秋川キララホール
http://akigawa-kirarahall.jp

イベントインフォメーション

お問い合わせ

〒197-0804
東京都あきる野市秋川 1-16 -1
TEL.042-559-7500 FAX.042-558-9225
info@akigawa-kirarahall.jp
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チケット発売開始：6/4（火）

チケット発売開始：6/4（火）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

9 6 外山 啓介
10 13 高嶋 ちさ子
ウィークデー ピアノリサイタル
12人のヴァイオリニスト ベスト オブ クラシック
2013

2013

金

日

「今回は、とにかく皆さんに楽し
んでいただける曲、華やかで心
が躍るような曲を選びました」

9 月上旬に発売予定のアルバムをひっ
さげてキララホールで開催決定！
開場 13：30 開演 14：00
3,500 円［全席指定］

開場 14：00 開演 14：30
1,500 円［全席指定］

アヴェ・マリア（ズ）
〈シューベルト～バッハ＝グノー〉／
亜麻色の髪の乙女〈ドビュッシー〉／ジブリメドレー ほか

J.S. バッハ（ブゾーニ編曲）
：シャコンヌ
シューベルト（リスト編曲）
：アヴェ・マリア
ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
ショパン：小犬のワルツ
ショパン：英雄ポロネーズ
ショパン：ピアノ・ソナタ第２番「葬送」 ほか

※曲目は変更になる場合がございますので予めご了承ください。

©Yuji Hori

2013

9 15
日

高嶋ちさ子

キララホールではじまるウィークデーコンサートシリーズ。その第１弾はイケメン実
力派ピアニスト外山啓介の登場です。7 月 31 日に最新 CD『展覧会の絵』をリリー
スする外山啓介が、今回は“華やかさ”をテーマにショパンの「小犬のワルツ」「英
雄ポロネーズ」はじめ名曲の数々を演奏します。キララホールが誇るスタインウェイ
の華麗な響きを自在に操りながら、最高の音響空間の中で名曲の数々を紡ぎ出してい
きます。キララホールホームページでインタビュー動画アップ中！

チケット発売開始：6/5（水）

人の
ヴァイオリニスト

※曲目は変更になる場合がございますので予めご了承ください。

近藤亜紀（ピアノ）

外山啓介

12

コンサートのプロデュース、テレビ・ラジオ出演と幅広く活動中の高嶋ちさ子が 12 人
のヴァイオリニストと共に、クラシックコンサートを開催。極上の時間を堪能しよう。

チケット発売開始：6/5（水）

※4歳未満の方の入場はご遠慮ください。

が～まるちょば
東京 JACK

2013

※未就学児の入場はご遠慮ください。

フレッシュ名曲コンサート キララ・クラシックス

10 5 「ザ・チャイコフスキー

～ロシアの輝きと憂愁」
土

今年のフレッシュ名曲コン
サートはチャイコフスキー
の大特集。

世界が認めたサイレント
コメディーで、東京都全
62市区町村をジャック！
あなたの街に、が～まる
ちょば！あきる野市が笑
い転げる！

開場 13：30 開演 14：00
一般 3,500 円［全席指定］
学生 1,500 円［全席指定］

東京フィルハーモニー交響楽団

指 揮▶チョン・ミン
管弦楽▶東京フィルハーモニー交響楽団
出 演▶石田啓明（Pf）
曲 目▶チャイコフスキー／ピアノ協奏
曲第１番変ロ短調、交響曲第５
番ホ短調
ほか

開場 13：30
開演 14：00
4,500 円［全席指定］

※曲目は変更になる場合がございますので予めご了承ください。

セリフを使わず、体の動きだけで感情表現する”パントマイム”と”笑い”を独自に
組み合わせたサイレントコメディーで世界的に高い評価と人気の「が～まるちょば」
が東京中を駆け巡る！もちろん、このあきる野市にもやってきます。モヒカン頭で不
思議な二人組を、テレビや CM で見たことがあるという人も多いはず。
とにかく、始めから終りまでず～っと楽しいステージをお見逃しなく！！

チョン・ミン

石田啓明

チャイコフスキーの代表作であるピアノ協奏曲第 1 番と交響曲第 5 番。いずれもロ
シアの大地を思わせる壮大なスケールと叙情溢れる美しいメロディーを堪能できる傑
作です。あの世界的大指揮者、
チョン・ミュンフンの子息チョン・ミンが都内デビュー！
大注目公演です。

チケット発売情報
窓
 口・電話予約・インターネット予約で販売します。
受付時間 9：00 〜 18：00
ご予約・
お問合せ

1042-559-7500

秋川キララホール

※発売初日の電話予約は正午より、翌日は 9：00 より
受付
※インターネット予約は発売日翌日の 9：00 より受付
※発売初日の販売枚数はお一人様 5 枚まで

http://akigawa-kirarahall.jp/

〒197-0804 東京都あきる野市秋川 1-16-1 無料駐車場あり JR 五日市線秋川駅下車徒歩 5 分

好評発売中

6/29

土

好評発売中

デュークエイセス コンサート

7/15

～大ヒット曲を客席から歌おう！うたごえコンサート～

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

ニューヨークの風を感じるムーディー
でアダルトな夕べ。マンハッタンのジャ
ズバーに早変わりするキララホールで
王道のスタンダード・ナンバーをお楽
しみください！
【予定曲目】A 列車で行こう／テイク・
ファイブ／アランフェス協奏曲 ほか

結成 58 年目を迎え、ますます精力的に
活動するデュークエイセス。お客様参加
コーナーで、おなじみのヒットナンバー
を一緒に歌って元気になりましょう！
【予定曲目】上を向いて歩こう／遠くへ
いきたい ほか

8/18

あきる野市のみなさま無料ご招待！

会場／五日市地域交流センターまほろばホール

6/2

納涼！！ 五日市寄席

日

～ジャズ・スピリットよ永遠に！～

月・祝

開場 16：30 開演 17：00
4,000 円［全席指定］

開場 14：30 開演 15：00
3,500 円［全席指定］

好評発売中

マンハッタン・ジャズ・クインテット

開場 13：30 開演 14：00
1,000 円［全席自由］

日

ジェイソン・アニック ヴァイオリンコンサート

開場 11：30 開演 12：00
終演 12：45（予定） 無料［全席自由］

※公演会場は秋川キララホールではご
ざいません。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

※要整理券（整理券については秋川キララホー
ルまでお問い合わせください）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

ご好評により今年も、まほろば
ホールに出張公演！今夏もお腹
の底から笑っていただきます！
！
●ご来場のお客様へ抽選で切絵
のプレゼント！

三遊亭兼好

春風亭正太郎

米国で活躍中のジェイソン・アニック
氏が来日。同氏は米国マールボロウ市
との第 1 回交換留学生。プロのジャズ
ヴァイオリニストとして凱旋公演！

伊藤夢葉

2013 年 4 月より指定管理者制度の導入にともない、秋川キララホールの管理・運営は
秋川キララホール運営共同事業体（代表団体 株式会社コンベンションリンケージ）へ移行しました。

ホ ー ル か ら の お 知 ら せ
秋川キララホール協力員を募集しています

Kirara 友の会（仮称）を発足します

コンサート会場での接客業務を中心とした作業をお手伝いいただ
く協力員を募集しています。

秋川キララホールの会員制度を発足します。お申込み方法や特典内容は、秋川キララホー
ルホームページ、
あきる野市広報で6月中旬以降ご案内してまいります。
ご期待ください！！

■応募資格

市内在住・在勤の満 20 歳以上の方

■募 集 数

約 20 名

■締

「キララ合唱団（仮称）」メンバー募集のお知らせ（予告）

切 6 月 15 日（土）

■業務内容

①チケットのもぎり、公演プログラムの配布等
②開場後の案内（座席への案内）等
③公演中の場内警備、ホール等への入場の案内
④チラシの折込み
⑤影アナウンス 等

■そ の 他

応
 募者は、研修（接遇・コンサートの進行等）を受講後、
協力員として登録し、業務に従事していただきます。音楽
や芸術に情熱をお持ちの方、お待ちしております。事前研
修がございますので初めての方も心配いりません。
※謝礼等はございません。

■お申込み・お問合せ

秋川キララホール

貸館のご案内

℡ 042-559-7500

秋川キララホールでは、市民のみなさんに音楽活動にみずからご参加いただきながら、
キララホールをいっそう身近に感じていただきたい、そんな希望をこめて「キララ合
唱団（仮称）
」のメンバーを募集することとしました。キララホールのすぐれた音響
は合唱にも最適です。どなたでもなじみのある唱歌など美しい日本語の歌を中心に、
心を合わせて歌ってみませんか。初心者の方も大歓迎です。
■募集開始	 平成 25 年 8 月初め
■公演内容 「キララ合唱団 第 1 回演奏会～心でつなぐ日本の歌、日本のふるさと（仮称）」
日時 平成 26 年 3 月 16 日（日） 昼公演（予定）
会場 秋川キララホール
■練
習 10 月以降の金曜日（夜間） 全 21 ～ 22 回の予定
■募集要項 詳細は、8 月初めにホームページほかで発表いたします。

～秋川キララホールを利用して催し物を開催しませんか？～

秋川キララホールはクラシック、ポップス、舞踊の公演や講演会などさまざまな目的でご利用いただけます。ホールのご利用がはじめての方でも、コンサートの開催
要領や集客方法、チラシやチケットの作成方法など幅広くご相談にのらせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
使用区分
施設区分
月曜日から
金曜日まで
土・日曜日
及び休日

午 前
（9 時～ 12 時）

リハーサル室

ホール

【施 設】
ホール（700 席＋車いす席 2 席）
、楽屋 1（和室）
、楽屋 2・3（洋室）
、リハーサル室
【ホール利用申請方法】
使
 用日の 1 年前の同日から 15 日前まで申請することができます。秋川キララホール窓口
で申請してください。お電話でのご予約はできませんが、施設の空き状況はお気軽にお問
い合わせください。
【その他】
ケータリングや吊看板手配のお手伝いもいたしますので、ご相談ください。

午 後
夜 間
（13 時～ 17 時） （18 時～ 22 時）

30,000 円

50,000 円

60,000 円

39,000 円

65,000 円

78,000 円

1,700 円

2,900 円

3,500 円

※入場料等（1,000 円以上）を徴収する場合は、割増料金がかかります。

日産

米沢橋

サンドラッグ

秋川農協

JOMO

P

喫茶店

さくら通り
リサイクルショップ

P
りそな銀行

多摩中央
信用金庫

あきる野
ルピア

美容室

秋川駅

●あきる野市役所 ●秋留台公園
五日市街道
JR 五日市線

P

牛角
ホンダ

図書館

P

マツキヨ

P

喫茶店

P

洋食屋
ジョージ

ドコモ

五日市街道
西武信用金庫
ファミリー
マート

東秋留駅

北口
秋川駅

JR 五日市線

ジョナサン

滝山街道

●
あきる野
市民球場

あきる野
とうきゅう

キララ通り

無料駐車場あり ＪＲ五日市線秋川駅下車徒歩 5 分
毎週月曜日休館（休日の場合は、翌日休館）

秋 川
キララ
ホール
秋川

圏央道

〒197-0804 東京都あきる野市秋川 1-16-1
Tel：042-559-7500 Fax：042-558-9225
E-mail：info@akigawa-kirarahall.jp

瀬戸岡

駅前大通り

滝山街道

日の出 IC

秋川 ホール専用
キララ P
ホール 中央

