
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4月／5月号  編集・発行：東広島芸術文化ホールくらら  発行日：2022年4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。
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

3/30（水）
～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

6（水）
～11（月）

東広島水彩画教室（中村）
TEL 082-428-0367

自 無　料第２０回　水彩画展　東広島水彩画教室
受講生による作品展

9:00～17:00

13（水）
～18（月）

ひまわり水彩画教室（景山）
TEL 082-428-6695自 無　料第15回ひまわり水彩画教室展　

「楽しく描くをモットーに」藤井悟先生指導9:00～17:00

20（水）
～25（月）

水葉会（北野）
TEL 082-422-2022

自 無　料第16回　水葉会　日本画展9:00～17:00

27（水）
～5/2（月）

誠慎書画曾（玉村）
TEL 082-436-0764

自 無　料誠慎書画曾9:00～17:00

4（水・祝）
～9（月）

ザ・ロープ・ヒロシマ（田島）
TEL 090-8996-3300

自 無　料第30回 帆船模型展9:00～17:00

11（水）
～23（月）

東広島書道協会（原田）
TEL 082-423-5417

自 無　料第39回 東広島書道協会「会員展」9:00～17:00

25（水）
～30（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

安芸岳風会 江風会（熊本）
TEL 080-1943-2100

無　料
※完全予約制(詩吟)日本詩吟学院　中国四国地区吟詠大会小ホール1（日） 12:00 自

15:00 民音中国センター（橘）
TEL 082-567-0585

クラシック名曲コンサート
指揮／太田弦　ヴァイオリン／正戸里佳　管弦楽／広島交響楽団大ホール3（日） 指

チ

指定席5,300円
当日：学生席2,000円
（要学生証提示）

広報誌［くららシード］2022年4月・5月号

東広島市くららジュニアオーケストラ2022年度団員2次募集
音楽普及啓発事業 アウトリーチセミナー受講生募集
音楽普及啓発事業 令和4年度登録アーティストオーディション

柿原徹也＆KENN スペシャル・トークショー
ひがしひろしま音楽祭2022特別企画  陸上自衛隊 第13音楽隊コンサート in くらら
小曽根真 featuring No Name Horses　～THE BEST～
デリカウイングpresents  三遊亭小遊三・林家たい平 二人会
NHK交響楽団 東広島特別公演
東京バレエ団 子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」
南こうせつコンサートツアー2022 ～夜明けの風～

令和4年度 松竹歌舞伎舞踊公演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3月19日現在）

大学・短期大学・専門学校 進学ガイダンス
高校生・保護者・その他一般の方を対象とした進学相談会

小ホール25（水） 15:30 （株）日本ドリコム
TEL 06-6399-0888

無　料

指

指

14:307（土） 無　料東広島ミュージカル連合定期公演会
～モーツァルトの休日～　大ホール 東広島ミュージカル連合

自ひまわりコンサート小ホール31（火） 13:00 安藤　睦子
TEL 080-2900-2271

無　料

第71回　ロビーコンサート
出演：Still Young Jazz Quartet　こもれび広場12:1513（水）

23（土）

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

株式会社HIGHERSELF
TEL 082-545-0082

自 無　料

無　料

第72回　ロビーコンサート
出演：東広島フルートオーケストラこもれび広場12:1511（水） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 
自 無　料

11:45 第１７回ファーストステージ　Ｅｎｔｒａｎｃｅ　Ｄａｙ　
入園・進級　ファーストステージ

HIPPYメジャーデビュー7周年初ホールワンマンライブ
[ヒーローアイランド計画7～DEKIRU～]

小ホール15（金）
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

一般：5,000円

一般：3,300円
当日：4,400円

2（土）
なごみのピアノコンサート
実行委員会（仙立）
TEL 082-424-9827

なごみのピアノコンサートサロンホール18:00 自

自

自

無　料
ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549‐2115ピティナ ピアノステップ東広島春季地区大ホール

28（木） 14:30

29（金・祝） 9:30

■オーディション日時 
■オーディション会場
■募集パート

■応募資格
■応募締切 

｜
｜
｜

｜
｜

6月19日（日）13:30予定
東広島芸術文化ホールくらら　３F サロンホール
ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・オーボエ・クラリネット・
ファゴット・ホルン・トランペット・テューバ・打楽器　各パート若干名
県内在住、在学の小学校3年生から高校3年生
6月14日（火）必着 （くらら窓口持参・郵送・FAX・メールいずれも可）

想像性と豊かな感性で、東広島の音楽文化をつくろう！

各種応募に関する詳細はチラシ、またはくららホームページをご確認ください。
■お問い合わせ：東広島芸術文化ホールくらら　TEL 082-426-5900　■お申し込み：メール event@kurara-hall.jp／FAX 082-426-5901

東広島市くららジュニアオーケストラ2022年度団員2次募集！
団員募集

■日時 
■会場
■講師

■参加費
■定員
■申し込み方法

｜
｜
｜

｜
｜
｜

5月28日（土）14：30～17：15
東広島芸術文化ホールくらら　３F サロンホール
講義：児玉真　
模擬アウトリーチ：“風の五重奏団”となかまたち～風の合奏団～
無料（要事前申し込み）
30名程度（先着順／定員になり次第終了）

■日時 
■会場
■募集楽器・構成
■審査内容
■応募条件および応募資格｜

■申し込み方法 
■応募締切

｜
｜
｜
｜

｜
｜

6月24日（金）14：00
東広島芸術文化ホールくらら　３F サロンホール
音楽の魅力を十分に伝えることのできる楽器・編成であれば特に問いません。
15分程度の模擬アウトリーチ（実技）と面接

所定応募用紙（チラシ裏面）にご記入のうえ、くららに提出（持参・郵送・FAX・メールいずれも可）
6月7日（火）19:00必着

・すでに音楽家として活動している、もしくは演奏家を目指している方で、この事業の主旨に賛同できる方。
・音楽を通じて子供たち・市民と向き合い、音楽を伝えることに深く追求しようと意欲のある方。
・コーディネーターの支援のもと、音楽普及啓発について魅力あるプログラムや企画などをともに作り上げようとする協調性のある方。
・当事業の今後のスケジュールに柔軟に対応できる方。

音楽を楽しく、わかりやすく、深く体感

音楽普及啓発事業 アウトリーチセミナー受講生募集！
参加者募集

音楽普及啓発事業 令和4年度登録アーティストオーディション
登録アーティスト募集 7月24日（日）

大ホール
17：00開演（16:15開場）

TAKE FREE

4 & 5
A P R / M A Y  2 0 2 2

指
チ

キャンディープロモーション広島
TEL 082-249-8334

ヨコヤマ万博！
横山雄二☆アナウンサー生活３２周年記念ライブ大ホール16:309（土） 一般：6,900円

当日：7,500円

自 無　料 ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549‐2115

ジャスミン音の庭室内楽公開レッスン
ピアノと弦楽器とのアンサンブルレッスンサロンホール27（水） 9:20 

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」

小ホール14（土） くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

①11:00
②14:00

一般：1,200円
当日：1,400円

指
チ

ゴーティエ・カプソン　無伴奏チェロ・リサイタル大ホール

大ホール

17（日） くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 14:00

18:00

一般：S席6,000円　A席5,000円 
学生(大学生以下)：全席4,000円

指
チ

大人：8,900円　
子供（4歳以上中学生以下）
：2,500円

キャンディープロモーション広島
TEL 082-249-8334第25回 BEGINコンサートツアー2022大ホール16（土） 17:00

指
チ

指
チ

指
チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 柿原徹也＆KENN　スペシャル・トークショー大ホール1（日） 14:00

指
大友明帆リサイタル
実行委員会（大友）　
TEL 080-7000-3091

大友明帆ソプラノデビューリサイタル　夢に向かって新緑に歌う　
ソプラノ 大友明帆（高三）&ピアノ もりてつや.小ホール28（土） 14:00 無　料

※要入場整理券

指 市民公開講座事務局
TEL 082-430-4305２０２２世界禁煙デー　市民公開講座in東広島大ホール28（土） 無　料

※要事前申込15:00

13:30 自
チ

第五回　東広島で落語を愉しむ会　
ジャンボ衣笠・満福亭おかわり二人会

東広島で落語を愉しむ会（尾崎） 
TEL 090-3636-0272

小ホール29（日）
一般：1,200円　
当日：1,500円 
高校生以下：800円

自
チ

東広島子ども劇場（岡光）
TEL 090-4106-470917:30 ラストラーダカンパニーによるパントマイム　サーカスの灯　

東広島子ども劇場　４０周年記念公演サロンホール14（土）
1,000円

当日：1,200円
※３歳以下無料

14:00 ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ 第19回公演
歌劇『カルメン』大ホール21（土）

22（日）
指
チ

一般：S席8,000円、A席7,000円、B席6,000円 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 ※当日券は全席500円増し

ピアノ：小山実稚恵
指揮：角田鋼亮

©ND CHOW©Hikaru Hoshi

NHK交響楽団NHK交響楽団
東広島特別公演東広島特別公演

所定応募用紙（チラシ裏面）にご記入のうえ、くららに提出（持参・郵送・FAX・メールいずれも可）



PICK UP

◆4月11日（月）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。無くなり次第終了）入場無料〈要事前申込み〉

全席自由コンサート

●くららインターネット：4月3日（日）10：00～
●くららインターネット：4月9日（土）10：00～　
●チケットぴあ： https://t.pia.jp

【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】

5月14日（土）／小ホール／①11：00～ ②14：00～［各回完全入れ替え］ 

ひがしひろしま音楽祭2022特別企画  陸上自衛隊 第13音楽隊コンサート in くらら
6月11日（土）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

※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。

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

学割 ※未就学児入場不可

●くららインターネット・くらら電話：4月10日（日）10：00～
●くららインターネット・くらら電話：4月17日（日）10：00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp （Pコード511-271）

全席指定歌舞伎

令和4年度 松竹歌舞伎舞踊公演
7月7日（木）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

一般：SS席8,300円　S席7,800円　A席6,800円　B席4,800円　C席3,300円
学生：全席4,500円 ［くららフレンズは各席300円引き。ただし学生席を除く］TICKE T

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

●くららインターネット・くらら電話：4月3日（日）10：00～
●くららインターネット・くらら電話：4月9日（土）10：00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp（Pコード213-018）
●楽天チケット：050-5434-7343（平日10:00～17:00）　http://r-t.jp/ozone_ft_nnh

【くららフレンズ・一般同日販売】●くららインターネット・くらら電話：3月20日（日）10：00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp （Pコード511-252）
●ローソンチケット：https://l-tike.com（Lコード：62984）

一般：SS席7,000円　S席6,500円　A席5,500円

学生：S席4,000円　A席3,500円
TICKE T

5月1日（日）／大ホール／14：00開演（13:00開場）
柿原徹也＆KENN スペシャル・トークショー

一般：5,000円 TICKE T

全席指定講演会 電子
チケット

統制美あふれる第１３音楽隊のハイレベルな吹奏楽サウンドをお楽しみください。

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」
ベートーヴェン：交響曲 第5番「運命」

ピアノ：小山実稚恵

柿原徹也 KENN

指揮：角田鋼亮

全席指定コンサート 学割 電子
チケット

チ
ケ
ッ
ト
好
評
発
売
中 電子

チケット

全席指定コンサート

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
4月9日（土）／大ホール／16：30開演（16:00開場）
一般：6,900円 ［くららフレンズ：6,000円］　当日：7,500円（当日券はくらら会員割引なし）※未就学児入場不可

ゴーティエ・カプソン 無伴奏チェロ・リサイタルゴーティエ・カプソン 無伴奏チェロ・リサイタル

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」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」

4月17日（日）／大ホール／14：00開演（13:15開場）
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］※未就学児入場不可

全席指定シネマ

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

【スペシャルゲスト】
柏木広樹、いいくぼさおり、
バチョフ、矢井田瞳 他

前売（一般）：1,200円 ［くららフレンズ：1,000円］　当日（一般）：1,400円（当日券はくらら会員割引なし）

※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

全席指定オペラ 電子
チケット 5月21日（土）・22日（日）／大ホール／両日14：00開演（13:15開場）

一般：S席8,000円　A席7,000円　B席6,000円 ［くららフレンズ：各席500円引き］※未就学児入場不可

ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ 第19回公演  歌劇『カルメン』ヴィータ◆ムジカーレ◆オペラ 第19回公演  歌劇『カルメン』

学割

※未就学児入場可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※当日券は全席500円増し。くらら会員割引なし。

※開場は上映時間30分前

歌舞伎の名門「成駒屋」の八代目 中村芝翫が親子で演じる「連獅子」、
そして人気演目の「操り三番叟」という豪華演目による
歌舞伎舞踊公演をくららでお楽しみください。

（くららフレンズ会員割引なし）　※電子チケットのみ

※車椅子席・介助者席はくららチケットセンターへお問い合わせください。

※都合により公演日程・内容等が変更となる場合がございます。

6月26日（日）／大ホール／15：00開演（14:15開場）
小曽根真 featuring No Name Horses  ～THE BEST～

※未就学児入場不可

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）

4月2日（土）開催を予定しておりました「八神純子 Live　キミの街へ～for all living things」は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大変残念
ながら、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。

公演中止のお知らせ

延期日程やチケット払い戻し方法については、決定次第、キャンディプロモーションHP
およびくららHPにて発表します。詳細は各HPをご確認ください。中止

7月10日（日）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

デリカウイングpresents  三遊亭小遊三・林家たい平 二人会

一般：3,900円　［くららフレンズ：3,600円］ TICKE T

全席指定落語 ※未就学児入場不可

学割 電子
チケット全席指定コンサート

※未就学児入場不可

©ND CHOW©Hikaru Hoshi

SS席および学生席の割引なし

SS席および学生席の割引なし

学割 電子
チケット全席指定コンサート

小曽根真がリーダーをつとめ、日本を代表するトップミュージシャ
ンが集結したビッグバンド、No Name Horses。“ザ・ベスト”の
名のとおり、人気ナンバーや名曲の数々を披露。熱いステージ
にご期待ください！

「FAIRY TAIL」ナツ・ドラグニル役の柿原徹也と、「遊☆戯☆
王デュエルモンスターズ GX」遊城十代役のKENNによる
人気声優夢のトークショーがくららで実現…！

「笑点」でお馴染みの両師匠が東広島に！ 抱腹絶倒の豪華落語会をお見逃しなく！

すっかり東広島の夏の風物詩となった「南こうせつコンサートツアー」。変わらぬ爽やかな歌声を、
今年もくららでお楽しみください。

スペインを舞台にくりひろげられる愛と冒険の物
語。登場人物による分かりやすいお話付き。大人
も楽しめ、初めてのバレエ鑑賞にもピッタリです！

一般：7,500円　［くららフレンズ：7,000円］

［くららフレンズ：各席500円引き］

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

●くららインターネット・くらら電話：4月16日（土）10：00～
●くららインターネット・くらら電話：4月24日（日）10：00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp （Pコード213-023）

一般：SS席9,000円　S席8,500円　A席7,500円　B席5,500円

学生：全席4,500円
TICKE T ［くららフレンズ：各席500円引き］

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

●くららインターネット・くらら電話：5月8日（日）10：00～
●くららインターネット・くらら電話：5月15日（日）10：00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp （Pコード511-076）

一般：S席6,000円　A席4,500円 
［くららフレンズ：S席5,500円　A席4,000円］
こども（4歳～中学生）：S席4,000円　A席2,500円 
［くららフレンズこども：S席3,500円　A席2,000円］

TICKE T

8月6日（土）／大ホール／16：00開演（15:00開場）
東京バレエ団 子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」

※3歳以下入場不可。学割 電子
チケット全席指定バレエ

●くららインターネット・くらら電話：4月30日（土）10：00～

TICKE T

●くららインターネット・くらら電話：5月7日（土）10：00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp（Pコード：214-455）

【くららフレンズ先行販売】
【一般販売】

南こうせつコンサートツアー2022 ～夜明けの風～
8月7日（日）／大ホール／17：00開演（16:15開場）

NHK交響楽団 東広島特別公演
7月24日（日）／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。6歳以上要チケット。

©Kiyonori Hasegawa

©Ryota Mori


