員／最大4名まで）・ふりがな・年齢　④代表者電話番号・住所
［返信表面］ ①〒返信先の住所・代表者氏名
2021年4月16日（金）必着

■お問合わせ・申込先｜東広島市立美術館  〒739-0015 東広島市西条栄町9-1　TEL 082-430-7117（平日9:00～17:00）

共催イベントのご案内 おかげさまでくららは
開館5周年を迎えます



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/ 

※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。

［営業時間］10:00～19:00

※未就学児入場不可

舞台「ハリネズミ」

※チケット価格はすべて税込です。 ※学割マークのある公演は、学生券（25歳以下）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。

詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

往復はがきによるご応募（4/26（月）から受付 5/17（月）必着）
お一人様1通まで（4名様まで入場可）
くららホームページにて応募要項をご確認ください。

一般：S席5,500円　A席5,000円　学生全席：4,000円 

●くららインターネット・くらら電話：4月17日（土）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：4月24日（土）10：00～
●チケットぴあ： 0570-02-9999（Pコード：505-606)

【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。 

■日　　時

■場　　所
■講　　師
■定　　員
■対　　象
■参 加 料
■申込方法

｜

｜
｜
｜
｜
｜
｜

｜

東広島芸術文化ホールくらら　小ホール舞台上
林 英世（俳優／大阪芸術大学舞台芸術学科講師）
15名　※応募者多数の場合は選考あり。 ※定員になり次第締切。
中学生以上
お一人2,000円（税込）

1日目／5月15日（土） 14：00～16：00
2日目／5月16日（日） 10：00～12：00

■問い合せ 東広島芸術文化ホールくらら TEL 082-426-5900（9：00～19：00土日祝営業）

4月4日（日）10:00～受付開始。メールにてお申し込みください。
参加者の氏名・年齢・日中連絡がつくTEL番号、前回受講の有無を明記のうえ、
event@kurara-hall.jpまで（必ず受信設定してください）

PICK UP

りゅーとぴあ発　精神科医・伊良部シリーズ第２弾

T-BOLAN LIVE HEAVEN 2020「the Best」～繋～ 広島初上陸！ くらら クラシック・カフェ

参加者募集

［くららフレンズ：各席300円引き（学生席を除く）］

前売：6,800円［くららフレンズ：6,500円］　当日：7,300円

●くららインターネット・くらら電話・くらら窓口にて販売中
●ローソンチケット（Lコード：62358）　●e＋（イープラス）https://eplus.jp/
●チケットぴあ（Pコード：185-328）

TICKE T

【チケット再販売中】

5月3日（月・祝）／大ホール／17：30開演（17:00開場）

6月12日（土）／大ホール／14:00開演（13:15開場）

7月6日（火）／大ホール／19：00開演（18:30開場）

入場無料
〈要応募ハガキ〉

4月17日（土）／大ホール／17:30開演（16:30開場）
18日（日）／大ホール／16:30開演（15:30開場）

＃あなたの街にハーモニーを
ゴスペラーズ坂ツアー2021“アカペラ”

全席指定コンサート 電子
チケット

※車椅子席・介助者席はユニオン音楽事務所（082-247-6111）へお問い合わせください。

※2020年5月30日のチケットをご購入いただいたお客様で、払い戻しされなかった未使用のチケットはそのまま5月3日の公演に有効となります。

9都市23公演を巡る全国ツアー。東広島2Daysで開催決定！

伝説のロックバンド「T-BOLAN」が
ついにくららに登場！

デブでマザコンの精神科医・伊良部の
今回の患者は“先端恐怖症のヤクザ”。
トンデモ精神科医と患者との
ドタバタ喜劇がパワーアップ‼

先が尖ったものを見ると恐怖を感じる“先端恐怖症”のやくざ・猪野
（内 博貴）は、デブでマザコンの精神科医・伊良部（渡辺 徹）の患
者となった。
恐れを知らない伊良部は、逆療法として猪野に注射を打とうとす
る。何度も、何度も。
ダメだ、伊良部に近づいてはいけない。しかし他に頼れる存在もない。
一方、猪野の内縁の妻は（渡辺 徹：二役）、猪野に内緒でトラブル
を巻き起こす。
ヤバイぞ、このままでは身の破滅だ。
前門の虎、後門の狼に挟まれ、猪野はいかに乗り換えるのか―

【出演】 渡辺 徹・内 博貴
【原作】 奥田英朗「ハリネズミ」（文春文庫『空中ブランコ』より）
【上演台本・演出】 笹部博司
【ステージング】 舘形比呂一

【カフェマスター】
山田武彦（ピアノ）

【スペシャルゲスト】
【常連マダム】

松本志のぶ（ご案内役）

あらすじ

奥田英朗著「空中ブランコ」に収録された短編小説が原作の
『ハリネズミ』。伊良部総合病院の地下にある神経科を訪れる
人々と、彼らを診る医師を描いた “精神科医 伊良部シリーズ”
の一作です。
これまでに「イン・ザ・プール」「空中ブランコ」「町長選挙」の３
冊が文春文庫から刊行され、「空中ブランコ」は第131回（2004
年）直木賞を受賞した話題作。

全席指定演劇 学割 電子
チケット

※4歳以上有料。3歳以下膝上可 (ただし席が必要な場合は有料）

※3歳から未就学児童は膝上鑑賞可。ただし座席が必要な場合は要チケット

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

全席指定コンサート 電子
チケット

一般：7,500円［くららフレンズ：7,000円］

●くららインターネット・くらら電話：5月8日（土）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：5月15日（土）10：00～　●チケットぴあ： 0570-02-9999（Pコード：193-444)
●ぴあ特電（発売日のみ）0570-02-9941

【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。 

8月7日（土）／大ホール／17：00開演（16:15開場）

全席指定コンサート 電子
チケット

wacci 47都道府県ツアー2020-21

前売：5,800円［くららフレンズ：5,500円］　当日：6,800円

●くららインターネット・くらら電話：4月21日（水）10:00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：4月24日（土）10:00～　●チケットぴあ（Pコード：193‐446）
●ローソンチケット（Lコード：61620）　●e＋（イープラス）https://eplus.jp/

【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。 

※未就学児入場可　※社会的状況により、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。

6月19日（土）／大ホール／17：00開演（16:00開場）

全席指定コンサート 電子
チケット

【チケットは完売いたしました】

Coming Soon!【チケット発売日・スペシャルゲスト】

昭和25年に県民の皆様と警察を結ぶ『音の架け橋』として発足した広島県警察音楽隊。
ポップスからクラシックまで幅広く、様々な演奏スタイルでお楽しみいただけます。

南こうせつ コンサートツアー2021～いつも歌があった～

2021ひがしひろしま音楽祭
特別企画 広島県 警察音楽隊コンサート in くらら

全席自由コンサート

INFORMAT ION

東広島市くららジュニアオーケストラ
新設・くららオーケストラ（仮称）準備クラス

朗読ワークショップ inくらら Vol.2「声に出して詩を読む」

■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6月20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

2021年6月14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で楽器保有者（打楽器除く）
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。

2021年度団員2次募集

18歳以上の大人

小3～高3

振替公演

一般：3,500円（予定） お菓子付TICKE T

9月26日（日）／大ホール／15：00開演予定

全席指定コンサート 電子
チケット

「泣きっ面にワッチ」。聞く人全ての「暮らし」の中にそっと入り
込んでいけるようなPopsを作るべく結成したバンド、wacci。
泣いたあとにちょっと笑えるような、笑ったあとはもっと笑える
ような歌を届けます。

この春、くららジュニアオーケストラが変わります。
大人（社会人）枠を新設して団員を大募集！！

大好評「朗読ワークショップ」を今年度も開催！  本の読み聞かせをしたい、芝居に興味がある、
人と話すのがうまくなりたい等、“声の可能性”をさぐります。

南こうせつが今年もくららにやってくる！ 東広島の夏と言えば、すっかり定番となった「南こうせつコンサートツアー」
2021年の夏も南こうせつの歌声をくららでお楽しみください。

会場を一軒の喫茶店に見立て、カフェマスターの山田武彦（ピアノ）と、常連マダム
の松本志のぶ（ご案内）がゲストをお招きして、普段は聴けないとっておきの話や、
素敵な演奏をお届けします。笑いあり、涙あり、感動あり・・カフェで繰り広げられる
楽しい午後のひとときをお楽しみください。
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