［ホール ］スケジュール
開催日

開演時間

会場

催し物

料金（税込）
チ

小ホール

第6回 8・6 涙の日 〜ともにうたう会〜

自

17:00

大ホール

南こうせつコンサートツアー2022

12:15

こもれび広場

8月

大ホール

6（土）

19:00

7（日）
10（水）

〜夜明けの風〜

第75回 ロビーコンサート
出演：Fiestas
田原俊彦
TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE T TOUR 2022

大ホール

11（木・祝）

小ホール （詩吟）
安芸岳風会 令和4年度 後期審査発表会

20（土）

指

指

指
チ
自

8,000円

キャンディープロモーション
TEL 082-249 - 8334

無

江風会（安芸岳風会）
（ 熊本）
TEL 080 -1943 -2100

料

一般：S席4,500円 A席3,500円
子ども（3歳〜中学生）
：
S席3,000円 A席2,500円

くららチケットセンター
TEL 082- 426 -5990

15:30

小ホール

自

無

料

響の会（三笘）
TEL 082- 423 -5330

23（火） 10:00

小ホール

発達障害セミナー 障害の特性理解と支援

自

無

料

東広島市健康福祉部障害福祉課
TEL 082- 420 - 0180

サロンホール

クラシックコンサート Vol.4
ソプラノ、
クラリネットとピアノによるコンサート

自

エリザベト音楽大学 こどものためのミニオペラ
「人魚姫と海のなかまたち」

14:30

大ホール

SEPTEMBER

①11:00

チ

3（土）②14:00
4（日）

未定

大ホール

第16回 べーテン音楽コンクール 予選

10（土）

15:00

小ホール

マルツィン・ディラ ギター・リサイタル

11（日）

13:00

大ホール

令和4年度あいサポート・ふれあいコンサートinひがしひろしま

自

高旗健次ヴァイオリンリサイタル
R.シューマン作曲 ヴァイオリンソナタ全3曲

自

11（日）

14:00

小ホール

14（水）

12:15

こもれび広場

自

チ

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

14:00

大ホール

オーケストラ・アンサンブル金沢
古都のハーモニー 東広島公演

24（土）

12:00

小ホール

第17回 FOUNDATION DAY
発表会 ステージプレイ＆スピーチ

指

魔法じかけの三つ巴〜朗読とともに〜
三つ巴アンサンブル主催公演Vol.5

指

ピアノ発表会

自

［ 市 民 ギャラリー ］スケジュール
開演時間

自

2,500円
当日券 3,000円

チ
指
チ

El Gato Calico
TEL 090 -9738 -1122

一般：S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円
学生:全席2,500円

無

料

一般：1200円 中学生以下500円 未就学児無料

無

料

出演者募集

お昼の優雅なひと時を提供する演奏会を企画しませんか？

こもれび広場ロビーコンサート2022年度 出演者募集
（公演実施日）

※ホールの都合上変更する場合があります。
場
所 ｜ 東広島芸術文化ホールくらら１Ｆ こもれび広場
出演資格 ｜ 原則市内で活動し、演奏を主とし、音楽を愛好する個人及びグループ。
年齢、
プロ・アマは問いません。
申込方法 ｜ 所定の応募用紙（出演申込書および出演企画書）
をご記入のうえ、

郵送、
メールもしくはくらら窓口にてお申込みください。
注意事項 ｜ ●参考音源の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
●出演に係る費用は全額自己負担でお願いいたします。
●楽器等の運搬は出演団体で行ってください。
●ピアノのご使用は、電子ピアノとなりますのでご了承ください。
受付期間 ｜ 原則、出演希望日の３ヶ月前の月末
出演決定 ｜ 応募多数の場合は、選考の上出演団体を決定いたします。

くららパートナーシップ事業

東広島芸術文化ホールくららは、次世代に向けた地域文化の継承や芸術文化活動を通じた心豊かな地域社会の実現のため、
くららから地域の子どもたちや
市民のみなさまへ出向き、参加体験型のワークショップ・ミニコンサートなどの普及啓発事業の実施や、魅力ある舞台芸術公演等に取り組んでいただける団
体、個人（以下「パートナー」
という。）
を募集します。パートナーには、上記の活動の実施にかかる費用などの支援を行います。

くらら市民文化芸術活動サポートプログラム《大ホールご利用の皆様へ》
東広島市内に活動拠点を有し、かつ文化芸術や生涯学習の活動実績がある個人・団体が行う事業に対し、東広島芸術文化ホールくらら大ホールにおける事
業の経費の一部を支援するものです。
また経費面だけではなく、主体的かつ広く市民が参加・鑑賞できる活動となるよう広報や催事運営面で皆様の活動をサ
ポートします。

くららチケットセンター
TEL 082- 426 -5990

各種応募・申請に関するお問い合わせは、
くららホームページ、
または窓口にて承ります。

三つ巴アンサンブル
TEL 090 - 6433 -5745

菅ピアノ教室・やまもとピアノ教室
TEL 090 - 8242- 8567

新 館 長ごあいさつ

料金（税込）

いつもくららをご愛顧いただきましてありがとうございます。8月より館長に就任いたしました山根国宏です。
今まで以上に芸術・文化また酒処としての情報発信ができるよう取り組んでまいりたいと存じます。
よろしくお願いいたします。

10:00〜18:00

ＡＲＴ ＳＴＵＤＩＯ ＫＩＲＡ2022
アートスタジオ・キラ2022〜虹の舞〜

自

9:00〜17:00

令和４年度東広島市中学校美術展

自

第2回「Friendly」Art展
中国新聞文化センター東広島教室（講師：加地守）作品展

9:30〜17:30

響展 ｈｉｂｉｋｉ ｔｅｎ 第3回 アート3人展

9:00〜17:00

誠慎書画會

自

自

お問い合わせ

料

障がい者支援施設 ときわ台ホーム
TEL 082- 420 -9200

無

料

アートスタジオ・キラ
TEL 082- 495 - 0005

無

料

公益財団法人東広島市教育文化
振興事業団 総務課（木原）
TEL 082- 424 -3811

無

無

料

加地 守
TEL 090 - 6432-7311

自

無

料

響展（谷口）
TEL 090 -1337- 8683

自

無

料

誠慎書画會（中村）
TEL 082- 854 -2414

9:30〜17:30

絵画同好会合同作品展 第25回日本画「筍の会」と
第11回花と風景を描く「どんぐりの会」の合同作品展

自

無

料

絵画同好会（室岡）
TEL 082- 434 -3982

9:00〜17:00

第15回ふるさと東広島を撮る ブールバール探訪

自

無

料

東広島デジタル写真研究会
TEL 090 - 4753 -2762

※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7月15日現在）

東広島芸術文化ホール

https://kurara-hall.jp
開館時間／9:00〜22:00

全館一斉点検・修理・清掃実施のため、
左記のとおり臨時休館いたします。
利用者の皆様には、
ご理解のほどお願い申し上げます。

西条酒蔵通り

※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

本永病院

※施設・設備保守点検等で臨時休館することがあります。

E メ ー ル／info@kurara-hall.jp
東広島市民
文化センター

■ JR山陽本線 西条駅下車、徒歩4分（広島駅より約40分）

西条中央公園

P1

ハローズ

【 アクセス】 ■ 新幹線 東広島駅下車、タクシー約15分

安芸西条
郵便局

■ 芸陽バス「中央公園前」下車0分

【 駐 車 場 のご 案 内 】

P2

東広島市役所

東広島市立美術館

【 市 営 駐 車 場 のご 案 内 】

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）

8月13日（土）
・14日
（日）
・15日
（月）

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

<ご予約>くらら総合案内・事務室
TEL：082-426-5900（9：00〜19：00）

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。
駐車場名

収容台数

P1 市営西条岡町駐車場

228台

P2 市役所駐車場

166台

営業時間

料金

0時〜24時（終日）
平日：18時以降
土日祝日：終日

100円
8時以内の場合1時間ごとに
830円
8時間を超え24時間以内まで
24時間を超える場合 6時間まで200円

※市役所駐車場は、市役所を利用の方が優先されます。

くららシード8月／9月号 編集・発行：東広島芸術文化ホールくらら 発行日：2022年8月1日 Ⓒ無断転載・複製を禁ず

広報誌［くららシード］2022年8月・9月号

8 9
&

AUG/ SEP 2022

TAKE FREE

日
時 ｜ 毎月第2水曜日 12:15〜12:45
募集日時 ｜ 10/12・11/9・12/14・1/11・2/8・3/8

Gallery Schedule

催し物

9:30〜17:30

2022年度くらら
全館臨時休館日のお知らせ

東 広 島 芸 術 文 化ホールくらら

I N F O R M AT I O N

C&E（荒井）
TEL 082- 421- 0667

当日券 一般：1500円 中学生以下800円 未就学児無料

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

9:00〜17:00

広島大学大学院人間社会科学研究科
音楽文化教育学領域弦楽研究室
TEL 082- 424 - 6831
くららチケットセンター
TEL 082- 426 -5990

24（土）

7/27（水）
〜8/1（月）
3（水）
〜12（金）
17（水）
〜22（月）
24（水）
〜29（月）
31（水）
〜9/5（月）
7水）
〜12（月）
21（水）
〜26（月）
28（水）
〜10/3（月）

TEL 082-254 -3416

一般：3,000円 学生：1,500円
当日券：3,500円 学生：2,000円

料

El Gato Calico フラメンコライブ

開催日

あいサポート・ふれあいコンサート運営委員会事務局
（広島県社会福祉協議会 法人振興課内）

料

無

小ホール

小ホール

くららチケットセンター
TEL 082- 426 -5990

自

14:30

11:00

べーテン音楽協会
info@beten-piano.jp

料

第76回 ロビーコンサート
出演：Still Young Jazz Quintet

23（金・祝）

25（日）

無

クラシックコンサート（高西）
TEL 080 -1905 - 4796
くららチケットセンター
TEL 082- 426 -5990

一般：2,500円
学生：1,800円

チ

2022 酒まつり酒の街歌謡選手権大会

サロンホール

無

指

大ホール

①13:00

完全予約制
一般2,500円 学生1,500円
未就学児500円

無 料
※受付終了

19（月・祝） 9:30

24（土）②16:00

AUG

くららチケットセンター
TEL 082- 426 -5990

料

45th 三笘美智子門下サロンコンサート
〜2台ピアノによる〜

14:30

9月

SEP

くららチケットセンター
TEL 082- 426 -5990

舞台「気づかいルーシー」

27（土）

9月

東広島混声合唱団（中村）
TEL 082- 423 -3399

料

一般：7,500円
無

くららチケットセンター
TEL 082- 426 -5990

大ホール

20（土）

8月

無

チ

指

お問い合わせ

一般：S席6,000円 A席4,500円
こども（4歳〜中学生）
：
S席4,000円 A席2,500円

自

11（木・祝） 17:30
13:00

指 全席指定

チ くららチケットセンターにてチケット取扱い

東京バレエ団
子どものためのバレエ
「ドン・キホーテの夢」

6（土） 16:00

AUGUST

月

自 自由席

くらら主催・共催

Hall Schedule

EVENT G UIDE

PICK UP

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

コンサート

全席指定

学割 電子
チケット

※未就学児入場不可

この9月より広上淳一をアーティスティック・リーダーに迎えたオーケストラ・アンサンブル金沢（OEK）
の新シーズンが開幕。
タンゴの革命児ピアソラによる
「ブエノスア
イレスの四季」
で共演するのは、人気・実力ともに日本を代表するヴァイオリニスト神尾真由子。
「英雄交響曲」
は、
オーケストラ表現における転換点とも位置づけられ
る、ベートーヴェン渾身の革命的で雄大な音楽です。民俗的作品と古典の王道、
マエストロ広上とOEKが創り出す濃密な時間をお楽しみに。

T IC K E T

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

【チケット好評発売中】

くららシネマ特別編「ドライブ・マイ・カー」
アカデミー賞受賞記念上映会

濱口竜介監督

チケットぴあ：https://t.pia.jp（Pコード218-547）

コンサート・ピアニストになった気分で、大ホールの舞台に立てるチャンス！どうぞ振るってご応募ください。

日
参

時 ｜ 11月23日
（水・祝）／9:00〜19:00
加

料 ｜１区分 30分/2,000円・1件最大2区分/4,000円（1時間）
まで可

参加申込書 ｜くららＨＰでダウンロード、
もしくはくらら館内・窓口にて配布

電子 ※未就学児入場不可
チケット

応 募 方 法 ｜ ■9月30日（金）10:00よりメールのみ受付 event@kurara-hall.jp

第94回アカデミー賞国際長編映画賞受賞の快挙に日本中が湧いた話題作、満を持してくらら大ホールにて上映！
劇中劇のロケはエキストラ400人を動員し、
くらら大ホールで行われました。
その同じ大ホールに座って鑑賞ができ
ます！ホワイエでは、
ロケの様子などパネル写真展も同時開催。

T IC K E T

くららインターネット・くらら電話

全席指定

くらら自慢のピアノ、スタインウェイ D-274とヤマハ CFXを気軽に弾いてみませんか？

くらら♪ピアノの日

10月16日（日）／大ホール／①10:30〜②14:30〜 [各回完全入れ替え]
シネマ

広上淳一×オーケストラ・アンサンブル金沢、新時代の幕開け！

参加者募集

（受信時間による先着順。必ず受信設定してください）
■所定の参加申込書にご記入のうえお申し込みください。
■参加料は受付完了メール返信後翌日から１週間以内に
くらら窓口にてお支払いください。
■1週間後未払いの場合はキャンセルといたします。
■定員に達した時点で募集を締め切ります。
■詳しくは、
くららHPをご参照ください。

©2021『ドライブ・マイ・カー』製作委員会

出演：西島秀俊、三浦透子、岡田将生、霧島れいか ほか
前売券：1,200円［くららフレンズ：1,000円］ 当日券：1,400円（当日券はくらら会員割引がございません）

【くららフレンズ・一般同日発売】 くららインターネット・くらら電話：8月11日（木・祝）10:00〜
©2021『ドライブ・マイ・カー』製作委員会

広上淳一（指揮、OEKアーティスティック・リーダー）

くららしっくコンサート特別編

Junichi Hirokami, Conductor, OEK Artistic Leader

©Greg Sailor

東京生まれ。尾高惇忠にピアノと作曲を師事、音楽をすることを学ぶ。東京音楽大学指揮科卒業。1984年「第１回キリ
ル・コンドラシン国際青年指揮者コンクール」
に優勝。以来、
フランス国立管、ベルリン放送響、
コンセルトヘボウ管、
モン
トリオール響、
イスラエル・フィル、
ロンドン響、
ウィーン響などメジャー・オーケストラへの客演を展開。
これまでノールショピ
ング響、
リンブルク響、
ロイヤル・リヴァプール・フィルのポストを歴任、
さらに米国ではコロンバス響音楽監督を務めヨー
ヨー・マ、五嶋みどりをはじめ素晴らしいソリストたちとともに数々の名演を残した。2008年より2022年3月まで京都市交
響楽団にて常任指揮者、
芸術顧問等の要職を務め、2015年には同団とともにサントリー音楽賞を受賞。
現在日本フィルハーモニー交響楽団 フレンド・オブ・JPO（芸術顧問）、札幌交響楽団友情指揮者、京都市交響楽団 広
上淳一、京都コンサートホール館長。2022年9月よりオーケストラ・アンサンブル金沢アーティスティック・リーダーに就任。
また、東京音楽大学指揮科教授として教育活動にも情熱を注いでいる。

ビューティフルハミングバード バンドツアー「Sincere」

11月20 日（日）／小ホール／16：00 開演予定（15:30開場予定）
コンサート

全席指定

学割

演劇

8月20日（土）／大ホール／14：30開演（14:00開場）
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
撮影：阿部章仁

マルツィン・ディラ ギター・リサイタル
コンサート

一般：3,500円［くららフレンズ：3,200円］ 学生：2,500円

全席指定

学割

9月10日（土）／小ホール／15：00開演（14:30開場）
一般:2,500円［くららフレンズ:2,300円］ 学生:1,800円

※未就学児入場不可

シャルル･リシャール＝アムラン オール･ショパン ピアノ･リサイタル

Quartet Explloce ‑響炎する４本のチェロ‑ Tour2022
コンサート

全席指定

※未就学児入場不可

12 月10 日（土）／大ホール／14：00 開演（13:30開場）
コンサート
©Makoto Kamiya

オーケストラ・アンサンブル金沢
Orchestra Ensemble Kanazawa
1988年、世界的指揮者、故岩城宏之が創設音楽監督（現在、永久名誉音楽監督）
を務め、多くの外国人を含
む40名からなる日本最初のプロの室内オーケストラとして石川県と金沢市が設立。2001年金沢駅東口に開
館した石川県立音楽堂を本拠地とし、世界的アーティストとの共演による定期公演や、北陸、東京、大阪、名
古屋での定期公演など年間約100公演を行っている。
これまでにシュレスヴィヒ＝ホルシュタイン音楽祭（ドイ
ツ）、
ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノフェスティヴァル
（フランス）
など音楽祭からの招聘を含む20度の海外公
演を実施。設立時よりコンポーザー・イン・レジデンス
（現コンポーザー・オブ・ザ・イヤー）制を実施、多くの委嘱
作品を初演、
ＣＤ化している。
ジュニアの指導、学生との共演、邦楽との共同制作などオーケストラ育成・普及
活動にも積極的に取り組んでいる。
ドイツグラモフォン、
ワーナーミュージックジャパン、
エイベックスなどメ
ジャーレーベルより90枚を超えるＣＤを発売。22年9月より広上淳一がアーティスティック・リーダーに就任。

当日11:30開場〜12:30終了を予定しております。
普段は見ることのできないオーケストラの練習風景を是非お楽しみください！

学割 電子
チケット

※未就学児入場不可

Mayuko Kamio, Violin

【注意事項】
チケットをご購入のお客様は、
※チケットをご購入のお客様のみご観覧頂けます。
当日行われる公開ゲネプロをご覧いただけます。 ※公開GP入場時、チケットを確認させていただきます。

全席指定

【くららフレンズ・一般同日発売】 くららインターネット・くらら電話：9月14日（水）10:00〜

神尾真由子（ヴァイオリン）
4歳よりヴァイオリンをはじめる。2007年に第13回チャイコフスキー国際コンクールで優勝して世界中の注目を浴び、
ニューヨーク・タイムズ紙でも
「聴く者を魅了する若手演奏家」
「輝くばかりの才能」
と絶賛される。
これまで、国内の主要
オーケストラはもとより、
チューリッヒ・トーンハレ管、
ロシア・ナショナル・フィル、
ボストン・ポップス、BBC響、BBCフィル、
ブダペスト祝祭管、バイエルン州立歌劇場管、
ワルシャワ国立フィルなどと共演。指揮者では、デュトワ、
ロストロポーヴィ
チ、
インバル、
スピヴァコフ、
アシュケナージ、
ビェロフラーヴェク、
フィッシャーなどと共演している。
サン・モリッツ、
コルマー
ル、
ヴェルビエなどの著名フェスティバルにも出演。
また、
ニューヨーク、
ワシントン、
サンクトペテルブルグ、
モスクワ、
フラ
ンクフルト、
ミラノなどでリサイタルを行っている。楽器は宗次コレクションより貸与されたストラディヴァリウス1731年製作
「Rubinoff」
を使用している。大阪府知事賞、京都府知事賞、第13回出光音楽賞、文化庁長官表彰、
ホテルオークラ音
楽賞はじめ数々の賞を受賞。

舞台「気づかいルーシー」
※3歳未満入場不可／膝上鑑賞不可

NHKみんなのうた
「ウメボシジンセイ」や数々のCMソングでも知られる2人がくららに再登場！ 今回は楠均、
千ヶ崎学、ticomoon、青木慶則をメンバーに迎えた豪華なバンド編成。類稀なる優しい歌声で、
あたたかな
気持ちに包まれるひとときを！

T IC K E T

チケット好 評 発 売中

この時、
目視にて確認するため、半券を切り離さないようにご注意ください。
※ご購入のお席にお座りください。
※GP終了時、公演準備にかかるため速やかにご退席ください。

全席指定

コンサート

コンサート

チケットぴあ
〈Pコード：222-296〉web受付 セブン-イレブン
（マルチコピー機）他

【チケット発売日未定】 COMING SOON!

11月13日（日）／大ホール／15：00開演（14:15開場）
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

学割 電子
チケット

クラシック・カフェ vol.2

12月11日（日）／大ホール／15：00開演（14:00開場）
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》

※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。

学割 電子
チケット

一般：S席3,300円 A席2,800円［くららフレンズ：S席3,000円
学生：全席2,000円

学割 電子
チケット

※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。

12 月25日（日）／大ホール／14：00 開演（13:15開場）

T IC K E T

全席指定

※3歳未満入場不可

迫昭嘉×清水和音 2台ピアノによる「男の第九」
全席指定

全席指定

音楽×お話×カフェ くらら

【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：9月10日（土）10:00〜
【プレイガイド】 8月27日（土）10:00〜

コンサート

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

※未就学児入場不可

一般：4,500円［くららフレンズ：4,200円］

ローソンチケット
〈Lコード：61873〉web受付 ローソン
（Loppi）他

10月20日（木）／小ホール／19：00開演（18:30開場）

広島交響楽団 第3回東広島定期演奏会

電子 ※未就学児入場不可
チケット

2015年ショパン国際ピアノ・コンクール第２位。同時にツィメルマン賞（ベスト・ソナタ賞）受賞。
誰よりも優しく輝かしい音色で、聴くものを幸福感で満たす―
世界が絶賛するアムランの美技を、響き豊かなくららでご堪能ください。

T IC K E T

学割

※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。
※チケット価格はすべて税込です。※ 学割 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。

A席2,500円］

©武藤章

©Mana Miki

詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

東広島芸術文化ホールくらら 1Fチケットセンター［営業時間］10:00〜19:00
〒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

くららホームページ

