
JR西条駅

〒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6月／7月号  編集・発行：東広島芸術文化ホールくらら  発行日：2021年6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
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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

2（水）
～7（月）

シャドーボックス倶楽部（古澤）
TEL 082-422-0059

自 無　料第８回　シャドーボックス作品展9:30～17:30

9（水）
～14（月）

小川　唯史
TEL 082-422-9222

自 無　料小川唯史作品展「カラフル・シンフォニー」
メロディーあふれる色彩の世界

9:00～17:00

16（水）
～21（月）

アトリエ凛（林）
TEL 082-436-0770

自 無　料季節を彩る押し花作品展
酒都西条をテーマにした作品展示

9:00～17:00

23（水）
～28（月）

東広島市文化連盟東広島支部・
カルチャーフェスタ2021実行委員会（中野）
TEL 090-7130-5667

自 無　料カルチャーフェスタ2021 故きを温ねて新しきを知る9:00～17:00

30（水）
～7/5（月）

絵てがみくららの会（高盛）
TEL 082-423-9837

自 無　料第4回　絵てがみ教室展　44人の絵てがみ展9:30～17:30

7（水）
～12（月）

東広島写真クラブ（山根）
TEL 080-1910-2038

自 無　料東広島写真クラブ　「35周年記念写真展」9:00～17:00

14（水）
～19（月）

誠慎書画曾（玉村）
TEL 082-436-0764

自 無　料第2回誠慎書画曾9:00～17:00

21（水）
～26（月）

互友の会（大成）
TEL 090-2860-7216

自 無　料互友の会絵画作品展9:00～17:00

28（水）
～8/2（月）

障がい者支援施設ときわ台ホーム
TEL 082-420-9200

自 無　料第17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

5（土） 自
一般 2,000円

大学生以下 1,000円
本庄　直子
TEL 090-7503-6629

Euphonium Duo Concert
2本のユーフォニアムが織りなすやさしい風サロンホール15:00

自 無　料
くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

第62回　ロビーコンサート
出演：東広島オカリナ愛好会 あざみこもれび広場12:159（水）

自 無　料
くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

2021ひがしひろしま音楽祭
「みんなで楽しくくららホール」大ホール11:0013（日）

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

第３８回東広島市長杯オープン歌謡選手権大会大ホール9:30 自 無　料25（日）

自 500円 株式会社N－Ｓｔｕｄｉｏ（中光）
TEL 090-7894-2722

Drums School Concert 2021 （28th）
ドラムを中心とした楽しい打楽器の演奏会！サロンホール15:0019（土）

自 無　料
※無観客開催

ピティナ広島中央支部（中津）
TEL 090-8600-4457

ピティナ　ピアノコンペティション東広島地区予選大ホール10:00 20（日）

市民公開講座事務局
TEL 082-430-43052021世界禁煙デー　市民公開講座in東広島大ホール15:00 無　料

※要事前申込6（日） 指

自 無　料
くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

12:15 第63回　ロビーコンサート
出演：アコースティックギター　宇山雄琉こもれび広場14（水）

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

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 くらら大ホール14:00 無　料

（受付終了）12（土） 自

無　料
※要事前申込自航空自衛隊西部航空音楽隊コンサート in くらら大ホール4（日） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 
14:00

ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549-2115

無　料室内楽公開レッスンサロンホール28（月） 9:20 自

music art実行委員会（北野）
TEL 080-8234-6835

無　料ｍｕｓｉｃ ａｒｔ 2021 Ｓｕｍｍｅｒ  みんなでｅｎｊｏｙ！！サロンホール3（土） 17:30 自

東広島市民ミュージカル
制作実行委員会（河上）
TEL 050-6865-8907

無　料令和３年度東広島市民ミュージカル参加者募集説明会小ホール1（木） 19:30 自

自 前売   800円
当日1,000円おかあさんコーラスフェスティバル大ホール27（日） 11:00 広島県合唱連盟（檜谷）

TEL 090-5513-8529

自 無　料
※一部指定席クラングファルベ音楽教室　音楽発表会小ホール20（日） クラングファルベ音楽教室

TEL 090-6401-5199
11:30

wacci 47都道府県ツアー 2020-21大ホール19（土） キャンディープロモーション
TEL 082-249-8334

17:00
指
チ

一般：5,800円
当日：6,800円

指
チ

クイズ王 伊沢拓司 講演会大ホール14:0017（土） くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

一般：2,000円
中学生以下：1,500円

自 ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549-2115

一般 2,000円
学生 1,000円

夕涼み室内楽コンサート
バイオリンとチェロとピアノのアンサンブルコンサートサロンホール18:3025（日）

自 無　料
※要事前申込

東広島芸術文化ホールくらら
TEL 082-426-5900

「夏休みこどもシリーズ」　第2弾
探検！発見！くららバックステージツアー大ホール①10:30

②13:3031（土）

自
各回WS

親子ペア：1,000円
※要事前申込

東広島芸術文化ホールくらら
TEL 082-426-5900

「夏休みこどもシリーズ」　第1弾
オトノバ！　～親子のための音とからだの遊びの世界～301・302

①10：00
②11：15
③13：00

31（土）

自 無　料24（土） 東広島市保育士就職相談会
市内の保育施設が一堂に会する年に一度の相談会13:00 小ホール 東広島市保育課

TEL 082-420-0934

指
チ

18：0023（金・祝） 一般：8,000円 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

7ORDER 武者修行TOUR
～NICE “TWO” MEET YOU～大ホール

自 無　料14:00 22（木・祝）
青少年育成東広島市民会議事務局
（東広島市教育委員会生涯学習部青少年育成課）
TEL 082-420-0929

青少年育成東広島市民会議令和3年度総会
並びに研修会　表彰　上田宗冏氏講演会

小ホール

｜

｜
｜

｜
｜
｜

■公 演 日

■場　　所
■参 加 料
■お申込み

7月31日（土）

親子ワークショップ（1）
■時 間
■対 象

10:00～10:30（9:45開場）
0歳～1歳半のお子さんと保護者
10組

｜
｜

■時 間
■対 象

11:15-12:00（11:00開場）
1歳半～3歳のお子さんと保護者
10組

｜
｜

■時 間
■対 象

13：00-13：45（12：50開場）
3歳～5歳位のお子さんと保護者
10組

親子ワークショップ（2） ワークショップとミニライブ

東広島芸術文化ホールくらら　301・302（練習室・稽古場1・2）
各回WS 親子ペア1,000円

くらら開館5周年記念　アンサンブルシリーズ第1弾

TAKE FREE

6 & 7
J U N / J U L  2 0 2 1

広報誌［くららシード］ 2021年6・7月号

参加者募
集

自
東広島民謡民舞連合会（渡部）
TEL 080-5623-7764

無　料2021　民謡・民舞の祭典
日本各地の民謡及び地元民謡の独唱又三味線合奏と踊りの共演など発表会小ホール18（日） 9:30

※ご参加の可否は定員に達し次第、メールにてご連絡いたします。必ず上記の申込アドレスの受信設定をお願いいたします。
※参加される保護者の方以外、付き添いで来られる方もお知らせください。

※保護者の方、ご兄弟など参加者1人プラスにつき500円

途中の入退場可

全席自由

参加
無料

入場
無料

オトノバ！ ～親子のための音とからだの遊びの世界～
『夏休みこどもシリーズ』第1弾

『夏休みこどもシリーズ』参加者募集

探検！発見！ くららバックステージツアー
『夏休みこどもシリーズ』第2弾

『夏休みこどもシリーズ』第3弾
東広島市くららジュニアオーケストラとくららオーケストラ（仮称）設立準備クラスのメンバーによる

INFORMAT ION

進行役：
TOPAさん（橋本知久）

7月3日（土）10：00～メール（event@kurara-hall.jp）にて受付（受信の先着順）
保護者の氏名、参加するお子様の氏名・ふりがな・性別・年齢、性別、日中連絡の取れる電話番号、
メールアドレスを明記のうえご応募ください。

｜
｜
｜
｜
｜
｜

■日　　時
■場　　所
■定　　員
■対　　象
■集合場所
■お申込み

7月31日（土）　［1回目］10:30～12：00　［2回目］13:30～15：00 
東広島芸術文化ホールくらら　大ホール
各回先着10組20名
小学生以上（小学生は保護者同伴で参加必須。中学生以上はこのかぎりではありません。）
大ホールホワイエ

※コロナ対策のため参加者全員マスク、手袋の着用をお願いいたします。 ※当日37.5℃以上、体調不良（風邪気味、熱っぽい等）の症状の方はご参加いただけません。
※当日は動きやすい服装、靴でお越しください。
※当日は開始10分前までに大ホールホワイエ（入口）にて受付をお済ませください。ヘルメット（自転車用可）、まなぶちゃんノートをお持ちの方はご持参ください。

6月1日（火）10：00より　メールにて受付（受信の先着順）
参加者全員の氏名、お子様の学年、住所、電話番号、メールアドレスを明記のうえご応募ください。参加申込書はくららHPからダウンロードできます。
東広島芸術文化ホールくらら　バックステージツアー係　event@kurara-hall.jp（必ず受信設定してください）

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の対策として入場時に連絡先カードをご記入いただきます。詳細はチラシ、くららHPをご覧ください。

0歳から楽しめる！ 夏のファミリー・コンサート♪
■日　時
■場　所
■演　奏
■指　揮

｜
｜
｜
｜

8月1日（日） 11：00開演／10：30開場
東広島芸術文化ホールくらら　大ホール
東広島市くららジュニアオーケストラ＆くららオーケストラ（仮称）設立準備クラス
もりてつや．

おかげさまでくららは
開館5周年を迎えます

7月17日（土）／大ホール／14：00開演（13:30開場）

航空自衛隊 西部航空音楽隊コンサート in くらら
クイズ王 伊沢拓司　講演会 ～楽しいから始まる学び～
7ORDER 武者修行TOUR ～NICE “TWO” MEET YOU～
くららシネマシリーズ 「天外者」
マルツィン・ディラ　ギターリサイタル
髙旗健次ヴァイオリンリサイタル～イザイ：無伴奏ヴァイオリンソナタ全６曲 作品27～
くらら クラシック・カフェ
広島交響楽団　第2回東広島定期演奏会

イ・ムジチ合奏団 ～結成70周年記念ツアー～

クイズ王
伊沢拓司
講演会
～楽しいから始まる学び～

第1弾　オトノバ！ ～親子のための音とからだの遊びの世界～
第2弾　探検！発見！ くららバックステージツアー
第3弾　0歳から楽しめる！ 夏のファミリー・コンサート♪

PICK UP

EVENT GUIDE

INFORMATION

未来は予測
不能。

　だから、今
やれることを

やる。

子どものワクワクを引き出す
アーティストとして、全国で
ワークショップを行っている。

ワークショップ中の退室・授乳・おむつ替えもＯＫです！

※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5月14日現在）

©Yoshiki Romantico

自カルチャーフェスタ2021 故きを温ねて新しきを知る小ホール27（日） 10:00
東広島市文化連盟東広島支部・
カルチャーフェスタ2021実行委員会（中野）
TEL 090-7130-5667

無　料



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

※未就学児入場不可

※未就学児入場可

イ・ムジチ合奏団 ～結成70周年記念ツアー～

「ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団　ブラスアンサンブル」

※チケット価格はすべて税込です。 ※　  マークのある公演は、学生券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。

往復はがきでお申込みください。(6月1日（火）受付開始、6月24日（木）必着)　
お一人様1通まで（4名様まで入場可)
詳細は、チラシ又はHPをご覧ください。

一般：S席6,500円　A席5,500円　Ｂ席4,500円
学生：全席4,000円

●くららインターネット・くらら電話：6月25日（金）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：7月3日（土）10：00～
●チケットぴあ： 0570-02-9999（Pコード：196‐896)

【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。 

●くららインターネット・くらら電話：6月3日（木）10：00～

●くららインターネット・くらら電話：6月6日（日）10：00～  ●チケットぴあ： 0570-02-9999（Pコード：646-488)

【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。 

PICK UP

くらら開館5周年記念　アンサンブルシリーズ第1弾

くらら開館5周年記念　アンサンブルシリーズ第2弾

クイズ王 伊沢拓司 講演会 ～楽しいから始まる学び～

［くららフレンズ：各席300円引き（学生席を除く）］

一般：2,000円 ［くららフレンズ：1,800円］　中学生以下：1,500円 ［くららフレンズ：1,300円］TICKE T

7月17日（土）／大ホール／14：00開演（13:30開場）

7月4日（日）／大ホール／14:00開演（13:00開場）

9月18日（土）／大ホール
15：00開演（14:15開場）

11月24日（水）／大ホール／19：00開演予定

入場無料
〈要事前申込み〉

※曲目・曲順は変更する場合があります。

©Ernesto De Angelis

イ・ムジチが奏でる
ヴィヴァルディ「四季」は、
永遠のベストセラー！

予定演奏曲
ヴェルディ／オペラ「ナブッコ」から 序曲 　
ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲集「四季」
イタリア映画音楽（エン二オ・モリコーネ、ニーノ・ロータなど） ほか

【カフェマスター】
山田武彦（ピアノ）

【ご案内役】
松本志のぶ
（元日本テレビアナウンサー）

1951年にローマのサンタ・チェチーリア音楽院の卒業生12人で結成、翌
年デビューを果たした、現存の室内アンサンブルでは最古のイ・ムジチ。
当時人々に忘れ去られていた18世紀イタリアの名曲の数々を掘り起こ
し、その音楽に再び命を吹き込んだ。ヴィヴァルディの「四季」も彼らが当
時再発見した作品のひとつ。
初来日の1963年以来、その色彩豊かな深みのある音で日本の聴衆を魅
了しており今なお精力的に活動を続けている。
長い活動の中でメンバーの入替はあったが、初心を忘れず、新しい挑戦を
続けている。時を重ねることで熟成され味が良くなるワインのように、あるい
は、つねに新しい枝に新しい葉を茂らせる植物のように―イ・ムジチは、70
年もの長きにわたり存続している唯一の室内楽演奏グループとして、その
歴史を現代の音楽界に刻んでいる。
イタリアの高く突き抜ける青空のように明るい彼らのサウンドは、今までも
これからも、人々の心を幸福感で満たしてくれることだろう。

世界3大オーケストラの一つ、オランダの『ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団』の金管セクション
メンバーによって構成された、名門ブラスアンサンブルが中四国地方に初登場！！ どうぞお楽しみに！

全席指定 学割

学割

電子
チケット

※お一人様2枚までご購入いただけます。

※6歳以上有料、6歳未満入場不可

全席指定講演会 電子
チケット

学割

学割

全席指定コンサート 電子
チケット

7ORDER 武者修行TOUR ～NICE “TWO” MEET YOU～

一般：8,000円（会員割引なし）

●くららインターネット・くらら電話：6月18日（金）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：7月10日（土）10：00～　●チケットぴあ：https://pia.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。
※本公演は「音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に沿って開催いたします。 

7月23日（金・祝）／大ホール／18：00開演（17:00開場）

全席指定コンサート 電子
チケット

※未就学児入場不可

一般：2,500円 ［くららフレンズ：2,200円］　学生：1,500円

●くららインターネット・くらら電話：7月7日（水）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：7月14日（水）10：00～  ●チケットぴあ： 0570-02-9999（Pコード：196-895)

【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。 

Coming
Soon!

航空自衛隊 西部航空音楽隊コンサート
in くらら

全席自由コンサート

コンサート

くらら クラシック・カフェ

●くららインターネット・くらら電話：5月31日（月）10：00～

●くららインターネット・くらら電話：6月7日（月）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。 

9月26日（日）／大ホール／15：00開演（14:00開場）

全席指定コンサート 電子
チケット

まるでカフェに立ち寄ったかのように、リラックスして気軽に音楽とお話が楽しめる大人気企画
「クラシック・カフェ」が広島で初開催（開店）！
今回はゲストに、NHK 大河ドラマ「青天を衝け」紀行編の演奏で注目を集める三浦一馬（バンド
ネオン）を迎え、普段は聴けないとっておきのお話はもちろん、魅惑のタンゴの世界をお届けします。 

広島大学大学院教授でヴァイオリニストの
髙旗健次が、ベルギーのヴァイオリニスト兼
作曲家であるE.イザイの無伴奏ヴァイオリン
ソナタ全6曲の演奏に挑む。

【ゲスト】三浦一馬（バンドネオン）

9月11日（土）／小ホール／15:00開演（14:30開場）
マルツィン・ディラ ギターリサイタル

学割全席指定コンサート 電子
チケット ※未就学児入場不可 【出演】指揮：十束尚宏ピアノ：菊池洋子

S席3,800円［くららフレンズ：3,400円］　A席3,300円［くららフレンズ：3,000円］
A席学生1,500円

●くららインターネット・くらら電話：7月9日（金）10:00～  

●くららインターネット・くらら電話：7月16日（金）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。 

11月14日（日）／大ホール／15:00開演（14:15開場）
広島交響楽団 第2回東広島定期演奏会

学割

学割

全席指定コンサート 電子
チケット ※未就学児入場不可

※3歳未満入場不可

一般：3,000円（当日券 3,500円） ［くららフレンズ：2,500円］
学生：1,500円（当日券 2,000円）　車椅子席：2,500円

●くららインターネット・くらら電話：7月20日（火）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。 

9月23日（木・祝）／小ホール／14:30開演（14:00開場）
髙旗健次ヴァイオリンリサイタル ～イザイ：無伴奏ヴァイオリンソナタ全６曲 作品27～

8月22日（日）／小ホール／①11：00 ②14：00 

くららシネマシリーズ 「天外者（てんがらもん）」

©2020映画「五代友厚」製作委員会

※未就学児入場不可

※開場は上映時間30分前

一般：5,000円 ［くららフレンズ：4,500円］
U-22券（22歳以下対象）：2,500円

（お菓子付き）

●くららインターネット・くらら電話：6月20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。 

全席指定シネマ 電子
チケット 三浦春馬が全身全霊で挑んだ、主演作。

“まなび”を極めたクイズ王が、
くららにやってくる！

若くして「伝説的な存在」にまで登り詰めた
ギター界のカリスマ中のカリスマ

子供から大人までみんなで楽しめる

［各回完全入れ替え］

©Yuji Hori

©Takafumi Ueno

（当日券は会員割引がございません）

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

TICKE T

7月6日（火）開催を予定していたおりました舞台「ハリネズミ」は、出演・渡辺 徹さんの体調不良により「公演中止」となりました。
チケットの払戻し手続きは6月30日（水）まで受付けております。詳細はくららHPをご確認ください。

公演中止のお知らせ

【チケット払戻】 5月7日（金）10:00～6月30日（水）19:00「ハリネズミ」「ハリネズミ」7月6日（火）／大ホール／19:00開演中止


