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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）

高屋さつき盆栽愛好会（佐々木）
TEL 090-9064-4035

自 無　料春のさつき盆栽展　～美しい花に癒しを求め～9:00～17:00

8（水）
～13（月）

はあとタッチサロン絵画教室（加地）
TEL 090-6432-7311

自 無　料はあとタッチ作品展9:00～17:00

22（水）
～27（月）

川田 正勝
TEL 090-6410-0025

自 無　料第9回 水彩画展9:00～17:00

29（水）
～7/4（月）

堀江竹翠個展
TEL 090-6436-2066

自 無　料堀江竹翠個展9:00～17:00

6（水）
～11（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　伊藤若冲展9:00～17:00

13（水）
～18（月・祝）

東広島女流書展会（藤田）
TEL 082-428-7832

自 無　料東広島女流書展9:00～17:00

20（水）
～25（月）

クラフト北村教室（北村）
TEL 082-422-5360

自 無　料アメリカン シャドーＢＯＸ作品展示会10:00～18:00

27（水）
～8/1（月）

障がい者支援施設 ときわ台ホーム
TEL 082-420-9200

自 無　料第18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

広報誌［くららシード］2022年6月・7月号

第15回ひがしひろしま音楽祭2022 みんなで楽しくくららホール
探検！発見！くららバックステージツアー

エリザベト音楽大学 こどものためのミニオペラ
マルツィン・ディラ ギターリサイタル
オーケストラ・アンサンブル金沢 古都のハーモニー
Quartet Explloce -響炎する４本のチェロ- Tour2022
広島交響楽団 第3回東広島定期演奏会
音楽×お話×カフェ くらら クラシック・カフェ vol.2

音楽劇「気づかいルーシー」
「はじめてのバレエ体験」ワークショップ in くらら

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5月23日現在）

クラングファルベ音楽教室　音楽発表会小ホール16（土）
17（日）

12:00
10:30

クラングファルベ音楽教室（吉田）
TEL 082-426-5872

無　料

指

指

14:009（土） 無　料歌とピアノのサマーコンサート　親子で楽しめる音楽会小ホール 城戸 宏江
TEL 090-7994-6481

ピティナピアノコンペティション東広島地区予選大ホール10:3019（日） ピティナ広島中央支部（中津）
TEL 090-8600-4457

自 無　料

12:15 第73回　ロビーコンサート
出演：オーボエ・ホルン・ピアノこもれび広場8（水） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 
自 無　料

3（金）
～5（日） 無　料 調度品の亀川株式会社

TEL 084-925-1817
ギャッベ＆ペルシャ絨毯展
～イランの遊牧民の手織り絨毯～

小ホール10:00 自

※コロナ対策のため参加者全員マスク、手袋の着用をお願いいたします。 
※当日の発熱、体調不良の方はご参加いただけません。

8月20日（土）／大ホール／14：30開演（14:00開場）

無　料自

自

自

株式会社ＲＯＣＫＳ
TEL 082-252-6699大ホール9（土） 18:00 5,000円

 当日券：6,000円
ＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌＣａｒｎｉｖａｌ２０２２　大瀬戸千嶋×ＤＥＰＡＰＥＰＥ
※くららチケットセンターでの取り扱いはございません。

※くららチケットセンターでの取り扱いはございません。

■日時 
■会場

｜
｜
6月12日（日）11:00開演　17:00終演予定
東広島芸術文化ホールくらら 大ホール
・パフォーマンスの部
・合唱の部

・オーケストラの部
・吹奏楽の部

■日時 
■会場
■定員
■対象

■集合場所
■お申込み

｜
｜
｜
｜

｜
｜

■宛先 ｜

7月18日（月・祝）[1回目]10:30～12:00 [2回目]13:30～15:00 
東広島芸術文化ホールくらら　大ホール
各回10組20名
小学生以上、大人も参加できます。
（小学生は保護者同伴必須。中学生以上1名での参加可）
大ホール入口（ホワイエ）
6月1日（水）10:00よりメールにて受付（受信の先着順）
参加希望回、参加者（保護者）氏名、お子様の学年、
電話番号（日中連絡がつく番号）、メールアドレスを明記のうえご応募ください。
参加申込書はくららHPからダウンロードできます。
東広島芸術文化ホールくらら　バックステージツアー係
メールアドレス　event@kurara-hall.jp（必ず受信設定してください）

公募で選ばれた市民団体が出演

大好評のくららバックステージツアーを今年も開催！

第15回ひがしひろしま音楽祭2022
みんなで楽しくくららホール

探検！発見！くららバックステージツアー
参加者募集

観覧募集

TAKE FREE

6 & 7
J U N / J U L  2 0 2 2

無　料
※整理券配布終了

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

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 くらら大ホール14:0011（土）

無　料自 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

第15回ひがしひろしま音楽祭2022
みんなで楽しくくららホール大ホール11:0012（日）

500円
※要事前申込

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 「はじめてのバレエ体験」ワークショップ in くらら小ホール①11:30

②14:0025（土）

無　料
※要事前申込

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 探検！発見！くららバックステージツアー大ホール①10:30

②13:3018（月・祝）

自 無　料 東広島民謡民舞連合会（渡部）
TEL 080-5623-7764

2022民謡民舞の祭典　
日本各地の民謡及び地元の民謡の独唱、三味線合奏と踊りの発表会

小ホール3（日） 10:00

無　料ジャスミン音の庭東広島　室内楽公開レッスン
ピアノカルテットからデュオまで　ピアノと弦楽器のアンサンブルレッスン

サロンホール1（金） ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549‐2115

 9:20

株式会社キハラ楽器
TEL 082-423-7253  

無　料
※関係者のみ入場可

自ピアノ発表会　大人のピアノ発表会2（土）
～3（日） 大ホール未定

NHK交響楽団　東広島特別公演大ホール24（日） 17:00 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

一般：SS席9,000円（完売） S席8,500円
　　 A席7,500円 B席5,500円
学生：全席4,500円

プレミアムチケット 8,000円
SS席 6,800円

※前売・当日券同料金
株式会社夢グループ
TEL 0570-666-443

橋幸夫コンサート大ホール13:005（火） 指

15:00 小曽根真 featuring No Name Horses
～THE BEST～大ホール26（日） くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 

一般：SS席7,000円（完売） 
　　 S席6,500円 A席5,500円
学生：S席4,000円 A席3,500円

指
チ

自
チ

自 当日料金：500円 株式会社 N-Studio（中光）
090-7894-2722

29th Drums School Concert
ドラムを中心とした楽しい打楽器の演奏会！！サロンホール26（日） 15:00

デリカウイングpresents
三遊亭小遊三・林家たい平 二人会大ホール14:0010（日）

広島テレビ
イベントインフォメーションセンター
TEL 082-567-2500（平日10:00-18:00）

3,900円
指
チ

指
チ

一般：SS席8,300円（完売） 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

指
チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 令和四年度 松竹歌舞伎舞踊公演大ホール7（木） 14:00

東広島市教育委員会生涯学習部
青少年育成課　
TEL 082-420-0929

第72回“社会を明るくする運動”、令和４年度「青少年の非行
・被害防止に取り組む運動」 東広島市推進大会
兼「東広島市暴走族等追放キャンペーン」

大ホール23（土） 13:30 無　料
※要事前申込

無　料
※関係者のみ入場可

自 ピアノ教室かわさき（川崎）
TEL 090-3175-9708小さきピアニストたちの演奏会サロンホール18（月・祝） 13:00

13:00 東広島市保育士就職相談会
市内の保育施設が集まる、年に一度の相談会

東広島市保育課
TEL 082-420-0934

小ホール23（土）

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

自 無　料12:15 第74回　ロビーコンサート
出演：広島県草笛愛好会こもれび広場13（水）

自15:00 Ｓｕｍｍｅｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ 
～ヴァイオリン2重奏の魅力とお話～　サロンホール10（日） Ｃｈｅｚ　ＡＯＹＡＭＡ 

TEL 090-1016-4276
一般2,000円　学生1,500円
幼児500円　3歳未満無料

自

自

無　料17（日） 9:30 ２０２２ 東広島市長杯オープン歌謡選手権大会大ホール
東広島市文化連盟東広島支部
歌謡部（方尺） 
TEL 082-424-5270

くらら自慢の大ホール舞台裏をのぞいてみませんか？「奈落」「オーケストラピット」など、普段は
舞台スタッフしか立ち入ることができないエリアを探検できます。

撮影：阿部章仁

※入場の際は、検温および個人情報記入票にご記入いただきます。
　会場内では常時マスクの着用をお願いします。

全席自由

参加
無料

入場
無料

INFORMAT ION

事前申込不要



PICK UP

全席自由オペラ

7月10日（日）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

マルツィン・ディラ ギターリサイタル
9月10日（土）／小ホール／15：00開演（14:30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。

※参加の可否は応募者全員にメールにてご連絡いたします。　※必ず保護者同伴でご来館ください。　※当日は動きやすい服装、運動靴、靴下、タオル、飲み物をご持参ください。　※コロナ対策のため
マスクの着用（お子様は可能な場合）、手指のアルコール消毒にご協力ください。

詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

EVENT GUIDE

学割 ※3歳未満入場不可／膝上鑑賞不可

※電子チケットのみ

全席指定演劇

音楽劇「気づかいルーシー」
8月20日（土）／大ホール／14：30開演（14:00開場）

9月3日（土）／大ホール／
①11：00開演（10:30開場） ②14：00開演（13:30開場）

エリザベト音楽大学 こどものためのミニオペラ

世界最難関のGFA国際含む19の国際コンクールで優勝。
若くして「伝説的な存在」にまで登り詰めたギター界のカリスマ中のカリスマがくららに登場！

聴いて、見て、踊って。0歳児から親子でいっしょに楽しめる子ども参加型コンサート

全席指定歌舞伎 学割

全席指定落語

全席指定コンサート 学割 電子
チケット

全席指定コンサート 電子
チケット

全席指定バレエ 学割 電子
チケット

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

小曽根真 featuring No Name Horses  ～THE BEST～小曽根真 featuring No Name Horses  ～THE BEST～
6月26日（日）／大ホール／15：00開演（14:15開場）
一般:SS席7,000円（完売）　S席6,500円　A席5,500円
［くららフレンズ：各席500円引き。ただし学生席を除く］　学生:S席4,000円　A席3,500円

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

NHK交響楽団 東広島特別公演NHK交響楽団 東広島特別公演

デリカウイングpresents  三遊亭小遊三・林家たい平 二人会デリカウイングpresents  三遊亭小遊三・林家たい平 二人会

7月24日（日）／大ホール／17：00開演（16:15開場）
一般:SS席9,000円（完売）　S席8,500円　A席7,500円　B席5,500円
［くららフレンズ：各席500円引き。ただし学生席を除く］　学生:全席4,500円

※未就学児入場不可

7月7日（木）／大ホール／14：00開演（13:15開場）
一般:SS席8,300円（完売）　S席7,800円　A席6,800円　B席4,800円　C席3,300円
［くららフレンズ：各席300円引き。ただし学生席を除く］ 学生:全席4,500円

一般:3,900円 ［くららフレンズ:3,600円］ 

令和四年度 松竹歌舞伎舞踊公演令和四年度 松竹歌舞伎舞踊公演

8月6日（土）／大ホール／16：00開演（15:00開場）
一般:S席6,000円　A席4,500円 ［くららフレンズ：各席500円引き］
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：各席500円引き］

※3歳以下入場不可

東京バレエ団 子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」東京バレエ団 子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」

学割

※未就学児入場不可

※3歳未満は膝上鑑賞可

8月7日（日）／大ホール／17：00開演（16:15開場）
一般:7,500円 ［くららフレンズ：7,000円］※未就学児入場不可

南こうせつコンサートツアー2022 ～夜明けの風～南こうせつコンサートツアー2022 ～夜明けの風～

「気づかい」注意報発令！！
あの忖度しすぎる困った面々が、かえってきた！

9月24日（土）／大ホール／14：00開演（13:15開場）
オーケストラ・アンサンブル金沢 古都のハーモニー

※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

※未就学児入場不可学割全席指定コンサート

コンサート

日本で最初のプロの室内オーケストラとして誕生したオーケストラ・アンサンブル金沢（ＯＥＫ）が奏でる“古都の
響き”を石川・広島・鳥取の３館が連携して制作し、クラシックの名曲をお届けいたします。

東京芸術劇場で2015年、2017年に上演し大評判となった舞台が、パワーアップしたメンバーで
再再演決定★ 大人も子どもも楽しめるあの人気音楽劇が、くららにやって来る！
松尾スズキの原作絵本を、現在大活躍中の演出家・ノゾエ征爾が歌と踊りで観客を巻き込む
楽しさ満載のオリジナル音楽劇として舞台化。いまや日本人を表すボキャブラリーとして定着し
た“忖度”をいち早くとりあげた秀作がアンコールに応えます。ルーシーと「気づかい」をめぐる物
語が再び巻き起こる・・！

気づかい。それは、美しいものです。でも、人によって、気づかいの方向性が違う場合もあり、お互
いの気づかいの歯車がかみ合わないと、やっかいなことになりがちです。 よかれ、と思ってやった
ことが、他人にとっては悪かれになる。もしかしたら、戦争というものは、そういうかみ合わなさの積
み重ねで起きたりするのではないでしょうか？ ルーシーたちは、今回の出来事で、すぎたる気づか
いはおよばざるがごとし、ということに気づいたと思います。そして、それに気づいた人の、これから
の気づかいは、もっともっと美しいものになるはずです。ルーシーと王子様の作る国は、きっと、戦
争のない平和な国になるでしょう。 
― 松尾スズキ ― （原作絵本 千倉書房『気づかいルーシー』あとがきより）

日本を代表するオーケストラで活躍する実力派チェロ奏者4人が結成したQuartet Explloce。グループのオリジ
ナル性・チェロアンサンブルの極限性を追求した、爆発的なアンサンブルをぜひご堪能ください。

まるでカフェに立ち寄ったかのように、リラックスして気軽に音楽とお話が楽しめる大人気企
画「クラシック・カフェ」の第二弾が今年も開催決定！ 今回はゲストに石田組“組長”こと硬
派なヴァイオリニスト・石田泰尚をお迎えします！お楽しみに！

音楽界の重鎮、汐澤安彦のタクトでお贈りするのは、モーツァルトの交響曲第36番「リン
ツ」とアラビアンナイトの物語をテーマにしたリムスキー=コルサコフの交響組曲「シェエラ
ザード」。その圧倒的なオーケストレーションで遠い異国の世界に誘います。

【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：7月8日（金）10:00～

●くららインターネット・くらら電話：7月10日（日）10:00～

●くららインターネット・くらら電話：7月15日（金）10:00～
●広響Webチケット・電話（082-532-3080）：7月15日（金）9:00～

【くららフレンズ・一般同日販売】

一般：S席3,800円　A席3,300円
［くららフレンズ：S席3,400円　A席3,000円］
学生：A席1,500円

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：6月19日（日）10:00～
●くららインターネット・くらら電話：6月25日（土）10:00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp（Pコード218-547）

一般：S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円
［くららフレンズ：各席500円引き。ただし学生席を除く］
学生：全席2,500円

TICKE T

11月13日（日）／大ホール／15：00開演（14:15開場）
広島交響楽団 第3回東広島定期演奏会

※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

【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：7月20日（水）10:00～

一般：3,500円 ［くららフレンズ：3,000円］
学生：2,000円

※当日券は各席500円増し。
　くらら会員割引なしTICKE T

一般：2,500円 ［くららフレンズ：2,300円］　学生：1,800円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：6月4日（土）10:00～
●くららインターネット・くらら電話：6月10日（金）10:00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp （Pコード217-237）

一般：SS席6,000円　S席5,000円　A席4,500円　B席3,500円
［くららフレンズ：S席、A席、B席は500円引き］
U-22券（22歳以下対象）：2,500円 《お菓子付きチケット》

TICKE T

12月11日（日）／大ホール／15：00開演（14:00開場）
音楽×お話×カフェ くらら クラシック・カフェ vol.2

※3歳未満入場不可。学割 電子
チケット全席指定

Quartet Explloce -響炎する４本のチェロ- Tour2022
10月20日（木）／小ホール／19：00開演（18:30開場）

©Greg Sailor ©Makoto Kamiya©Makoto Kamiya

©Ryota Mori

ヴァイオリン：神尾真由子指揮：広上淳一

岸井ゆきの

撮影：阿部章仁

栗原 類

■日時 
■会場
■講師
■対象
■定員
■参加料 

｜
｜
｜
｜
｜
｜

6月25日（土） ［1回目］11:30～12:30 ［2回目］14:00～15:00
東広島芸術文化ホールくらら　小ホール
片岡千尋、小川ふみ（元東京バレエ団ダンサー）
［1回目］4歳～6歳のバレエ未経験者  ［2回目］小学生のバレエ未経験者（過去1年程度の経験者も可）
各回30名
1名様500円（税込）

■宛先  ｜東広島芸術文化ホールくらら　バレエ体験ワークショップ係
メールアドレス event@kurara-hall.jp（必ず受信設定をしてください）

■お申し込み  ｜

東京バレエ団 子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」公演に先駆けて、「バレエレッスン」を体験してみませんか？
生のピアノ伴奏にあわせて、東京バレエ団出身ダンサーが丁寧に指導します。

「はじめてのバレエ体験」ワークショップ in くらら
参加者募集

5月22日（日）～6月4日（土）までメールにて受付（先着順、ただし応募多数の場合は抽選）。参加希望回、お子様の氏名（ふりがな）、年齢（学
年）、保護者の電話番号（日中連絡が取れるもの）、メールアドレスを明記のうえご応募ください。

指揮：汐澤安彦

【カフェマスター】
山田武彦（ピアノ）

【ゲスト】
石田泰尚（ヴァイオリン）

【ご案内役】
松本志のぶ
（元日本テレビアナウンサー）

【原作】松尾スズキ （千倉書房『気づかいルーシー』）
【脚本・演出】ノゾエ征爾
【出演】岸井ゆきの　栗原 類
　　　川上友里　山口航太　ノゾエ征爾
　　　大鶴佐助　小野寺修二
【演奏】田中 馨　森 ゆに
【企画制作】東京芸術劇場

<原作者メッセージ>

【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：6月11日（土）10：00～
●くららインターネット：6月15日（水）10：00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp（Pコード512-794）

一般：S席4,500円　A席3,500円
［くららフレンズ：各席500円引き。ただし子ども券を除く］
子ども（3歳～中学生）：S席3,000円　A席2,500円

TICKE T

◆応募はがき受付期間（往復はがき以外は無効）：7月１日（金）～15日（金）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7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。

入場無料
〈要事前申込み〉

©松竹

©Kiyonori Hasegawa


