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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

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

7/28（水）
～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

4（水）
～9（月）

公益財団法人
東広島市教育文化振興事業団（木原）
TEL 082-424-3811

自 無　料令和３年度東広島市中学校美術展9:00～17:00

11（水）
～16（月）

一般社団法人
広島ベトナム平和友好協会（赤木）
TEL 082-423-7235／090-1010-0472

自 無　料
枯葉剤60年～改めて問う！エージェント・オレンジ～　
今なお続く、枯葉剤被害9:30～17:30

18（水）
～23（月）

西陣美術織全国巡回展実行委員会
TEL 072-808-2223

自 無　料西陣美術織　平山郁夫シルクロード展9:00～17:00

25（水）
～30（月）

東広島市文化連盟東広島支部（難波）
TEL 080-1920-2249

自 無　料第９回ペン習字作品展　綴られた言葉に真心を9:00～17:00

1（水）
～6（月）

響展
TEL 090-1337-8683

自 無　料第３回アート３人展9:00～17:00

8（水）
～13（月）

東広島デジタル写真研究会（堀行）
TEL 090-4653-2762

自 無　料第14回ふるさと東広島を撮る　はたらく9:00～17:00

15（水）
～20（月・祝）

絵画同好会（室岡）
TEL 082-434-3982

自 無　料
絵画同好会合同作品展
第２５回「筍の会」・第１１回「どんぐりの会」9:30～17:30

25（土） 東広島市地域共生推進課（永谷、森近）
TEL 082-420-0932

自 無　料ぐるマルフェスタ２０２１ひがしひろしま10:00～16:00

29（水）
～10/4（月）

水彩教室葉っぱの会（大野）
TEL 082-434-5610

自 無　料第６回葉っぱの会　水彩画作品展9:00～17:00

1（日） 自
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3弾
 「0歳から楽しめる！夏のファミリー・コンサート♪」大ホール11:00 無　料

自 無　料
東広島混声合唱団（中村）
TEL 082-423-3399“涙の日”～ともに歌う会～サロンホール19:006（金）

自
一般：1,000円 学生：500円
※「トーク＆シンポジウム」のみ500円

※要事前申込み

一般社団法人
広島ベトナム平和友好協会（赤木）
TEL 082-423-7235／090-1010-0472

枯葉剤60年～改めて問う！エージェント・オレンジ～
グェン・ドクさんと坂田雅子監督のトーク＆シンポジウム小ホール15:3010（火）

無　料
サロンホール

自
東広島市産業振興課（飯田）
TEL 082-420-0921

就職ガイダンスinひがしひろしま
地元就職、応援します！

小ホール13:3016（月）

自 無　料
江風会（安芸岳風会）　（熊本）
TEL 080-1943-2100／082-423-3445（詩吟）安芸岳風会　令和３年度　後期審査発表会小ホール13:001（日）

自 無　料
ららら音楽会
TEL 090-9134-3955

16:30 ららら音楽会小ホール19（日）

自第64回　ロビーコンサート
出演：未定こもれび広場8（水） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 
12:15 無　料

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

無　料2021 酒まつり 酒の街歌謡選手権大会大ホール5（日） 9:30 自

クラシックコンサート（高西）
TEL 080-1905-4796

一般：2,000円
学生：1,000円
幼児：  500円

クラシックコンサート　vol.2サロンホール5（日） 14:30 自

自 無　料第63回　ロビーコンサート
出演：ことがたり（箏二重奏）こもれび広場4（水） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 
12:15

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

南こうせつ コンサートツアー2021
～いつも歌があった～大ホール17:007（土） 指

チ
一般：7,500円

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

無　料
（受付終了）こどものためのミニオペラ「人魚姫と海のなかまたち」大ホール28（土）①11:00②14:00 指

指
チ

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～小ホール14:3023（木・祝） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 

一般：3,000円（当日：3,500円）
学生：1,500円（当日：2,000円）
車椅子席：2,500円

くららシネマシリーズ「天外者（てんがらもん）」小ホール22（日） くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

①11:00
②14:00

指
チ

前売（一般）：1,200円
当日（一般）：1,400円

キャンディープロモーション
TEL 082-249-8334wacci 47都道府県ツアー 2020-21（振替公演）大ホール29（日） 17：00

指
チ

一般：5,800円
当日：6,800円

指
チ

一般：5,000円
U22：2,500円
※お菓子付き

15:0026（日） くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 くらら　クラシック・カフェ大ホール

開催時期｜2021年7月下旬～2022年3月31日を予定

TAKE FREE

8 & 9
A U G / S E P  2 0 2 1

広報誌［くららシード］ 2021年8・9月号

自
東広島市地域共生推進課（永谷、森近）
TEL 082-420-0932

無　料ぐるマルフェスタ２０２１ひがしひろしま全館25（土） 10:00

演者さんになりきって写真を撮ろう♪
inこもれび広場

おかげさまでくららは開館5周年を迎えました。

くらら開館5周年記念イベント

第1弾

くらら開館5周年記念イベント

INFORMAT ION

くららこどもシリーズ 絵本の読み聞かせ 絵本の時間だよ！
SHISHAMO ワンマンツアー2021秋
くらら クラシック・カフェ

野村万作・萬斎　狂言の世界2021
～狂言三代～

PICK UP

EVENT GUIDE

INFORMATION

もっと市民
の皆様に

　 愛される
シティーホ

ールへ！

５周年を記念して、くらら大ホールを舞台にフォトブースを設置しました♪
ブースには楽器をモチーフにしたフォトプロップスを多数ご用意しています
ので、楽しんで撮影してくださいね。ハッシュタグをつけてSNSに投稿してく
れた方は記念品をお渡しします♪

それぞれの企画の詳細は続報をお待ちください。HPや館内でお知らせします。
いずれの企画も、参加者には５周年記念グッズをご用意しておりますので、奮ってご参加ください♪
※グッズ配布はなくなり次第終了となりますのでご了承ください。

※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7月16日現在） 

東広島市介護保険課
TEL 082-420-0937

自介護サポーター人材づくり事業面談会小ホール26（木） 14:00 無　料

小ホール 自
令和３年度　がん予防講演会
「誰かに話したくなるがん予防の話」25（水） 14:00 東広島市健康福祉部医療保健課

TEL 082-420-0936
無　料

自
東広島市生涯学習フェスティバル実行委員会
（東広島市生涯学習課内）
TEL 082-420-0979

第３１回東広島市生涯学習フェスティバル
「はじめまして」に出会う夏～あなたの好きがきっとある※小ホールは8/21のみ

※市民ギャラリーを除く全館

大ホール13:30

11:00

21（土）
22（日）

無　料

©Shigeo Ogawa

全館一斉点検・修理・清掃実施のため、
左記のとおり臨時休館いたします。
利用者の皆様には、ご理解のほどお願い申し上げます。

2021年度くらら
全館臨時休館日のお知らせ 8月13日（金）・14日（土）・15日（日）

開催時期｜秋季（2021年10月～11月頃を予定）

秋の西条散歩 くらら・美術館・くぐり門
コラボクイズラリー

第3弾

秋のひととき、西条文化ゾーンをゆる～り巡ってみませんか？ 開館5周年の
くらら・開館1周年の市立美術館・くぐり門の3カ所を訪れてクイズに答える、
クイズラリーを開催します。正解者には抽選で、くらら主催公演のペアご招
待券が当たります♪

開催時期｜秋季　  募集｜2021年8月～
展示｜2021年11月～2022年3月31日を予定

（プレゼントの一例です）

芸術の秋
～みんなでモザイクアートをつくろう～

第2弾

教室やサークル活動中に撮影したくららの思い出にまつわる写真やメッセー
ジを募集し、５周年デザインのモザイクアートを作成します。期間中展示しま
すので、お楽しみに♪

参加記
念品プ

レゼン
ト！

マスク
ケース

、チケッ
トケー

スにも
最適！



EVENT GUIDE

※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。

※未就学児入場不可

※0歳からご入場いただけます。
※2歳未満1名まで膝上鑑賞無料。2歳以上は有料

PICK UP

くらら開館5周年記念事業

くららこどもシリーズ　絵本の読み聞かせ
「絵本の時間だよ！」
10月2日（土）／小ホール
①11：00開演（10:30開場） ②14：00開演（13:30開場）

9月26日（日）／大ホール／15：00開演（14:00開場）

当日同時刻にて、
「メンバーズテレビマンユニオンチャンネル」にて配信決定！

【出演】 野村万作・野村萬斎・野村裕基・深田博治・中村修一・内藤連　ほか
【番組】 解説：高野和憲　　萩大名（はぎだいみょう）／六地蔵（ろくじぞう）

【カフェマスター】
山田武彦（ピアノ）

野村万作 野村萬斎 野村裕基

【ご案内役】
松本志のぶ
（元日本テレビアナウンサー）

ご自宅からでもコンサートを楽しんでいただくことができます。
詳細はテレビマンユニオン音楽事業部HP内（または公式Facebook）に
てお知らせします。

クラシック・カフェ当日に「ミニ盆栽作り体験」を
実施します。江戸時代から400年以上続く「庭能
花園（にわよしかえん）」の庭師・着能松太郎が
盆栽の世界へ皆さまをお連れします。
今回のクラシック・カフェでは、クラシックからタン
ゴまで様々な曲や時代の変遷をバンドネオンとピアノで表現しますが、四季の移り変わりを
表現する盆栽を組み合わせ、世の変化を表現します！
ミニ盆栽は、好きな器、苗、石、苔、を選んでオリジナルの盆栽を作ってそのままお持ち帰り
いただけます。定番の松や紅葉、ゆずだけでなく、季節に合わせた苗もご用意しています。
音楽と盆栽を堪能する1日を過ごしませんか？

ワークショップ・盆栽作り体験と
クラシック・カフェがコラボ決定！

全席指定 学割

学割

電子
チケット

全席指定朗読 電子
チケット

コンサート

全席指定 電子
チケットコンサート

【ゲスト】三浦一馬（バンドネオン）

大人：2,500円　子ども（小学生以下）：1,500円
［くららフレンズ：各席300円引き］

TICKE T

●くららインターネット（電子チケットのみ）：8月2日（月）10:00～
●チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード646-853）

【くららフレンズ・一般同日発売】

一般：5,000円 ［くららフレンズ：4,500円］
U22（22歳以下対象）：2,500円

お菓子
付き

TICKE T

SHISHAMO、初の東広島公演決定！狂言とは、“この辺りの者でござる”から始まる人間賛歌の喜劇。
人間国宝・野村万作、野村萬斎、野村裕基の親子三代にわたる、
大らかな笑いの粋（すい）をご堪能ください。

「寝ても覚めてもかわいい君と死にたくなるような恋がしたい」

新型コロナウイルス感染症および変異株急拡大の影響によって、日本への入国制限の緩和等が現時点で見通せないため、大変残念ながら、
下記公演の中止が決定いたしました。公演を楽しみにされていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。

公演中止・延期のお知らせ

マルツィン・ディラ ギターリサイタルマルツィン・ディラ ギターリサイタル 9月11日（土）中止

イ・ムジチ合奏団 ～結成70周年記念ツアー～イ・ムジチ合奏団 ～結成70周年記念ツアー～ 9月18日（土）中止

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 11月24日（水）中止

くららシネマシリーズ 「天外者（てんがらもん）」くららシネマシリーズ 「天外者（てんがらもん）」

チケット好評発売中

※3歳未満入場不可。3歳以上要チケット

一般：5,500円（くららフレンズ割引なし）

●くららインターネット（電子チケットのみ）：9月4日（土）10：00～

TICKE T

●くららインターネット（電子チケットのみ）：9月25日（土）10：00～ 
●イープラス：https://eplus.jp/

ミニ盆栽作り体験セットチケット

一般 8,850円／U22 6,350円

ミニ盆栽作り体験のみ

どなたでも 3,850円

「クラシック・カフェ」
公式facebookページ

クラシック・カフェの見どころ、
聴きどころを随時更新中です♪

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

※チケットはお一人様2枚までご購入いただけます（お取扱いは電子チケットのみ）

●くららインターネット・くらら電話：8月3日（火）10：00～

●くららインターネット・くらら電話：8月6日（金）10：00～
●チケットぴあ：0570-02-9999 （Pコード507-659）

【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。 

全席指定コンサート 電子
チケット

NHK Eテレの人気番組「みいつけた！」のオフロスキーでおな
じみ小林顕作による、エンターテイメント読み聞かせ公演が
やってくる！ “舞台の息づかい”も楽しめる、笑いの絶えない劇
場体験をお届けします。

一年半ぶりとなるニューアルバムをリリースしたSHISHAMO。
全国ツアー初日はここ東広島公演。絶対に見逃せません♪

SHISHAMO ワンマンツアー2021秋

11月3日（水・祝）／大ホール／17：00開演（16:00開場）

くらら クラシック・カフェ

wacci 47都道府県ツアー2020-21wacci 47都道府県ツアー2020-21
振替公演：8月29日（日）／大ホール／17:00開演（16:00開場）
※振替公演にご来場できる方は現在お持ちのチケットが有効です。チケット再販売の詳細は決定次第公式HP・くららHPにて発表。

延期

※未就学児入場不可

10月1日（金）／大ホール／19：00開演（18:30開場）

学割全席指定狂言 電子
チケット

S席：5,500円　A席：4,500円　B席：3,500円
学生：全席（大学生以下）3,000円
［くららフレンズ：各席500円引き/学生券をのぞく］

TICKE T

野村万作・萬斎
狂言の世界2021
～狂言三代～

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

※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。

学割

盆栽作りワークショップ
■時間｜①10：00／②13：00（体験時間は90分を予定）
■場所｜研修室1・2（208・209）

©Takafumi Ueno

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。

学割全席指定コンサート 電子
チケット 【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

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

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

TICKE T

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 

9月23日（木・祝）／小ホール／14:30開演（14:00開場）

※未就学児入場不可

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

©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

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。

［各回完全入れ替え］

©Yuji Hori

（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


