
開催日 催　し　物　名
開演時間

終演時間
入場方法 利用者（問い合わせ先）

1（金） あきる野市きららカラオケ教室
  9：30

11：45
関係者

あきる野市きららカラオケ教室

大西 042-558-0165

2（土）
平成29年度 あきる野市教育の日

第22回 未来を築く青少年健全育成あきる野市大会

13：00

16：30

自由入場

（入場無料）

あきる野市教育委員会

生涯学習推進課

042-558-1111 (内3012)

7（木） 寿大学秋川校 閉講式
13：00

15：15
関係者

あきる野市教育委員会

公民館 042-559-1221

8（金） あきる野市きららカラオケ教室
  9：30

11：45
関係者

あきる野市きららカラオケ教室

大西 042-558-0165

9（土） 2017 GJP DANCE 発表会 vol.17 カウントダウン3
18：30

20：30
関係者 岩﨑 090-9143-2361

10（日）
武蔵野室内アンサンブル 第38回定期演奏会

【予定曲目】ハイドン／交響曲 第99番 変ホ長調

メンデルスゾーン／交響曲 第3番 「スコットランド」　指揮：森山 崇

14：00

16：00

800円

小学生以下無料

(全席自由)

カネナリ 042-546-4164

13（水）

秋川キララホール エントランスロビーコンサート♪
秋川キララホールのエントランスロビーで、ランチタイムに気軽に

音楽を楽しんでいただけるミニコンサートシリーズです。

【出演】菊地まゆ子（ピアノ）、菊田茂伸（ベース）

【予定曲目】クリスマスソングや映画音楽を中心に

12：10

12：40

場所

キララ１階 ロビー

（入場無料）

どなたでも入れます♪

小さなお子さまも♪

秋川キララホール

042-559-7500

15（金） 東海大学菅生高等学校中等部　第21回 音楽祭
13：00

16：30

入場無料

（自由入場）

東海大学菅生高等学校中等部

市河 042-559-2411

16（土）

佐藤 しのぶ ソプラノリサイタル

【出演】佐藤 しのぶ、森島 英子

【予定曲目】三枝成彰／神様ってなんなの

三枝成彰氏編曲による日本の歌　からたちの花　あわて床屋　待ちぼうけ　村祭　ほか

※曲目は変更になる場合があります。※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00

16：00

一　 般 3,500円

友の会 3,200円

学　 生 1,500円

（全席指定）

秋川キララホール

042-559-7500

17（日）
アンサンブル・ヴィルトゥオーソ吹奏楽団

第17回 吹奏楽コンサート

14：00

16：00

入場無料

（自由入場）
柴 090-3980-1525

23（土）

東京経済大学管弦楽団　第64回定期演奏会
【予定曲目】ボロディン ／ 交響曲第2番

サン＝サーンス ／ 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール

ビゼー／カルメン第1組曲・第2組曲より抜粋　指揮：櫻井 優徳

14：00

16：00

入場無料

（自由入場）

公式HP（お問合せフォーム）

http://kangen44.wixsite.com/

tkuorchestra

24（日）
ベートーヴェン 交響曲 第九番 合唱付　合唱de歓喜 演奏会

スタインウェイピアノ2台による　フランツ・リスト2台ピアノ編曲版
合唱：「合唱de歓喜」合唱団　指揮：村越大春

14：00

16：00

入場無料

（要整理券）
石倉 042-558-3955

（2017年11月23日現在）　

・催し物の詳細は、各利用者まで直接お問い合わせください。

・利用者の都合により時間、入場方法等が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

☆今月の休館日☆　4（月）、11（月）、18（月）、25（月）です。

　　　　　　　　　　　　　年末年始の休館日は、12月28日（木）～1月4日（木）までです。

住所： 〒197-0804  東京都あきる野市秋川1-16-1 

TEL： 042-559-7500   FAX：042-558-9225 

http://akigawa-kirarahall.jp 

交通案内：JR五日市線 秋川駅北口徒歩5分  

 駐車場：有（無料） 

2017年12月の催し物ご案内 



公演日 公演名 開　演 料金 出演者

12/16

（土）

佐藤 しのぶ ソプラノリサイタル

公演間近！
14:00

一  般  3,500円

友の会 3,200円

学　生  1,500円

(全席指定)

佐藤 しのぶ（ソプラノ）

森島 英子（ピアノ）

2018

1/13

（土）

オペラ歌手と日本の名曲を歌う会

【予定曲目】G.ビゼー／オペラ「カルメン」より “闘牛士の歌”

C.サン＝サーンス／オペラ「サムソンとデリラ」より “あなたの声に私の心は開く”

G.プッチーニ／オペラ「ラ・ボエーム」より “私の名はミミ”　ほか

14:00

一  般 2,000円

学　生 1,000円

(全席指定)

和下田 大典（バリトン／解説）

石岡 幸恵（ソプラノ）

吉田 郁恵（メゾソプラノ）

曽我 雄一（テノール）

案野 弘子（ピアノ）

2018

1/31

（水）

共催事業

新春！よしもとお笑いまつり in あきる野市 2018
19:00

一般 前売り　3,500円

　　　　 当日　4,000円

友の会 3,200円
※友の会価格は

前売り券のみ適用

※5歳以上有料、

4歳以下ひざ上無料。

お席が必要な場合は有料。

(全席指定)

中川家、レイザーラモン、くまだまさし

フルーツポンチ、シソンヌ

コロコロチキチキペッパーズ

とにかく明るいお兄さん

（とにかく明るい安村+おばたのお兄さん）

2018

2/12

（月・祝）

キララ寄席

桃月庵白酒・柳家三三・春風亭一之輔 三人会
13:00

一  般  3,500円

友の会 3,200円

(全席指定)

桃月庵白酒

柳家三三

春風亭一之輔

2018

2/24

（土）

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「レクイエム」
15:00

一  般 4,000円

友の会 3,500円

学  生 1,500円

(全席指定)

東京交響楽団

大井剛史（指揮）

小川響子（ヴァイオリン）

橋本夏季（ソプラノ）

金子美香（アルト）

村上公太（テノール）

吉川健一（バス）

キララ合唱団

2018

3/4

（日）

TSUKEMEN LIVE 2018 15:00

一  般 4,000円

友の会 3,500円

学  生 1,500円

(全席指定)

TSUKEMEN：TAIRIKU（ヴァイオリン）

　　　　　　　　　　SUGURU（ピアノ）

　　　　　　　　　　KENTA（ヴァイオリン）

2018

3/11

（日）

Concert for KIDS　0才からのクラシック® 11:00

こども（0才～小学生）

1,000円

おとな（中学生以上）

2,000円

大森智子（ソプラノ）

礒 絵里子（ヴァイオリン）

福川伸陽（ホルン）

白石光隆（ピアノ）

2018

3/23

（金）

ワンコインコンサート

鈴木大介 ギターリサイタル　映画音楽の世界
14:00

500円
※友の会価格は

ありません。

(全席指定)

鈴木大介

※ 1/31「新春！よしもとお笑いまつり in あきる野市 2018」と3/11「Concert for KIDS　0才からのクラシック®」以外は、未就学児の入場はご遠慮ください。

発売中の公演

☆秋川キララホール チケット発売中☆

Tel 042-559-7500

　秋川キララホール「友の会」は、どなたでも入会できます♪（年会費1,000円）

　秋川キララホール ホームページ　http://akigawa-kirarahall.jp

　※チケットは窓口・電話・インターネットで購入できます。※完売の場合は御容赦ください。


