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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】

https://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

9/29（水）
～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

東広島デジタル写真研究会（堀行）
TEL 090-4653-2762

20（水）
～25（月） 自 無　料第14回ふるさと東広島を撮る　はたらく9:00～17:00

27（水）
～11/1（月）

ギャラリーショップ風見通り
TEL 082-430-8777

自 無　料新佛照琴個展「夢」　～徒然なるままに～9:30～17:30

3（水・祝）
～8（月）

墨游会（上向井）
TEL 082-422-6113

自 無　料12th 癒しの「中国工筆画への誘い」9:00～17:00

10（水）
～15（月）

社会福祉法人広賀会
TEL 082-422-2543

自 無　料「第８回　広賀園・松籟園作品展」『彩（いろどり）』9:00～17:00

17（水）
～22（月）

東広島郷土史研究会
TEL 082-428-0983

自 無　料八本松の昔と今-明日9:00～17:00

24（水）
～29（月）

おりづる難波英子絵画教室（谷原）
TEL 082-423-4840

自 無　料第21回難波英子絵画教室作品展9:00～17:00

自 無　料
※要事前予約

東広島市役所 市民生活課（武上）
TEL 082-420-0922

令和3年度一日総合相談室の開設
～暮らしの困りごと 何でも～サロンホール10:0021（木）

無　料
主催：東広島市文化連盟東広島支部
主管：東広島舞踊協会（池田）
TEL 082-439-0460

自東広島舞踊協会四十周年記念　日本舞踊公演大ホール11:0024（日）

自第65回　ロビーコンサート
出演：未定こもれび広場10（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7（日） 9:30 自

9（火）
～10（水） 無　料

池坊東広島橘支部（菅崎）
TEL 082-423-7348

池坊東広島橘支部・青年部合同いけばな池坊展
輝く未来へ小ホール10:00 自

自 無　料第64回　ロビーコンサート
出演：SY Jazz Trioこもれび広場13（水） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 
12:15

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

2021東広島市歌謡フェスティバル小ホール9:3023（土）

1（金） くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 野村万作・萬斎　狂言の世界2021　～狂言三代～大ホール19:00

指
チ

一般：S席5,500円
A席4,500円　B席3,500円

学生（大学生以下）：全席3,000円

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

くららシネマシリーズ
「天外者（てんがらもん）」【振替公演】小ホール3（水・祝）①11:00②14:00

指
チ

前売（一般）：1,200円
当日（一般）：1,400円

自 気ままに遊歩（Euph）道（本庄）
TEL 050-7114-0281

Ｅｕｐｈｏｎｉｕｍ　ＣｏｎｃｅｒｔⅨ
ＣＤ「月明りに聴く7つの物語」制作記念サロンホール15:002（土） 一般：2,000円

大学生以下：1,000円

ピティナ東広島ステーション（竹重）
TEL 090-4807-9206

NHK交響楽団三又治彦・藤村俊介と遠藤さつきが奏でる
蔵楽しっくコンサートvol.3～錦秋の三重奏～小ホール13:3024（日） 自

チ
一般3,000円

高校生以下2,000円

自 無　料10:0018（木） 公益社団法人東広島法人会（登川）
TEL 082-420-0313創立（社団化）３０周年記念式典小ホール

指
チ

一般：5,500円
※当日学生席：2,000円18:3019（金） 民音中国センター（橘）

TEL 082-567-0585上田正樹　コンサート　～Soul to Soul～大ホール

指 無　料14:0021（日） 東広島混声合唱団（中村）
TEL 082-423-3399

東広島混声合唱団　ファミリーコンサート2021大ホール

自
チ

1,000円14:0028（日） コーロ・リリアーレ
TEL 080-1928-3407

リリアーレコンサート
ソプラノ小川百合子＆コーロ・リリアーレ
暖かな歌声、癒しの歌の調べ

小ホール

広報誌［くららシード］ 2021年10・11号

指
チ

一般：S席3,800円
A席3,300円

A席学生：1,500円

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 広島交響楽団 第2回東広島定期演奏会大ホール14（日） 15:00

おかげさまでくららは
開館5周年を迎えました。

「くららチケットセンター」くらら主催・共催公演のチケットお取扱いについて
電子チケットご利用の流れ

INFORMAT ION

くららシネマシリーズ
おかあさんの被爆ピアノ
くらら開館5周年記念事業
SUPER BRASS STARS feat.侍BRASS  スぺシャル・ライブ

くららシネマシリーズ特別編
天才！横山雄二が語る映画の魅力

PICK UP

EVENT GUIDE

INFORMATION

芸術の秋！
 くららの秋

！

　　　

※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9月15日現在）

 

指
チ

一般：5,500円 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 SHISHAMO ワンマンツアー2021秋大ホール3（水・祝） 17：00

指
C&E（荒井）
TEL 082-421-0667

第16回 FOUNDATION DAY
発表会 ステージプレイ＆スピーチ小ホール6（土） 12:00 無　料

無　料自
東広島市生活環境部人権男女共同参画課
TEL 082-420-0927大ホール25（月） 14:00 人権教育・人権啓発指導者研修会　

誰もが生きやすい社会をめざして～パートナーシップ宣誓制度のもたらすもの～

自 無　料ギャッベ＆ペルシャじゅうたん展
ペルシャの遊牧民の手織りじゅうたん小ホール 調度品の亀川株式会社

TEL 090-6116-6725

13:00
10:00
10:00

12（金）
13（土）
14（日）

TAKE FREE

10&11
O C T / N O V  2 0 2 1

「くららチケットセンター」
くらら主催・共催公演の
チケットお取扱いについて
■車いす席・介助者席は、くららチケットセンター窓口のみ
お取扱いします。
■学生券は購入時もしくは公演入場時に学生証をご提示
ください。
■ご予約後、チケット代金の入金が支払期限を過ぎますと
ご予約自体がキャンセルとなりますのでご注意ください。
■主催者判断による公演中止以外、ご購入後の変更・交換・
取り消し・払い戻しは、一切行いません。またチケットは、い
かなる事情（紛失・消失・破損など）でも、再発行はいたしま
せん。
■営利目的による転売・ネットオークションへの出品等の転
売行為を禁止します。転売行為が発覚した場合、ご予約
の取り消しもしくは転売チケットを無効とし入場をお断り
します。

①ご購入者様には公演日の1ヶ月前に【電子チケット発券情報のお知らせ】
のメールが届きます。

くららチケットセンター（インターネット）でチケットを購入する際に、
「カード支払／電子チケット」を選択して購入してください。

※公演日まで1ヶ月をきってチケットを購入した場合は準備が整い次第、随時、メールが届きます。
※メールに記載された注意事項をかならずご確認ください。
※チケットURLは、一度使用すると再度ご利用いただけません。チケットURLの管理にはご注意ください。

②チケットURLをタップして、チケット画面を開いてください。
[複数枚チケットの場合]
チケットを横にスワイプすると、次のチケットがご確認いただけます。事前に同
伴者様にチケットを分配することができます。（くららHP参照）
※スムーズな入場のために、チケットの分配は事前にお済ませください。

③【公演当日】入場口ではあらかじめ「チケットを提示」ボタ
ンを押して、スタッフにご提示ください。
※「チケットを提示」のボタンは開場時間（電子チケットシステムの設定時間）
になって作動します。「チケットを提示」ボタンを押すと、「利用モード」になり、
入場スタンプが反応するようになります。

④コロナ感染症対策として、スタッフによる入場スタンプ押印を行いませんので、お客様ご自身
の指で〇（丸）を描きご入場ください。

※ご本人様以外に同伴者様のチケットも一緒
に購入された「複数枚」の方は、事前に分配
しない限り、同伴者様との“同時入場”が必
須です。

■ネットでご予約後、ご登録のメールアドレスに届く「確認
メール」に、チケットのお支払期限（通常7日間）や、チ
ケット発券に必要なサイトの記載がありますので、必ずご
覧ください。完了メールticket@kurara-hall. jpの受信
設定をお願いします。
■ネットでご予約のチケットは、くらら窓口でのチケット引
取りはできません。コンビニ発券のみとなります。
■クレジットカード決済の場合、チケット予約のページから
クレジットカード決済のページにアクセスしていただく必
要がありますのでご注意ください。

くららインターネットでのご購入

電子チケットご利用の流れ（ご利用にはスマートフォンが必要です）

電子チケットのご購入

支払期限
発券期限

クレジット決済
予約日の翌日
公演日まで

コンビニ決済
7日間
7日間

ログイン画面に切り替わるので、ログインしてください。

あなたのスマホがチケットに！
「電子チケット」のご利用が便利です！

20（土）
21（日）

2,000円（2日間/税込）
※要事前メール申込

15:00

10:00
東広島芸術文化ホールくらら
TEL 082-426-5900 

心と体が七変化！踊って発見あなたの魅力！
コンテンポラリーダンスワークショップ！サロンホール 自



TICKE T

全席指定シネマ

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。
　ご来場前に、感染症拡大防止の対策についてくららＨＰをご確認ください。
※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。

PICK UP

くららシネマシリーズ特別編
12月19日（日）／大ホール／①11：00 ②15：00

【出演】 加藤雅也／犬飼貴丈／岡村いずみ／横山雄二 他

年齢に関係なくどなたでもご覧いただけます。
12歳未満の方は、保護者の助言・指導が必要です。PG12

今年5月に惜しまれつつも閉館した広島に実在する劇場の物語、シネマ「彼女は夢で踊
る」。スペインの「マドリード国際映画祭」にて審査員賞を受賞した本作品に企画・出演と
して携わった横山雄二氏をお招きしての特別上映会。
また、ゲストとして同作の監督・脚本・編集を務めた時川英之監督も登壇が決定！
映画監督・俳優・歌手活動・作詞家・小説家・俳人・レーサー・コラムやエッセイの執筆な
ど、多彩なジャンルで活躍中の天才！横山雄二が映画の魅力を語ります。

舞台は広島に実在するストリップ劇場。ファンに愛されながら何
度も閉館の危機を乗り越えてきた。これまで幾多の想いがこのス
テージで交錯したことだろう。その物語を創り出したのは、広島出
身の時川英之監督。社長やダンサーたちへの取材を重ねた脚本
を書き上げ、ムード溢れる劇場とダンサーたちを美しく幻想的に
描き出した。芸歴30周年を迎えた俳優・加藤雅也がストリップ劇
場の名物社長を怪演し、圧倒的な存在感を見せつける。『仮面ラ
イダービルド』で脚光を浴びた、犬飼貴丈は若々しい青春の恋を
体現する。

くららにまつわる思い出の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。メッセージカードは
くらら窓口にて配布中で、写真（L版限定）やメッセージを窓口に提出いただくと、5周年特製ステッカーをプレゼント！
来館者の思いが詰まった完成品は、11月中旬から2022年3月末日まで展示いたします。

1967年3月29日、宮崎県出身。
中国放送にアナウンサーとして入社。ラジオやテレビ
のバラエティ番組出演から、映画監督・俳優・歌手・
作詞・小説・俳句・コラムやエッセイの執筆など、多
彩なジャンルで活躍。
深夜番組『KEN-JIN』では有吉弘行・劇団ひとりと
バンドを結成。TBS『うたばん』に歌手として出演する
など、数々の話題を提供。吉川晃司のアルバム曲
「Fame& Money」の作詞も行う。
2015年、第52回ギャラクシー賞受賞。主演映画『ラ
ジオの恋』はアメリカのシネマベルデ映画祭で観客
賞を受賞。
監督作品『浮気なストリッパー』では、ミニシアターの
観客動員記録を塗り替えるヒットを飛ばす。
著書には「ふるさとは本日も晴天なり」「横山の流儀」
「別冊/ 天才！ヨコヤマ」「生涯不良」などがある。

ダンスワークショップをくららで初開催！
ダンス未経験の方も大歓迎！
中村蓉さんと一緒にダンスを楽しもう！

2021年5月に惜しまれつつも閉館した
広島に実在する劇場の物語

マドリード国際映画祭
審査員賞受賞

学割 電子
チケット

学割 電子
チケット

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

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

チケット好評発売中

©2019映画「彼女は夢で踊る」制作委員会

©2020映画「被爆ピアノ」製作委員会

Photo by Kosuke Kobayashi

©前澤秀登

くららシネマシリーズ おかあさんの被爆ピアノ

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）」 
振替公演：11月3日（水・祝）／小ホール／①11：00 ②14：00［各回完全入替制］

《10月3日(日)10:00～チケット再販売開始》※振替公演にご来場できる方は現在お持ちの紙および電子チケットが有効です。

延期

※未就学児入場不可

12月5日（日）／大ホール／14：00開演（13:30開場）

一般：2,000円 ［くららフレンズ：1,800円］TICKE T

※未就学児入場不可

※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。
※小学生は必ず保護者同伴でご参加ください。
※当日は動きやすい服装、タオル、飲み物をご持参ください。
　また、お部屋は土足可能ですが、上履きシューズなどご持参ください。
※コロナ対策のためマスクの着用、手指のアルコール消毒にご協力ください。

※未就学児入場不可

※開場は上映時間30分前　※各回途中15分休憩あり（上映時間は1時間51分）
※各回上映終了後、被爆ピアノによる谷本惣一郎さんのミニコンサートを行います。（予定演奏時間20分）

●くららインターネット・くらら電話：10月23日（土）10：00～

●くららインターネット・くらら電話：10月30日（土）10：00～ 
●チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード204‐057）

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

全席指定コンサート

ブラス界最強のスーパースターが集結する夢のユニット「SUPER BRASS STARS（スーパー・ブラス・
スターズ）」。トロンボーンの中川英二郎、トランペットのエリック・ミヤシロ、サクソフォン・本田雅人という
日本が世界に誇る名手たちが、人気ブラス集団「侍BRASS」を率いてブラスの可能性を最大限に拡張
します。贅沢なニューイヤー特別公演を、どうぞお聞き逃しなく！

SUPER BRASS STARS feat.侍BRASS　スぺシャル・ライブ
2022年1月16日（日）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

天才！横山雄二が語る映画の魅力

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 https://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

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

全席指定コンサート 電子
チケット

※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 会員割引なし）TICKE T

SHISHAMO ワンマンツアー2021秋
「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」

11月3日（水・祝）／大ホール／17:00開演（16:00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）

©Yuji Hori
TICKE T

お知らせ 同時開催

「酒まつり」期間中（10/9～10）のくららの営業について
市民ギャラリー／こもれび広場／1階トイレ

※1階「くらら総合案内・事務室」は通常営業いたします。（9:00～19:00）

□ ご利用可能エリア

10/9 （土）9:00～20:00　全館貸切
10/10（日）9:00～19:00　全館貸切
10/11（月）9:00～19:00　臨時休館

□ 開館時間
※大ホール、小ホールは酒まつりリモート配信のため、一般のお客様は入場できません。

酒まつり期間中、くららは“酒まつり実行委員会”による
全館貸切となります。そのため期間中の諸室のご利用が
できませんので、予めご了承ください。右記“ご利用可能
エリア“以外は立ち入り禁止となります。「駐輪場」「障が
い者用駐車場」もご利用いただけません。

くらら開館5周年記念事業 東広島芸術活動♪応援キャンペーン

一般：GS席5,000円　S席4,500円　A席3,500円　B席2,500円
学生(大学生以下）：全席2,000円

■日　　時
■場　　所
■講　　師
■定　　員
■対　　象
■参 加 料
■申込方法

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

｜

2021年11月20日（土）15:00～17:00・21日（日）10:00～12:00
東広島芸術文化ホールくらら　303 練習室・稽古場兼大会議室
中村 蓉（アシスタント：田花 遥）
20名
小学生以上
2,000円（2日間／税込）
2021年10月16日（土）10：00より　メールにて受付（受信の先着順）
参加者の氏名（ふりがな）、学校名（学年）、住所、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。

■宛　　先 東広島芸術文化ホールくらら　ダンスワークショップ係
メールアドレス　event@kurara-hall.jp（必ず受信設定をしてください）

参加者募集

心と体が七変化！ 踊って発見あなたの魅力！
コンテンポラリーダンスワークショップ！

©2020映画「五代友厚」製作委員会

全席指定シネマ 電子
チケット

全席指定シネマ 電子
チケット

●くららインターネット・くらら電話：10月19日（火）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。

●くららインターネット・くらら電話：10月4日（月）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。

講演会

【作品紹介】

横山雄二

1972年広島生まれ。
海外で映画を学び、ディズニーなどでプロデュー
サーで多くの番組に関わり、後に制作会社  
TimeRiver Pictures株式会社を設立。映画を中心
に、ドキュメンタリー、TVCMなど幅広いジャンルの映
像作品を手がける。広島をベースに全国に映画を発
信している。監督作は『ラジオの恋』『シネマの天使』
『鯉のはなシアター』『彼女は夢で踊る』など。

時川英之

【プロフィール】

［くららフレンズ：各席500円引き/学生券を除く］

［完全入替制］

（当日券は会員割引なし）

前売券：〈おとな〉1,200円［くららフレンズ：1,000円］ 〈小中高〉800円
当日券：〈おとな〉1,500円  〈小中高〉1,000円

全席指定 電子
チケットコンサート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：2022年2月23日（水・祝）／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紙および電子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

SHISHAMO、初の東広島公演決定！
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♪

くらら開館5周年記念イベント

★
★

芸術の秋～みんなでモザイクアートをつくろう～

演者さんになりきって写真を撮ろう♪inこもれび広場
～秋の西条散歩♪くらら×美術館×くぐり門珈琲店～
コラボクイズラリー

（2022年3月末日まで）

（11月14日（日）まで）

特製ステッカーをプレ
ゼント！

TICKE T


