
昨年キララホールによって創設され、大好評のうち
に第 1 回演奏会を終えたキララ合唱団。ソフトで分
かりやすい教え方に人気が集まった指揮の山神健志
氏による指導で、今年は唱歌を編曲した日本語の歌
のほか、宗教曲では少年少女合唱団と共演します。

チケット発売開始：友の会先行予約7/16（水）　一般7/17（木）チケット発売開始：友の会先行予約7/16（水）　一般7/17（木）

チケット発売開始：友の会先行予約 7/16（水）　一般7/17（木）

《ヴォーチェスエイト》

VOCES8
クリスマスに楽しむ奇跡のアカペラコーラス

開場13:30　　開演14:00
料金［全席指定］ 一　般　3,000円　
 友の会　2,700円　
 学　生　1,500円

開場13:30　 開演14:00
料金 一　般  4,000円

［全席指定］ 友の会  3,600円
 学　生  1,500円

日本を代表する
実力派ピアニストが奏でる
モーツァルトを聴く！！

ロンドン発、人気の
アカペラグループによる
クリスマスコンサート！

今年度は日本語の歌と
宗教曲に挑戦！！

曲目／�モーツァルト：�
ピアノソナタ第11番イ長調（トルコ行進曲付）�
きらきら星変奏曲ハ長調K.265　他

※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。

出演／VOCES8（ヴォーチェスエイト）
曲目／�「きよしこの夜」�「ジングル・ベル」�「ミュージック・オブ・ザ・ナイト」（「オペラ

座の怪人」より）、「夢破れて」（「レ・ミゼラブル」より）、「スウィングしなけりゃ意
味がない」（D.エリントン）　他� ※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。

※�未就学児の入場は
ご遠慮ください。

開場 13：30　　開演 14：00
料金［全席指定］ 一　般　2,500円
 友の会　2,000円※�未就学児の入場は

ご遠慮ください。

開場 13：30　開演 14：00
料金［全席指定］ 一   般  2,000円
 友の会  1,800円※�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。

出演／�山神健志（指揮）、坂井田真実子（ソプラノ）、�
押川浩士（バリトン）、中村そのみ（ヴァイオリン）、
リトルエコーズ、松本智恵（ピアノ）

曲目／ホブ・チルコット：�故郷�～日本の歌による5つの合唱曲
　　　ジョン・ラター：子どもたちのミサ　他
※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。

出演／�海老澤�敏（おはなし）（秋川キララホール名誉顧問）
　　　�クァルテット・リゾナンツァ（白井篤、山口裕之、

小野聡、山内俊輔）、松本健司（クラリネット）　他
曲目／�アイネ・クライネ・ナハトムジークト長調K.525
　　　クラリネット五重奏曲イ長調K.581
　　　ウィンナ・ワルツ（調整中）　他
※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。
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�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 （月曜日休館、休日の場合は翌日休館）
　　　　※7月29日（火）から9月3日（水）までは、9：00 〜 17：00となります。
●友の会の先行予約は一般発売日の前日10：00 〜 電話予約のみ  となります。 

※��一般発売日初日の電話予約は正午より�、それ以降
は9：00より受付
※�インターネット予約は一般発売日翌日の9：00より受付
※一般発売日初日の販売枚数はお一人様5枚まで
※友の会優待価格での販売はお一人様1公演4枚まで

秋川キララホール
チケット
取扱店

〒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

平野屋（ひらのや） あきる野市五日市826 1042-596-0002� 営業時間：9：00～ 22：00（毎週日曜休み）　JR五日市線�武蔵五日市駅下車�徒歩15分／あきる野市役所五日市出張所近く

西多摩新聞社  福生市本町33 10120-61-3737� 営業時間：10：00～ 17：00（毎週土曜、日曜休み）　JR青梅線�福生駅下車�徒歩5分

ご予約・
お問合せ

1042-559-7500　http://akigawa-kirarahall.jp

20年前のデビュー当時にシューベルトのCDをキラ
ラホールで録音しキャリアを本格的にスタートさせ
た田部京子。今や人気・実力ともにピアノ界の第一
人者としての地位を確立した彼女が、ここ思い出の
キララホールで円熟のモーツァルト他を聴かせます。

英国ウェストミンスター寺院聖歌隊出身の折り目正しき男女８名が、驚異の歌唱テクニックと
都会的なセンス溢れるアレンジで人の声のあらゆる音域に及ぶサウンドを創りだすのが最先
端のア・カペラ・グループVOCES８。クリスマスソングを中心に映画やミュージカルのヒット
ナンバー、ジャズやポップスまで信じ難いほど幅広いレパートリーをこの上なく愉しいステー
ジ・パフォーマンスで披露します。キララホールからこの冬最高のクリスマス・プレゼント！！

田部京子
ピアノリサイタル

キララ合唱団
第2回演奏会

チケット発売開始：友の会先行予約7/16（水）　一般7/17（木）

ニューイヤーに楽しむ
室内楽の醍醐味
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日
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ニューイヤーはシャンパンの雰囲気にふさわしいウィンナ・ワルツやモーツァルト他
の有名室内楽曲を日本が誇るＮＨＫ交響楽団のトップメンバーらが奏でます。秋川キ
ララホール開館以来の名誉顧問であり、モーツァルト研究の世界的権威である海老澤
敏氏によるレクチャー付でぜいたくなひとときを堪能していただきます。

海老澤 敏 レクチャー付き　ニューイヤーコンサート

ＮＨＫ交響楽団
メンバーらによる室内楽

イベントインフォメーション
http://akigawa-kirarahall.jp

秋川キララホール
〒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
̶ 月曜日休館、休日の場合は翌日休館 ̶

2014  voi.3

お問い合わせ

チケット発売情報

　Ⓒ Akira Muto

　Ⓒ 相田 憲克

押川浩士（バリトン）

松本健司

クァルテット・リゾナンツァ

坂井田真実子（ソプラノ）

 海老澤敏
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【秋川キララホール利用の5つのメリット】
① 内外に誇る最高の音響
② 秋川駅から徒歩5 分の利便性
③ リーズナブルなホール使用料体系
④ 経験豊かなスタッフによるサポート
⑤ 看板製作やお弁当手配などの手続き代行

【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

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。

秋川キララホールで色々な特典が受けられるキララホール「友の会」の会員を募集し
ています。

【特典内容】
①DMによる公演情報やイベントのご案内
②チケットの先行予約（一般発売日の前日／友の会先行予約日の受付枚数には限りがあります）
③優待価格でのチケット購入（お一人様4枚まで）
④アーティストとの懇親会
⑤友の会メンバー同士の交流会
⑥ 秋川キララホール主催・自主公演出演者のサイン色紙ほかを抽選でプレゼント
⑦ ホールレポーター制度の実施。優良レポーターにホール主催・自主公演へ無料ご招待

【年会費】
年1,000円（更新する場合も同様に1,000円）

お申し込み・
お問合わせは

駅から徒歩5分！
お車の場合、あ
きる野インター
からも5分！

ホール座席表
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　コンサート会場での接客
業務を中心とした作業（チ
ケットもぎり、公演プログラ
ムの配布、座席案内、チラ
シの折込み等）をお手伝い
いただく協力員を募集して
います（※市内在住・在勤
の満20歳以上の方）。興味
のある方は秋川キララホール
までお問い合わせください。

このイベントインフォメーションで、イベントの告知やお店
の広告などができます。まずはお気軽にお問合せください。
発行部数：約150,000部
配布先： 新聞折込…約140,000部 （市内・近隣市に配布）
　　　　　 秋川キララホール、市内公共施設、 

近隣会館・施設…約10,000部
掲載場所： 表面または裏面の下段広告欄 

（4C ／ 1枠は天地50×左右83mm）
掲載料金：1枠×表面　 32,400円（税込）
　　　　　　　 裏面 　21,600円（税込）
詳細はホールまでお問い合わせください。

このため、工事期間中は秋川キララホールをイベント等で利用することができませんので、ご了承下
さい。ただし、事務室は時間を短縮して営業いたしますので、コンサートチケットの予約・販売やホー
ルの使用申請等の手続きは、午前９時から午後５時まで（休館日を除く）窓口または電話で受け付け
ます。利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

広告掲載募集

平成26年7月28日（月）から9月3日（水）まで
空調設備改修工事を行います。

直接窓口 か ☎042-559-7500 まで

友の会会員募集 協力員募集

貸し館のご案内 イベント
インフォメーション

チケット好評発売中！

開場 13：30　　開演 14：00
料金［全席指定］ 一　般　 3,500円
 友の会 　3,200円
 学　生　 1,500円

開場  16：00　開演  16：30
料金［全席指定］　　　一　般　4,000円
　　　　　　　 友の会　3,600円

開場 13：30　   開演 14：00
料金［全席指定］ 一　般　3,500円
 友の会　3,200円

開場 16：00　開演 16：30
料金［全席指定］　　一般 5,000円　友の会 4,500円

古典落語の醍醐味をじっくり味わえる口演。
小三治の円熟した話芸が江戸の「粋」を伝
えます。

能の原典として名高い「義経記」を題材にし、
デーモン閣下の朗読と歌、上妻宏光の演奏、山井
綱雄の能舞によって創作される新たな音楽劇

※�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。

曲目／�モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より
　　　“恋とはどんなものかしら”
　　　モーツァルト：交響曲第40番�ト短調�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。

指揮／�飯森範親　　　管弦楽／�東京交響楽団
出演／�鷲尾麻衣（ソプラノ）、錦織�健（テノール）

出演／�上妻宏光（津軽三味線）
　　　デーモン閣下（朗読・歌唱）
　　　山井綱雄（能舞・謡）　他
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天衣無縫。天真爛漫。あふれる才能のおもむくまま傑作群をのこした神童モーツァルト。その真骨頂が
発揮されたのが誰でも口ずさみたくなる親しみやすく喜びいっぱいの「アイネ・クライネ・ナハトムジー
ク」。一方で哀調を帯びた美しい旋律があまりにも印象的な交響曲第 40 番は「疾走する哀しみ。涙は追
いつかない」と形容される魅力を湛えています。東京音楽コンクール第２位入賞など次代を担うソプラ
ノ鷲尾麻衣とわが国オペラ界で絶対的な人気と実力を誇るテノール錦織 健による珠玉のアリアやデュ
エットも堪能できるモーツァルト三昧の贅沢プログラム！！

1939 年東京都新宿区生まれ。1959 年柳家小さん
に入門。前座名「小たけ」1963 年二ツ目昇進「さ
ん治」と改名。1969 年真打昇進、十代目「柳家小
三治」を襲名。2010 年落語協会会長就任。厳格な
教育者の家庭に育ち、周囲の反対を押し切って噺家
となる。天性の資質と師匠小さん仕込みの確かな芸、
一見無愛想に見える独特の風貌で語られる噺は、飄々
とした可笑しみのある小三治ならではの魅力です。

源義経の生涯を描いた“義経記”を、ジャンルを異にする三
人が新たな解釈で表現し、歴史や伝統を現代に伝えます。デー
モン閣下の監修による脚本と語り、そして歌。上妻宏光の書
き下ろしの楽曲と演奏、山井綱雄の独自の能舞。伝統に根ざ
しながらもエンターテイメント性を伴った新たな日本様式を
創作する能舞音楽劇をお楽しみください。

フレッシュ名曲コンサート
東京交響楽団演奏会
モーツァルト～愉悦の音楽と疾走する哀しみ～

岡林信康コンサート 柳家小三治 独演会

上妻宏光・デーモン閣下・山井綱雄

能舞音楽劇
「義経記」土

日

昨年デビュー45周年を迎えた、
伝説のフォークシンガー！岡林信康。
フォーク～エンヤトットまで、数々の
名曲をキララホールで披露します。

1968 年「山谷ブルース」でデビュー以来、学
園紛争と反体制運動の中で“ フォークの神様” 
として若者たちに熱狂的に支持された岡林信
康。その後、はっぴいえんどとのロック、美空
ひばりとの出会いから紡ぎ出された演歌、日本
土着の音楽を追求したエンヤトットのリズム。
様々な方向性を模索しながら、ジャンルに囚
われない活動を続けて生まれた名曲の数々を、
キララホールにてたっぷりとご堪能下さい。

※�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。

ホ ー ル か ら の お 知 ら せ

公演間近
！！


