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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

1（水）
～6（月）

東広島市人権男女共同参画課
TEL 082-420-0927自 無　料令和３年度人権週間パネル展

みんなで守る子どもの人権　そして誰一人取り残さない世界へ9:00～17:00

8（水）
～13（月）

熟大ＯＢ陶芸同好会（財満）
TEL 090-5701-3380自 無　料熟大ＯＢと熟大生による 陶芸作品展

東広島熟年大学陶芸講座卒業生の集まり熟大ＯＢ陶芸同好会と熟大生の合同作品展
9:00～17:00

15（水）
～20（月）

広島県立西条特別支援学校（河﨑）
TEL 082-425-1377

自 無　料第13回こころのいずみ作品展9:00～17:00

22（水）
～27（月）

現代美術家協会 山陽支部
TEL 080-8238-9949自 無　料第13回 山陽現展10:00～18:00

5（水）
～10（月・祝）

広島大学マスターズ市民講座（難波）
TEL 082-429-0031

自 無　料東広島を楽しくスケッチしよう（高屋町編）9:00～17:00

19（水）
～24（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

26（水）
～31（月）

東広島女流書家
TEL 090-2800-2513自 無　料堀江竹翠個展・東広島女流書展9:00～17:00

3（金） 自 ピティナ広島ステーション（中野）
TEL 090-7549-2115

ジャスミン音の庭 室内楽クラス公開レッスン　
ピアノと弦楽器のアンサンブルサロンホール9:15 無　料

music art実行委員会（北野）
TEL 080-8234-68352021HIGASHIHIROSHIMA歌の日大ホール

①10:30～
②13:30～
③15:00～

自 東広島市人権男女共同参画課
TEL 082-420-0927

人権フェスティバル２０２１ひがしひろしま
「子どもの人権」～みんなちがって、みんないい～小ホール13:004（土） 無　料

4（土）

自第68回　ロビーコンサート
出演：もりてつや音楽教室　声楽コンクール入賞者によるコンサートこもれび広場12（水） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 12:15 無　料

ミュージックハウスK
TEL 082-439-1117

無　料NEW YEAR　ピアノコンサート
しまだピアノ教室主催（講師・生徒出演）小ホール10（月・祝） 15:00 自

自

【前売】S席4,500円 A席4,000円 B席3,500円

【当日】S席5,000円 A席4,500円 B席4,000円
車いす席3,500円 

外国人留学生と企業との就職交流会
（企業向け相談会・留学生と企業との交流会）　※サロンホール（別会場）

　でも開催

小ホール22（水） 13:30 
公益財団法人
ひろしま国際センター（廣藤）
TEL 082-541-3777

指 無　料
※要入場整理券Ｋｉｒａ２　Ｗｉｎｔｅｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　２０２１小ホール19（日）

東広島インターナショナルバレエ
・SAYAKAバレエ
TEL 090-2003-0824

14:00

一般：2,000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特別編
「天才！横山雄二が語る映画の魅力」大ホール14:005（日） 指

チ

前売（おとな）1200円 （小中高） 800円
当日（おとな）1500円 （小中高）1000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「おかあさんの被爆ピアノ」大ホール①11:00

②15:0019（日） 指
チ

指
チ

自クリスマス コンサート
～華やかで温もりのあるひとときを～サロンホール11（土） Trio Lumiere

TEL 090-1016-427619:30 一般：2,000円
学生：1,000円

指
チ

ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ シリーズ企画
『オペラ、そうだったのか！！』オペラティック コンサート小ホール14:0029（土） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 
一般：1,000円

［くらら会員800円］

一般：GS席完売 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

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 14:00 SUPER BRASS STARS feat.侍BRASS

スぺシャル・ライブ大ホール16（日） 指
チ

くらら開館5周年記念

広報誌［くららシード］
2021年12月・2022年1月号

「東京藝術大学音楽学部 早期教育プロジェクト2021 in 東広島」 受講生募集

INFORMAT ION

広島県 警察音楽隊コンサート in くらら
ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ シリーズ企画 「オペラ、そうだったのか！！」オペラティック コンサート
くらら音楽普及啓発事業 登録アーティスト　アウトリーチ ガラコンサートVol.5
林家たい平 講演会＆落語　～笑顔のもとに笑顔が集まる～
きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル「ソドー島のたからもの」
八神純子 Live　キミの街へ～for all living things～
第25回 BEGINコンサートツアー2022

SUPER BRASS STARS feat.侍BRASS　スぺシャル・ライブ

「くららオーケストラ（仮称）準備クラス」 2022年度団員募集

PICK UP

EVENT GUIDE

INFORMATION

※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11月15日現在）

無　料

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

第67回　ロビーコンサート
出演：広島三育学院中学・高等学校 広島三育学院聖歌隊こもれび広場12:158（水） 自 無　料

自 森木和美
TEL 090-7138-2890気まぐれコンサートサロンホール13:0018（土） 無　料

指 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 広島県警察音楽隊コンサート in くらら大ホール14:0022（土） 無　料

※要事前申込

東広島芸術文化ホールくらら

年末年始のご案内
１月の施設予約抽選会

1月5日（水）■受付9：00～9：30

■受付10：30～11：0012月28日（火）から2022年1月4日（火）まで
休館いたします。
年始は1月5日（水）からの営業となります。

◎2023年1月5日～31日までの大ホール・小ホール
◎2022年7月1日～31日までのサロンホール（イベント）利用分

1月6日（木）■受付9：00～9：30
◎2022年4月1日～30日までの諸室利用分

◎2023年1月5日～31日までの市民ギャラリー利用分

おかげさまでくららは
開館5周年を迎えました。

■開催日時
■講師
■対象
■WEB申込締切
■お問合わせ・申込

｜
｜
｜
｜
｜

2022年2月11日（金・祝）10:30～16:45（予定）
青柳 晋（ピアニスト・東京藝術大学音楽学部 教授）
小学4年～中学2年生（定員5名）
2021年12月12日（日）
東京藝術大学音楽学部 早期教育リサーチセンター
〒110-8714  東京都台東区上野公園12-8
TEL　050-5525-2588（平日11:00‐17:00）
https://www.geidai.ac.jp/information/
measure/eep/eep2021/eep2021hiroshima

東京藝術大学音楽学部 早期教育プロジェクト２０２１in 東広島

Photo by Kosuke Kobayashi

SUPER
BRASS
STARS
fea t .侍BRASS
スぺシャル・ライブ

SUPER
BRASS
STARS
fea t .侍BRASS
スぺシャル・ライブ

くらら開館5周年記念事業くらら開館5周年記念事業

広島尺八合奏団たけのこ（中川）
TEL 080-3967-1930

無　料広島尺八合奏団たけのこ第9回定期演奏会小ホール9（日） 14:00 自

■応募期間 
■募集パート 
■募集人数 
■応募資格

｜
｜
｜
｜

｜

随時募集　応募後日程調整しオーディション実施
弦楽器・Ob・Cl・Fg・Hr・Tu・打楽器
上記各パート　若干名
県内在住かつオーケストラ楽器経験者。楽器保有者（打楽器以外）
音楽が大好きで、意欲をもって練習に参加できる方。

■活動期間
■団費 

｜
｜
2022年4月～2023年3月まで（年度ごと継続可）
年額30,000円　※その他、消耗品費など実費負担あり

● くららオケ（仮称）の編成完結迄の活動は、ジュニオケと一緒に活動をし、編成完結後は独立予定
● 原則として日曜日　9時30分～12時30分（準備・後片付けの時間を含む） ※練習会場の都合上、時間変更や週末になる場合あり。
● 年間24回（月1～3回）程度の練習 ※行事の前や、ジュニオケ・メンバーの夏季休校期間は変則
● パート練習及び合奏を中心とした演奏活動　● 定期演奏会や各イベント等への演奏参加
● 夏季強化練習や交流会等のイベント（コロナ禍では中止）

■練習日程・内容

音楽の魅力を一緒に追求しませんか？
東京藝術大学音楽学部教員が東広島へ
赴いて、実技レッスンによる指導を通じて
子どもたちの可能性を引き出し、技術の向
上と演奏の楽しみを共有する本プロジェク
ト。文部科学省国立大学機能強化事業の
一環として、東広島での実施も今年度で6
回目を迎えます。
今回はピアノ部門で、小・中学生を対象に
個人レッスンを行います。レッスンの受講は
無料です。どうぞふるってご応募ください。

『世代を超えてともに学びあう』
想像性と豊かな感性で、東広島の音楽文化をつくろう！

受講
無料

申込方法の詳細は、募集チラシまたは藝大ホームページをご覧ください。

詳細はくららホームページをご覧ください。

受講生募集

くららオーケストラ（仮称）準備クラス
2022年度団員募集

団員募集



◆応募はがき受付期間（往復はがき以外は無効）：12月１日（水）～12月15日（水）消印有効（期間外着は無効）
◆お一人様1通まで（４名様まで入場可）　◆結果発表は抽選のうえ12月下旬、返信ハガキにて発送 ◆詳細は、チラシ又はホームページをご覧ください。

PICK UP

入場無料
〈要事前申込み〉

トリオというアンサンブルはミニマルでありながら機能的でしかも自由度の高い形態です。とくにジャズの場合ト
リオというと、ピアノ、ベース、ドラムという３人ですが、このSUPER BRASS STARS（SBS）は“管楽器による
ジャズトリオ”であります。これはどういうことかというと、３つしか音が出ないという制約の中でいかに楽しいア
ンサンブルをするか？という難題に挑戦することなのです。３人だけの管楽器アンサンブルなんて通常では考え
られない組み合わせですが、「２５年以上の仲間であるエリックさん、本田さんとだったら楽しくできるんじゃな
い？」とふと思いついてしまったんです。これも侍BRASSでの金管アンサンブルでもジャズはできるという経験
とアイディアがあったから。しかも「SBSと侍BRASSがタッグを組んだら最強じゃね？」なんて夢を話したら、なん
と東広島芸術ホールさんがやりましょう！って言っていただけて。これは５周年を飾る最高のブラス祭りになるこ
とは間違いなし！と。
ホールに響く圧倒的なサウンドを一緒に体感しましょう！

僕が日本に来日してもう３０年、数え切れない場面で様々な音楽を共にした世界最高峰レベルの音楽家、本田
さんと英二郎さん。SUPER BRASS STARSはお互いにもう何も言わずにして音が合う程の信頼関係なの
で自由に心を開き毎回一体何が起こるか分からないので既にワクワクしてます！
そしてもう一つのお楽しみは侍ブラスとの共演！　世界最高峰レベルのオーケストラプレーヤー軍団の侍
BRASSとSUPER BRASS STARSとのコラボは絶対に今までに聞いた事の無い世界が生まれる事は間違
い無いです！！　東広島芸術文化ホール くららの開館５周年のお祝いに相応わしい素敵な公演になる筈です
ので全ての音楽ファンの皆様、是非お越し下さいませ！！

全席指定 電子
チケット

全席指定コンサート

※未就学児入場不可

一般：1,800円 ［くららフレンズ：1,500円］　学生（中学生以下）：1,000円

●くららインターネット・くらら電話：1月13日（木）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：1月16日（日）10：00～  ●チケットぴあ： https://t.pia.jp（Pコード509-586）
【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

一般：8,900円　子供（4歳以上中学生以下）：2,500円

●くららインターネット・くらら電話：1月30日（日）10：00～

TICKE T

一般：7,200円（予定）TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：2月5日（土）10：00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp
●ローソンチケット：https://l-tike.com
●イープラス：https://eplus.jp

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

【チケット発売日未定】

一般：1階席2,500円　2階席2,000円 ［くららフレンズ：1階席2,200円　2階席1,700円］
小学生以下：1階席1,500円　2階席1,000円 ［くららフレンズ：1階席1,200円　2階席800円］

●くららインターネット・くらら電話：12月18日（土）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：12月25日（土）10：00～　●チケットぴあ（Pコード：509-678)
【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

コンサート

第25回 BEGINコンサートツアー２０２２
2022年 4月16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

2022年 3月13日（日）／大ホール／14：00開演（13:30開場）
林家たい平 講演会＆落語　～笑顔のもとに笑顔が集まる～

※4歳以上チケット必要
　3歳以下入場不可／膝上観覧禁止

八神純子 Live　キミの街へ～for all living things～

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル「ソドー島のたからもの」

2022年 4月2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 ※未就学児入場不可

2022年 3月26日（土）／大ホール
①11：30開演（11:00開場） ②14：00開演（13:30開場）

全席指定ミュージカル 電子
チケット

2022年 1月29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 シリーズ企画
「オペラ、そうだったのか！！」オペラティック コンサート

●くららチケットセンター窓口：12月7日（火）10：00～（お一人４枚まで）【くららフレンズ・一般同日発売】

人気落語家・林家たい平による講演会です。
落語も一席ついてくる！

8年間で40万人以上を動員
大人気ミュージカルがみんなの街にやってくる！

COMING SOON！

一般：1,000円 ［くららフレンズ：900円］TICKE T

解説・ピアノ：もりてつや.
出演：安東由華（ソプラノ）森明子（メゾソプラノ）藤田卓也（テノール）
       【ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラメンバー】

※チケット発売時の密集を避けるため、販売初日は窓口での販売を行いません。 
※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。

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（12/28～1/4休館）

※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。

EVENT GUIDE

2022年 1月22日（土）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

学割 電子
チケット

ⒸKosuke Kobayashi

ⒸKosuke Kobayashi

ⒸKosuke Kobayashi

広島県 警察音楽隊コンサート in くらら

※未就学児入場不可

※未就学児膝上鑑賞可（但し、座席使用の場合は、同伴者名に記入）
※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。

●くららインターネット・くらら電話
●チケットぴあ：https://t.pia.jp 0570-02-9999（Pコード204‐057）
　　　　　　　※電話受付は12月末で終了
●楽天チケット：http://r-t.jp/sbs_kurara 050-5434-7343（平日10:00～17:00）

中川英二郎

エリック・ミヤシロ

チケット
好評発売中！

全席指定コンサート

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）」。日本が世界に誇るこの3人の
名手と、トッププレーヤー集団「侍BRASS」によるニューイ
ヤーライブ！ 互いに刺激し合い生み出された音楽は、くららを
興奮の渦へと巻きこむ。最強タッグによる贅沢なサウンドを、
ぜひご堪能あれ！

2022年5/21（土）・22（日）開催のヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ 第19回公演 歌劇「カルメン」の公演に先駆けて、オペラについてのひと時をお楽しみください。
イタリアオペラとフランスオペラの名曲演奏聴きくらべ。カルメンの見どころ聴きどころなど、お話を交えたコンサート。

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）

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

東広島芸術活動♪応援キャンペーン

東広島芸術活動♪応援キャンペーン

一般：GS席完売　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
［くららフレンズ：各席500円引き/学生券を除く］

TICKE T

全席指定

※第17回オペラ公演より

講演会

2022年 2月23日（水・祝）／小ホール／14：30開演（14:00開場）

くらら音楽普及啓発事業 登録アーティスト　アウトリーチ ガラコンサートVol.5

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

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。

●くららインターネット・くらら電話：12月10日（金）10：00～【くららフレンズ・一般同日発売】
丸子有美𠮷川絢子

くららシネマシリーズ おかあさんの被爆ピアノ上映会＆被爆ピアノミニコンサートくららシネマシリーズ おかあさんの被爆ピアノ上映会＆被爆ピアノミニコンサート
12月19日（日）／大ホール／①11:00開演（10:30開場）②15:00（14:30開場）

全席指定コンサート 学割 電子
チケット

全席指定シネマ 電子
チケット

くらら クラシック・カフェくらら クラシック・カフェ
振替公演：2022年2月6日（日）／大ホール／15：00開演（14:00開場）
お菓子付きチケット一般：5,000円 ［くららフレンズ：4,500円］　U22：2,500円

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

チ
ケ
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ト
好
評
発
売
中

©Takafumi Ueno

※未就学児入場不可
©2020映画「被爆ピアノ」製作委員会

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
12月5日（日）／大ホール／14：00開演（13:30開場）全席指定シネマ講演会 電子

チケット
一般：2,000円 ［くららフレンズ：1,800円］※未就学児入場不可

※3歳未満入場不可

学割
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Message from SUPER BRASS STARS 

Profile of SAMURAI BRASS

開館5周年おめでとうございます！ 常日頃からとてもよくご一緒させて頂いているエリック・ミヤシロさん、中川
英二郎さん。自分はスーパーなのかスターなのか分かりませんが、何より一緒に演っていて何も言わずに一番
自然に演奏のニュアンス、歌を合わせられる3人なのは、音楽を奏でる上でとても大事だし、何より安心して落
ち着いて音楽出来る大切な仲間たちです。
今のところ意外に仲良しで、演奏していないシーンでも和気藹 と々させて頂いてます。たった3人で！っての、昔
だったら「えーそんなの無理！」って思ったかもしれませんが、最近はもうあんまり人数いないほうが一人一人の
個性がはっきりするし、なにより音が全員聴こえるし緊張感をもってステージに挑めます。素直に楽しい！ それも
このメンバーだからこそです。
今回はこれにプラスなんと侍BRASSとも合体！ 僕にとっては初体験となります。金管アンサンブルの中に1人
木管のサックスが入ってどんな事になるのか？ 自分が一番ワクワクしています！

国内オーケストラの首席奏者達とスタジオ界のトッププレイヤーがタッグを組んだ最強のドリームブラス。
Euphonium搭載の金管アンサンブル。2006年8月にCD「葉隠《HAGAKURE》」デビュー。同時に東京オペラシ
ティコンサートホールでデビュー公演。その後、毎年夏の風物詩として、東京オペラシティでのコンサートを満員で開催
している。 金管8重奏のオリジナル楽曲を中心に、CD、楽譜出版、コンサートを行う。現在では、日本吹奏楽連盟の
「アンサンブルコンテスト」で、侍BRASSの楽曲で上位入賞するチームも登場。また2016年8月に9枚目のCD「十拳
剣」をリリース。2021年9月侍BRASS結成15周年記念　第10録音集（CD）「扇の的」発売。オリジナル金管8重奏
の枠を超え、ポップスアレンジや様々な編成での取り組みなど、金管アンサンブルの魅力を追求し続ける。

本田雅人

※くららフレンズ割引なし


