
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2月／3月号  編集・発行：東広島芸術文化ホールくらら  発行日：2022年2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】

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。

※くらら窓口持参および郵送のみ受付

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（水）
～14（月）

東広島市出土文化財管理センター
TEL 082-420-7890

自 無　料令和３年度出土文化財企画展
「古代の東広島」10:00～18:00

16（水）
～21（月）

広島大学総合博物館
TEL 082-424-4212

自 無　料生き物のカタチ展9:00～17:00

23（水・祝）
～28（月）

「原爆と峠三吉の詩」原爆展を
成功させる広島の会（犬塚）
TEL 090-1683-0990

自 無　料第5回原爆と戦争展
再び人類の頭上で使わせぬため語り継ぐ9:00～17:00

2（水）
～7（月）

公益財団法人
東広島市教育文化振興事業団
TEL 082-424-3811

自 無　料中央生涯学習センターまつり（ものづくり出品部門）9:00～17:00

9（水）
～14（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

16（水）
～21（月・祝）

越川 道江
TEL 090-3370-5425

自 無　料サイ・トゥオンブリ　hommage展5　-平面・立体-
アメリカの現代美術作家サイ・トゥオンブリを通して啓発された仲間による展示

10:00～17:00

23（水）
～28（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

30（水）
～4/4（月）

東広島デジタル写真研究会
TEL 090-4653-2762

自 無　料写真展 コロナ禍に〇〇を撮る　～それぞれの日常～9:00～17:00

指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12（土） くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

①11:00
②14:00

無　料
※申込終了

公益財団法人
東広島市教育文化振興事業団
TEL 082-424-3811

無　料中央生涯学習センターまつり（ステ―ジ発表部門）小ホール5（土）
～6（日） 13:00 自

5（土） ミュージックハウスK
TEL 082-439-1117

祈り風車　ピアニスト
大野志門 和田征士 島田久美によるコンサート小ホール15:00 ※オンラインチケット販売有

（くららHP催し物一覧「祈り風車」ご参照）

2,000円自
チ

15:00 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（振替公演）大ホール6（日） 指

チ ※22歳以下対象

一般：5,000円
U22：2,500円

広報誌［くららシード］2022年2月・3月号

チケット
好評発売中

「ひがしひろしま音楽祭」くらら会場 出演者募集
友の会「くららフレンズ」新規会員募集
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準備クラス
2022年度団員募集！

くららしっくコンサートVol.7
レジデンシャルアーティストによるコンサート ～音に想いを～
東広島市くららジュニアオーケストラ 第7回定期演奏会
柏木広樹＆光田健一“二人旅” アルバム「MAJESTIC」リリース記念ツアー
ヨコヤマ万博！横山雄二☆アナウンサー生活３２周年記念ライブ
くららシネマシリーズ 「お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方」
ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ 第19回公演 歌劇『カルメン』

ゴーティエ・カプソン 無伴奏チェロ・リサイタル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。
（2022年1月20日現在）

指第15回 ファイナルステージ Ｇｒａｄｕａｔｉｏｎ Ｄａｙ
卒園 ファイナルステージ

小ホール16（水） 12:00
C&Eインターナショナル
プリスクール（荒井）
TEL 082-421-0667

無　料

自
※当日券は各500円増し

一般：3,000円
学生：2,500円加藤和也 サクソフォンコンサート

weaved acoustics 音を編む
サロンホール26（土） 19:00 織色（加藤）

TEL 090-7546-6332

10:30 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 ピアノ部門小ホール11（金・祝）

東京藝術大学音楽学部
早期教育リサーチセンター
TEL 050-5525-2588

※申込終了

12:159（水） 無　料第70回　ロビーコンサート
出演：フォレストリオ（ヴァイオリン・チェロ・ピアノ）こもれび広場 くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 
自

第16回春のフレッシュコンサ－ト大ホール27（日） 15:00
広島県立広島中学校
・広島高等学校（平川）
TEL 082-491-0270

無　料自

第69回　ロビーコンサート
出演：森 明子（メゾソプラノ）こもれび広場12:159（水） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 
自 無　料

ジャスミン音の庭室内楽公開 レッスン
弦楽器とピアノのアンサンブルレッスン

サロンホール18（金） ピティナ東広島ステーション
TEL 090-7549-21159:20 自 無　料

おかげさまでくららは
開館5周年を迎えました。

指
チ

一般（大学生以上）：500円
高校生以下：無料（要整理券）

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

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小ホール23（水・祝） 14:30

■オーディション日時 
■オーディション会場
■募集パート 

｜
｜
｜

4月3日（日）13:30予定
東広島芸術文化ホールくらら サロンホール
弦楽器・管楽器・打楽器より若干名

■応募資格

■応募締切

｜
　
｜

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歳以上の県内在住者（くららオーケストラ準備クラス）
3月22日（火）必着

くらら5周年企画
モザイクアート完成！！

5周年を迎えたくららへの思いや期待が込められた

熱いメッセージカード約1,000枚で、

遂にモザイクアートが完成いたしました！！

展示は2022年の3月末まで、

くらら西口の廊下にてご覧いただけます。

皆様のご協力、本当にありがとうございました。

想像性と豊かな感性で、東広島の音楽文化をつくろう！ オーディションを開催します。

詳細はくらら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・チラシをご覧ください。

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準備クラス2022年度団員募集！

団員募集

新規会員募集

©2022 Gullane(Thomas)Limited.

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）

8年間で4
0万人以上を動員

大人気
ミュージカルがみ

んなの街
にやっ

てく
る！

HPから入会申込書をダウンロード、必要事項をご記入のうえ、FAX
（082-426-5901）で送信ののち銀行振込にて会費をお支払いください。

くらら主催・共催1公演につき、最大4枚まで購入可（公演による）

「チケット購入」または「友の会くららフレンズ」ページ内「インターネット予
約」へ進み、利用登録（仮・本登録とも）を行った後、ログインして友の会
入会画面から手続きを行なってください。会費はクレジットカード払いの
みとなります。

入会申込書にご記入のうえ、会費を添えてお申し込みください。

会員だけの特典やお得なサービスをご用意し、皆様の入会をお待ちしております。

メルマガ好評配信中！ ご希望の方はメールアドレスをご登録ください。

【振込先】銀行名：広島銀行 西条支店
　　　　番　号：普通3664805
　　　　口座名：東広島芸術文化ホール
※振込手数料はお客様のご負担となります。
　振込名義は入会者氏名にてお願いいたします。

※2022年2月7日（月）9:00より、くらら窓口/FAX/HPにて、会員継続受付開始。会　費 会　期1,000円（税込） 4月1日から2023年3月末

新規会員4月1日から受付開始
友の会「くららフレンズ」新規会員募集！

1.くらら窓口

一般に先駆けてチケットをご購入できます。

10％引、500円引など、公演に合わせて会員割引価格を設定
（くらら指定公演に限る。割引のない公演あり）

偶数隔月発行。くららの公演情報、チケット発売情報など、
最新ニュースをお知らせ

くらら2Fレストラン「ソラオト」や近隣飲食店など「くららフレンズ」協賛店で、
飲食代金割引などの優待あり

申込方法

2.FAX

3.ホームページ

会員特典

特典①

チケットを会員割引価格でお求めいただけます。特典②

広報誌「くららシード」をお届けします。特典③

くららフレンズ協賛店で提携サービスが受けられます。特典④

TAKE FREE

2 & 3
FEB / MAR 2 0 2 2

自ひとりミュージカル広島公演
維新の夢～吉田松陰物語～小ホール18:006（日）

※当日券は500円増し

【前売】3,000円
DVD特典付き：7,000円

株式会社 オフィス ピース オブ ドリーム
ひとりミュージカル事務局（伊藤）
TEL 090-2485-3979

14:00 林家たい平 講演会＆落語
～笑顔のもとに笑顔が集まる～大ホール13（日） 指

チ
一般：1,800円
学生（中学生以下）：1,000円

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

指
チ

キャンディープロモーション広島
TEL 082-249-8334wacci 47都道府県ツアー 2020-21（振替公演）大ホール23（水・祝） 17:00 【前売】一般：5,800円

【当日】6,800円

指
チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

柏木広樹＆光田健一“二人旅”
アルバム「MAJESTIC」リリース記念ツアー小ホール21（月・祝） 14:30 【前売】一般：6,000円

【当日】6,500円

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 くらら♪ピアノの日大ホール12（土） ※申込終了10:30

指
チ

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」

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

一般：1階席2,500円 2階席2,000円
小学生以下：1階席1,500円 2階席1,000円大ホール26（土）①11:30

②14:00

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

東広島市くららジュニアオーケストラ
第7回定期演奏会大ホール20（日） 無　料

※要入場整理券14:00
自
チ

18:00 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

くららしっくコンサートVol.7
レジデンシャルアーティストによるコンサート ～音に想いを～サロンホール11（金） ※チケットの事前予約不要。

　当日会場にてお求めください。

一般：500円自
チ

自
チ

一般社団法人
石見音楽文化振興会（佐藤）
TEL 080-6034-2096

19:00 佐藤晴睦　ヴィブラフォンリサイタル
～芸術とヴィブラフォン～サロンホール12（土）

【前売】大人2,000円
　　　高校生以下1,000円 

※当日券は500円増し



PICK UP

◆2月5日（土）9：00よりくらら窓口にて入場整理券配布開始。（お一人様4枚まで）入場無料〈要事前申込み〉

全席指定

全席自由コンサート

※未就学児入場不可

一般：6,900円 ［くららフレンズ：6,000円］　当日：7,500円（くらら会員割引なし）

●くららインターネット・くらら電話：2月20日（日）10:00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：2月27日（日）10:00～　●チケットぴあ： https://t.pia.jp（Pコード647-539）
【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

コンサート

くららシネマシリーズ
「お終活 熟春！ 人生、百年時代の過ごし方」
5月14日（土）／小ホール／①11：00～ ②14：00～ 

全席指定シネマ 電子
チケット

4月9日（土）／大ホール／16：30開演（16:00開場）予定
ヨコヤマ万博！ 横山雄二☆アナウンサー生活３２周年記念ライブ

ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ 第19回公演 歌劇『カルメン』
5月21日（土）・22日（日）／大ホール／両日14：00開演（13:15開場）

全席指定オペラ 電子
チケット

レジデンシャルアーティストによるコンサート ～音に想いを～

3月20日（日）／大ホール／14：00開演（13:15開場）
東広島市くららジュニアオーケストラ 第7回定期演奏会

【スペシャルゲスト】Coming Soon!

500円（当日精算）入場料

※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・SNS等にて情報掲載し発表とさせていただきますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

※新型コロナウイルス感染症の社会的状況により、発売日等を変更する場合がありますので予めご了承ください。

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・介助者席はくららチケットセンターのみ取扱い。

詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

EVENT GUIDE

3月11日（金）／サロンホール／18：00開演予定（17:30開場）学割 電子
チケット

くららしっくコンサートVol.7

アルバム「MAJESTIC」リリース記念ツアー

※未就学児入場不可

©Nikos Aliagas

※チケットの事前予約不要。当日会場にてお求めください。
※定員に達した場合入場をお断りする場合がございます。

●くららインターネット・くらら電話：2月12日（土）10：00～
●くららインターネット・くらら電話：2月19日（土）10：00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp（Pコード：209-725）

全席指定コンサート

“奏でる一音一音に迫りくる力強さがありながら、いともたやすく洗練された音楽を紡ぎ出す、まさに
類稀なパフォーマーである”（サンフランシスコ・クロニクル紙）
21世紀を代表するチェリストとして、毎年そうそうたる世界一流の指揮者や音楽家たちと共演し、
その幅広い活躍ぶりは枚挙にいとまがない。しなやかで深い表現力と豊かな音楽性、卓越したテ
クニックは絶賛され、母国フランスはもとより世界中で絶大な人気と実力で聴衆を魅了するアー
ティストである。
これまでにも来日を果たしているが、まだ限られた都市でしか演奏しておらず、満を持しての広島
初登場！ 1701年製の名器「マッテオ・ゴフリラー」の壮麗な響きを、最高の音響を誇るくらら大
ホールで是非とも堪能していただきたい。

ゴーティエ・カプソンは、名実ともに21世紀のチェロ界の“顔”として
抜きんでた存在である。世界トップクラスの指揮者および器楽奏者
たちとソリストとして国際舞台を共にする傍ら、パリのルイ・ヴィトン
財団美術館を会場とするチェロのマスター・クラス・プロジェクト
「Classe d’Excellence de Violoncelle」の創設者・主宰者とし
ても活躍。華々しい受賞歴を誇り、表現力ゆたかな音楽性、溌剌と
したヴィルトゥオジティ、そして使用楽器である1701年製のマッテ
オ・ゴフリラー「L’Ambassadeur」の奥深い音色によって、多くの人
びとを魅了している。
フランスのシャンベリ出身。5歳でチェロをはじめ、パリ国立音楽院
でフィリップ・ミュレールとアニー・コシェ＝ザキーヌに師事。のちに
ウィーンでハインリヒ・シフの指導を受けた。

ゴーティエ・カプソン 無伴奏チェロ・リサイタル
4月17日（日）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

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：S席6,000円　A席5,000円　学生(大学生以下）：全席4,000円
［くららフレンズ：各席500円引き/学生券を除く］TICKE T

全席自由

コンサート

3月21日（月・祝）／小ホール／14：30開演（14:00開場）
柏木広樹＆光田健一“二人旅”

一般：6,000円 ［くららフレンズ：5,000円］　当日：6,500円TICKE T

全席指定コンサート 電子
チケット

チェリスト柏木広樹と、ピアニスト＆シンガーソングライター光田健一によるデュオユニット 。

レジデンシャルアーティストとは：オーディションによりくららの登録アーティストとなった音楽家。
市内小中学校への出張コンサートなどアウトリーチ活動のほか、地域の音楽文化振興に貢献しています。

若い力で文化を発信し続ける東広島市くららジュニアオーケストラ。
スペシャルゲストに柏木広樹（Vc）と光田健一（Pf）の両氏をお迎えします！  指揮：もりてつや.

●くららインターネット・くらら電話：1月22日（土）10：00～
●チケットぴあ（Pコード：207‐363）、ローソンチケット（Lコード：62868)、e＋でもお取扱い

【くららフレンズ・一般同日発売】

wacci 47都道府県ツアー2020-21wacci 47都道府県ツアー2020-21

全席指定コンサート 学割

学割

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

チ
ケ
ッ
ト
好
評
発
売
中

©Takafumi Ueno

※3歳未満入場不可

※3歳未満入場不可

全席指定コンサート 電子
チケット

振替公演：2022年2月23日（水・祝）／大ホール／17:00開演（16:00開場）
一般：5,800円 ［くららフレンズ：5,500円］　当日：6,800円（当日券はくらら会員割引なし）

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

※未就学児入場不可

全席指定コンサート 電子
チケット

全席指定講演会 電子
チケット

電子
チケット

2月23日（水・祝）／小ホール／14：30開演（14:00開場）
一般（大学生以上）：500円　高校生以下：無料（要整理券）

※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。

※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。

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」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」
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）

全席指定コンサート

全席指定ミュージカル

八神純子 Live　キミの街へ～for all living things～八神純子 Live　キミの街へ～for all living things～
4月2日（土）／大ホール／17：00開演（16:15開場）
一般：7,200円 ［くららフレンズ：6,900円］

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］

※2歳以上有料。
　2歳未満は保護者1名につき1名膝上無料

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

4月16日（土）／大ホール／17：00開演（16:00開場）
大人：8,900円　子供（4歳以上中学生以下）：2,500円※4歳以上要チケット

　3歳以下入場不可／膝上観覧禁止

第25回 BEGINコンサートツアー２０２２第25回 BEGINコンサートツアー２０２２ 学割

https://www.gautiercapucon.com

※くらら会員割引なし

※未就学児入場不可

※未就学児入場可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

「ひがしひろしま音楽祭」くらら会場
出演者募集！

■開催日 
■演奏形態 

■リハーサル
■参加費
■その他

｜
｜

｜
｜
｜

6月12日（日）11:00～17:30予定
5部門のみ　吹奏楽、交響楽、合奏、合唱、パフォーマンス
1団体10名以上
なし
1団体あたり5,000円（税込）
反響板あり、平台設置（2段を予定）

■共用楽器

■応募期間

｜

｜

ティンパニー4台、バスドラム、ドラムセット、
グロッケン、シロフォン
※その他の楽器については各演奏団体が持参すること

2月1日（火）～3月15日（火）17:00くらら必着  

応募要項、申込書はくららＨＰ「お知らせ」をご覧ください。
※新型コロナに係る社会的状況によりやむを得ず中止となる場合がございます。
　予めご了承の上、お申し込みくださいますようお願いいたします。

2020年度・2021年度は、コロナ禍により中止となりましたが、次年度こそは感染防止策を徹底し開催予定です。
15回目を迎える「ひがしひろしま音楽祭」くらら会場“みんなで楽しくくららホール”。
市民自らがつくり、みんなで楽しむことを目標に、オリジナリティにあふれた出演団体を募集します。

出演者募集

指揮＆演出／もりてつや.
演奏／ヴィータ♦ムジカーレ♦オペラ管弦楽団
　　　＆ オペラ合唱団 ＆ カルメン舞踏団
出演者／森 明子・藤田卓也・羽山弘子・折河宏治・安東省二・山本徹也
　　　　枝川一也・久保幸代・渡邉千歌・益原恒二朗 他

人生、いつ整理する！？
離婚秒読みの金婚熟年夫婦を救ったのは…なんと“お終活"だった! ?

※当日券は全席500円増し。くらら会員割引なし。

©2021「お終活」製作委員会

一般：S席8,000円 ［くららフレンズ：7,500円］
　　　A席7,000円 ［くららフレンズ：6,500円］
　　　B席6,000円 ［くららフレンズ：5,500円］TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：3月6日（日）10:00～
【くららフレンズ・一般同日発売】

（当日券はくらら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

●くららインターネット・くらら電話：3月5日（土）10：00～

TICKE T

【くららフレンズ・一般同日発売】

［各回完全入れ替え］※開場は上映時間30分前

GAUTIER CAPUÇONGAUTIER CAPUÇON

21世紀チェロ界の“顔”、ゴーティエ・カプソンが広島に初登場！
最高峰の名器1701年製“マッテオ・ゴフリラー”で、
くららに聖なる音を響かせる―。

（くらら会員割引なし）

G.ビゼー作曲


