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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 開演時間 料金（税込） お問い合わせ催し物

9/28（水）
～3（月）

東広島デジタル写真研究会
TEL 090-4753-2762自 無　料第15回ふるさと東広島を撮る　ブールバール探訪9:00～17:00

12（水）
～17（月）

水彩教室「葉っぱの会」
TEL 090-9065-4162自 無　料第7回「葉っぱの会 」作品展9:00～17:00

19（水）
～24（月）

社会福祉法人 広賀会
TEL 082-422-2543

自 無　料「第８回 広賀園・松籟園作品展」『彩（いろどり）』9:00～17:00

26（水）
～31（月）

坪島 輝明
TEL 090-5690-6186

自 無　料花の日本画展　坪島 輝明9:00～17:00

30（水）
～12/5（月）

現代美術家協会山陽支部（川崎）
TEL 082-495-0005

自 無　料第14回山陽現展9:00～17:00
12/5のみ9:00～15:00

5（土）
～6（日）

東広島市生涯学習フェスティバル
実行委員会（東広島市生涯学習課内）
TEL 082-420-0979

自 無　料第32回東広島市生涯学習フェスティバル9:30～16:00

9（水）
～14（月）

おりづる難波英子絵画教室（谷原）
TEL 082-423-4840

自 無　料第1回難波英子絵画教室合同作品展　
アトリエウェーブ・おりづる難波英子絵画教室・メセナクラブ三教室の合同作品展

9:00～17:00

16（水）
～21（月）

TEL 082-434-5923（宮本）
TEL 082-434-6408（岩本）自 無　料

「レザークラフトｍｉｎａｍｉｎａ」＆「蛍草（友禅・日本刺繍）の会」作品展
実用的で歴史ある工芸のコラボ10:00～17:00

23（水・祝）
～28（月）

東広島郷土史研究会（國松）
TEL 090-7979-6234

自 無　料志和・大宮神社のすべて
広島県・東広島市指定重要文化財等一挙公開　9:00～17:00

広報誌［くららシード］2022年10月・11月号

※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9月16日現在）

自 無　料1（土） 東広島市文化連盟東広島支部（渡部）
TEL 080-5623-7764

第46回　ひがしひろしま市民芸能祭　
芸能（吟剣詩舞、民謡、芸能、舞踊、歌謡、合奏、合唱）　文芸（華道、硬筆）

大ホール10:00

TAKE FREE

&

らららおんがくかい
TEL 090-9134-3955らららおんがくかい　Ｖｏｌ.６小ホール13:002（日） 無　料自

ブルグミュラーコンクール
東広島地区大会実施事務局（酒井）
TEL 090-6409-9307

ブルグミュラーコンクール大ホール10:302（日） 無　料自

無　料自 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

第77回 ロビーコンサート
出演：未定

サロンホール12:1512（水）

無　料自 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

第78回 ロビーコンサート
出演：未定

こもれび広場12:159（水）

※要事前申込10:00 自 無　料 東広島市役所市民生活課（武上） 
TEL 082-420 -0922

令和４年度一日総合相談室の開催
暮らしの困りごとはありませんか？

サロンホール13（木）

自 無　料気まぐれコンサートＶｏｌ.１３サロンホール16（日） 音の森音楽教室（森木）
TEL 090-7138-289017:00

自 無　料第9回ぷち・こんさーと小ホール13（日） はらもとピアノ教室（原本）
TEL 0823-82-766013:30 ※関係者のみ

ytschoolofmusic@gmail.com荒井結　チェロリサイタル小ホール14:0022（土） 一般：3,000円　学生：1,500円
※未就学児入場不可

自
チ

自
チ

一般：3,500円　学生：2,000円 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

Quartet Explloce -響炎する４本のチェロ-
Tour2022小ホール20（木） 19:00 ※当日券は全席500円増し

指
チ

指
チ

一般：1,000円
高校生以下：500円東広島混声合唱団　第40回記念定期演奏会大ホール20（日） 東広島混声合唱団（中村）

TEL 082-423-339914:00

一般：S席3,800円　A席3,300円
学生:A席1,500円

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 広島交響楽団　第3回東広島定期演奏会大ホール13（日） 15:00 指

チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

朗読ワークショップ inくらら Vol.2
「声に出して詩を読む」サロンホール27（日）①11:00②15:00

一般：3,500円
学生：2,500円

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特別編Vol.8
ビューティフルハミングバード バンドツアー「Sincere」

小ホール20（日） 15:30
指
チ

①10:00
②14:00 無　料

東広島市生活環境部
人権男女共同参画課
TEL 082-420-0927 

自人権教育・人権啓発指導者研修会
性の多様性と人権～性別から考える～19（水） 大ホール

一般：1,200円
当日券：1,400円

①10:30
②14:30

指
チ

くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990 

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大ホール16（日）

自 無　料
東広島市文化連盟東広島支部
主管：藤間寿三豊会（池田） 
TEL 082-439-0460

藤間寿三豊社中温習会　清秋のみのり大ホール23（日） 11:30

14:3029（土） 神々と精霊の物語　歌、フルート、ピアノと朗読の調べサロンホール 自 一般：2,500円　学生：1,500円
※3歳以下入場不可

アイビークラシック 
ivyclassic.concert@gmail.com

※当日券は全席500円増し

大ホール18（金） 指
チ

キングレコード桐山純一
30周年記念歌謡フェスティバル

一般：SS席6,000円　S席5,000円
2階自由席3,000円

USA企画（宮本）
TEL 090-7138-105510:00

一般：3,000円
大学生以下：1,500円

自
チ

オフィス セセ
TEL 090-1016-427614:30 Classic×Technology

伝統あるクラシック芸術と現代テクノロジーの饗宴大ホール3（木・祝）

有　料
※要事前申込くらら♪ピアノの日大ホール9:00 くららチケットセンター 

TEL 082-426-5990 23（水・祝）

一般：3,000円　学生：2,000円
※当日券は全席500円増し

音楽の贈りものコンサート
実行委員会（松元）
TEL 080-5237-7167

16:00 松本和将＆松元あや 酒蔵の街デュオコンサート
～パリの風をのせて～Vol.2大ホール30（日）

東広島市生涯学習フェスティバル
実行委員会（東広島市生涯学習課内）
TEL 082-420-0979

自 無　料9:30 第32回東広島市生涯学習フェスティバル
市全体を、学びのキャンパスに全館5（土）

～6（日）

迫昭嘉×清水和音
2台ピアノによる
「男の第九」

12月25日（日）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

©武藤章

©Mana Miki
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「くららチケットセンター」
くらら主催・共催公演の
チケットお取扱いについて
■車いす席・介助者席は、くららチケットセンター窓口のみ
お取扱いします。
■学生券は購入時もしくは公演入場時に学生証をご提示
ください。
■ご予約後、チケット代金の入金が支払期限を過ぎますと
ご予約自体がキャンセルとなりますのでご注意ください。
■主催者判断による公演中止以外、ご購入後の変更・交換・
取り消し・払い戻しは、一切行いません。またチケットは、い
かなる事情（紛失・消失・破損など）でも、再発行はいたしま
せん。
■営利目的による転売・ネットオークションへの出品等の転
売行為を禁止します。転売行為が発覚した場合、ご予約
の取り消しもしくは転売チケットを無効とし入場をお断り
します。

①ご購入者様には公演日の1ヶ月前に【電子チケット発券情報のお知らせ】
のメールが届きます。

くららチケットセンター（インターネット）でチケットを購入する際に、
「カード支払／電子チケット」を選択して購入してください。

※公演日まで1ヶ月をきってチケットを購入した場合は準備が整い次第、随時、メールが届きます。
※メールに記載された注意事項をかならずご確認ください。
※チケットURLは、一度使用すると再度ご利用いただけません。チケットURLの管理にはご注意ください。

②チケットURLをタップして、チケット画面を開いてください。
[複数枚チケットの場合]
チケットを横にスワイプすると、次のチケットがご確認いただけます。事前に同
伴者様にチケットを分配することができます。（くららHP参照）
※スムーズな入場のために、チケットの分配は事前にお済ませください。

③【公演当日】入場口ではあらかじめ「チケットを提示」ボタ
ンを押して、スタッフにご提示ください。
※「チケットを提示」のボタンは開場時間（電子チケットシステムの設定時間）
になって作動します。「チケットを提示」ボタンを押すと、「利用モード」になり、
入場スタンプが反応するようになります。

④コロナ感染症対策として、スタッフによる入場スタンプ押印を行いませんので、お客様ご自身
の指で〇（丸）を描きご入場ください。

※ご本人様以外に同伴者様のチケットも一緒
に購入された「複数枚」の方は、事前に分配
しない限り、同伴者様との“同時入場”が必
須です。

■ネットでご予約後、ご登録のメールアドレスに届く「確認
メール」に、チケットのお支払期限（通常7日間）や、チ
ケット発券に必要なサイトの記載がありますので、必ずご
覧ください。完了メールticket@kurara-hall. jpの受信
設定をお願いします。
■クレジットカード決済の場合、チケット予約のページから
クレジットカード決済のページにアクセスしていただく必
要がありますのでご注意ください。
■ネットでご予約のチケットは、くらら窓口でのチケット引
取りはできません。コンビニ発券のみとなります。

くららインターネットでのご購入

電子チケットご利用の流れ（ご利用にはスマートフォンが必要です）

電子チケットのご購入

支払期限
発券期限

クレジット決済
予約日の翌日
公演日まで

コンビニ決済
7日間
7日間

ログイン画面に切り替わるので、ログインしてください。

あなたのスマホがチケットに！
「電子チケット」のご利用が便利です！

朗読ワークショップ inくらら Vol.2「声に出して詩を読む」
東京藝術大学音楽学部 早期教育プロジェクト2022 in 東広島
「くららチケットセンター」くらら主催・共催公演のチケットお取扱いについて
電子チケットご利用の流れ

迫昭嘉×清水和音 2台ピアノによる「男の第九」
桂宮治 独演会

広島交響楽団 第3回東広島定期演奏会PICK UP

EVENT GUIDE

INFORMATION

10月

10月

11月

11月

東広島市市民公開講座 命を守る水　
見直そう！脱水症＆熱中症小ホール14:0029（土）

一般社団法人 東広島地区医師会
地域連携室 あざれあ
TEL 082-493-7360

無　料指

18:00 岸谷 香　KAORI PARADISE 2022小ホール14（金） キャンディープロモーション広島
TEL 082-249-8334※くららチケットセンターでの

　取り扱いはございません。 
指

一般：6,000円　当日券：6,500円

9:30 自 無　料
一般財団法人 寺家会事務局（舛長）
TEL 082-423-4529

第2回 寺家 元気・絆フェスティバル　
地域の未来を担う子どもたちの創作活動発表会 寺西小学校・平岩小学校・龍王小学校

大ホール25（金）

AKIYOSHI
SAKO

KAZUNE
SHIMIZU

※要事前申込

2,000円
※要事前申込



※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。

チケット好評発売中

学割

※事前に動画・書類審査があります。応募方法の詳細は、募集チラシまたは藝大ホームページをご覧ください。

※定員に達した時点で募集を締切ります。初心者クラスは応募多数の場合のみ抽選あり。

講師：林 英世

【重要なお知らせ】 出演者の変更について

沖澤のどか

♪モーツァルト：交響曲第36番ハ長調K.425「リンツ」　♪リムスキー＝コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」作品35曲目

指揮

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

学割全席指定コンサート

11月13日開催、「広島交響楽団　第3回 東広島定期演奏会」に出演を予定して
おりました、指揮者の汐澤安彦氏は、健康上の理由からこの度の出演を見送ること
となり、代わって沖澤のどか氏にご出演いただくこととなりました。演奏曲目の変更
はございません。
汐澤安彦氏の出演を楽しみにしておられた皆様には心よりお詫び申し上げるとと
もに、国内外での目覚ましい活躍で注目を集める沖澤のどか氏と広響の共演にご
期待ください。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

青森県出身。東京藝術大学音楽学部指揮科首席卒業。卒業時にアカンサス音楽賞、同声会賞を受賞。同大学
院修士課程修了。ハンス・アイスラー音楽大学べルリン修士課程オーケストラ指揮専攻修了。第56回ブザンソン
国際指揮者コンクール優勝。同時に聴衆賞、オーケストラ賞を受賞。第18回東京国際音楽コンクール〈指揮〉に
て第1位及び特別賞、齋藤秀雄賞を受賞。第7回ルーマニア国際指揮者コンクールにて第3位受賞。渡邉曉雄
音楽基金音楽賞受賞。2011年～12年、オーケストラ・アンサンブル金沢指揮研究員。これまでに指揮を田中良
和、松尾葉子、高関健、尾高忠明、クリスツィアン・エーヴァルト各氏に、オペラ指揮をハンス・ディーター・バウム
氏に、現代音楽指揮をマヌエル・ナヴリ、シアン・エドワードの両氏に師事。また幼少からピアノ、チェロ及びオーボ
エを学ぶ。下野竜也、井上道義、ペーター・ギュルケ、ネーメ・ヤルヴィ、パーヴォ・ヤルヴィ、クルト・マズア、リッカ
ルド・ムーティ各氏のマスタークラスを受講。これまでに、ミュンヘン交響楽団、NHK交響楽団、読売交響楽団、コ
ンツェルトハウス・べルリン、東京都交響楽団、広島交響楽団、ブランデンブルク交響楽団、ライプツィヒ交響楽
団、ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー、ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送フィルハーモ
ニー管弦楽団、北オランダ管弦楽団、バレンシア管弦楽団、ニース・フィルハーモニーオーケストラ他多くのオーケ
ストラを指揮。オぺラの分野でも活動を広げており、2017年ベルリンドイツオペラにて新作オペラ『Neue 
Szenen』を指揮した。2018年、 神奈川県民ホール主催『ヘンゼルとグレーテル』で急遽指揮者の代役を務めた
他、2020年には日生劇場にて東京二期会オペレッタ『メリー・ウィドウ』を指揮し、好評を博した。また副指揮、プロ
ンプター、ピアニストとしても多くの公演に携わっている。2020年8月よりカラヤン・アカデミーの奨学金を得て、ベ
ルリン・フィルハーモニー管弦楽団にてキリル・ペトレンコ氏のアシスタントを務めている。2021-2022年シーズン
はキリル・ペトレンコ氏と共にカラヤン・アカデミー50周年記念コンサートを指揮する他、日本、ドイツ、オーストラリ
ア、英国にて多くのオーケストラに客演予定。

化粧品会社のトップセールスマンから３０才で落語家へ転身！ マシンガントークで観客を爆笑の渦に巻き込む
「令和の爆笑王」、一躍メディアの寵児となった桂 宮治のエネルギッシュな高座をどうぞお楽しみに!!

迫昭嘉×清水和音ピアノの名手2人による“男の第九”！ 年末はくららで第九を聞き、新たな年を迎えよう！
【曲目】ベートーヴェン（リスト編曲）: 交響曲第9番 ニ短調作品125（2台ピアノ版）

2020年に初開催し大好評いただいた「朗読ワークショップinくらら」。おなじみ林 英世氏を講師に迎え2年ぶりに再開します！ 
本の読み聞かせをしたい、芝居に興味がある、人と話すのがうまくなりたい等 “声の可能性”をさぐる本講座、今回より「初心
者クラス」に加え「継続者クラス」も開講！ どうぞご期待ください。

【プレイガイド】 チケット好評発売中！

Nodoka Okisawa

●広響webチケット　https://yyk1.ka-ruku.com/hirokyo-s/
●広響事務局　TEL：082-532-3080
●チケットぴあ（Pコード208-458）
●ローソンチケット（Lコード62900）
●くららインターネット・くらら電話・窓口

一般：S席3,300円　A席2,800円 ［くららフレンズ：S席3,000円　A席2,500円］
学生：全席2,000円TICKE T

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

電子
チケット

全席指定落語

迫昭嘉×清水和音 2台ピアノによる「男の第九」
12月25日（日）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

桂 宮治 独演会
2023年1月9日（月・祝）／大ホール／14：00開演（13:15開場）

©Felix Broede

11月27日（日) 初心者クラス／11：00～13：00　継続者クラス／15：00～17：00
くらら3F サロンホール
林 英世（俳優／大阪芸術大学舞台芸術学科講師）
中学生以上
各回15名
お一人2,000円（税込）
メールにてお申込みください。10月10日（月・祝）10:00より受付開始。
参加者の氏名・年齢・日中連絡がつく電話番号、クラス名を明記のうえ、event@kurara-hall.jpまで（必ず受信設定してください）
くららチケットセンター TEL 082-426-5990（10：00～19：00土日祝営業）

朗読ワークショップ inくらら Vol.2「声に出して詩を読む」
参加者募集

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

TICKE T 一般：3,800円 ［くららフレンズ：3,600円］
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日 時
会 　 場
講 　 師
対 　 象
定 　 員
参  加  料
申込方法

お問合せ

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、実技レッスンを通して子ども
たちの可能性を引き出し、技術を向上させ、演奏の楽しさを共有する企画。ピアノ演奏経験のある小
学4年生～中学2年生を対象に事前に動画・書類審査を行い、受講生を選抜する。参加は無料。

2023年2月12日（日）
くらら小ホール
上原彩子（准教授）
小学４年生～中学２年生
2022年12月11日（日）
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（平日11:00~17:00）　FAX 03-6863-7515

東京藝術大学音楽学部 早期教育プロジェクト2022 in 東広島
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日 時
会 　 場
講 　 師
対 　 象
web応募締切
お問合せ・応募

©武藤章

©武藤章

©Mana Miki

©橘 蓮二

全席指定シネマ

前売券：1,200円 ［くららフレンズ：1,000円］　当日券：1,400円

※未就学児入場不可

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
10月16日（日）／大ホール／①10:30～②14:30～

TICKE T

学割全席指定コンサート

電子
チケット

一般：3,500円［くららフレンズ：3,200円］
学生：2,500円

※未就学児入場不可

くららしっくコンサート特別編Vol.8 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／15：30開演（15:00開場）

TICKE T

全席指定コンサート

一般：4,500円 ［くららフレンズ：4,200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
12月10日（土）／大ホール／14：00開演（13:30開場）

TICKE T

学割全席指定コンサート 電子
チケット

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》

※3歳未満入場不可

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

TICKE T

お知らせ

「酒まつり」期間中（10/8～9）のくららの営業について
小ホール／市民ギャラリー／こもれび広場／1階トイレ

※1階「くらら総合案内・事務室」は通常営業いたします。（9:00～19:00）

※10/9（日）小ホールは映画「吟ずる者たち」を上映いたします。（くらら窓口にてチケット販売中）
□ ご利用可能エリア

10/8（土）9:00～20:00　全館貸切
10/9（日）9:00～19:00　全館貸切
10/10（月・祝）9:00～19:00　臨時休館

□ 開館時間

酒まつり期間中、くららは“酒まつり実行委員会”による
全館貸切となります。そのため期間中の諸室のご利用
ができませんので、予めご了承ください。右記“ご利用
可能エリア“以外は立ち入り禁止となります。「駐輪場」
「障がい者用駐車場」もご利用いただけません。

【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：10月2日（日）10:00～
●くららインターネット・くらら電話：10月8日（土）10:00～
●チケットぴあ：https://t.pia.jp（Pコード226-224）　●イープラス：https://eplus.jp

【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：10月4日（火）10:00～
●くららインターネット・くらら電話：10月8日（土）10:00～
●チケットぴあ（Pコード：514-974）web受付/セブン-イレブン（マルチコピー機）他
●ローソンチケット（Lコード：61854）web受付/ローソン（Loppi)他

【プレイガイド】
●ローソンチケット〈Lコード：61873〉 web受付 ローソン（Loppi）他
●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

（当日券はくらら会員割引がございません）

©2021『ドライブ・マイ・カー』製作委員会

©Elizabeth Delage

[各回完全入れ替え]

学割全席指定コンサート

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

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）

TICKE T


