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チケット発売開始：友の会先行予約 2/18（火）  一般 2/19（水）

チケット好評発売中！

チケット発売開始：友の会先行予約 2/18（火）  一般 2/19（水）

チケット発売開始：友の会先行予約 2/18（火）  一般 2/19（水）

小 松 亮 太
with 

ラスト・タンゴ・センセーションズ

川 畠 成 道 デビュー 15周年記念

ヴァイオリンリサイタル

開場  16：30　開演  17：00
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  4,000円
 友の会  3,600円

開場 15：30 　開演 16：00
料金［全席指定］ 一　般  3,500円
 友の会  3,200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

日本のタンゴシーンをリードする人気 No.1 バンドネオン奏者による、豪華で贅沢、ド
ラマチックなコンサート！TBS 系列「THE 世界遺産」の番組オープニングテーマ曲『風
の詩 ～ THE 世界遺産』からピアソラまで、タンゴの名曲を迫力あるバンド演奏にのせ
てお贈りします。バンドネオンは構造上、雅楽に使われている笙

しょう

やハーモニカと同じ系
統に分類され、形はアコーディオンに似ていますが、独特な音色をもっています。普段
なかなか目にしないバンドネオンの生音、聴いてみたくありませんか？

英国を拠点にソリストとして国際的に活躍しているヴァイオリニスト、川畠成道。2001
年にオーケストラとの共演でキララホールの舞台に立った彼が、デビュー 15 周年を迎
え 12 年振りにキララホールに登場します。春に向かう季節に相応しいベートーヴェン
のヴァイオリンソナタ第 5 番 op.24「春」をはじめ耳馴染みのある曲の数々を、響き
に定評のあるキララホールでご堪能下さい。

テレビや映画でおなじみ「ルパン三
世のテーマ」を手掛けた作曲家大野
雄二が率いるジャズバンド「大野雄
二＆ルパンティックファイブ」が子
どもから大人まで楽しめるホットな
ジャズライブをお届け！

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。

※�未就学児の入場はご遠慮ください。

曲目／小松亮太：風の詩～THE世界遺産
　　　ガルデル：首の差で
　　　ピアソラ：リベルタンゴ　　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。

曲目／ルパン三世のテーマ　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。

出演／川畠成道（ヴァイオリン）、山口研生（ピアノ）
曲名／ベートーヴェン：�ヴァイオリンソナタ第5番�op.24「春」
　　　サラサ―テ：ツィゴイネルワイゼン
　　　メンデルスゾ―ン：歌の翼に
　　　ドビュッシー：�月の光、ゴリウォーグのケーク

ウォ―ク�他
※�未就学児の入場はご遠慮ください。
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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）
� ※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/

JAZZ の楽しさと奥深さを、わかりやすく世の中に広める大役を果たしてきた人気
シリーズ『LUPIN THE THIRD「JAZZ」』の記念すべき 10 作目を機に結成された大
野雄二＆ルパンティックファイブ。「犬神家の一族」、「人間の証明」、「大追跡」など、
数多くのテレビ・映画音楽を手掛け、スタイリッシュなサウンドを浸透させてきたコ
ンポーザー＆ピアニスト、大野雄二が精鋭ジャズメンバーとジャジーでホットなス
テージを展開。JAZZバンドとは思えぬ大迫力のパフォーマンスをお楽しみください。

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。

大野雄二＆ルパンティックファイブ

ルパン JAZZ LIVE

岡林信康コンサート

土

※�西多摩新聞のみ上記公演のチケット発売は�
2月22日（土）からとなります。

ピアソラ「リベルタンゴ」ほか名曲
の数々をお届け！上質なタンゴを
集めた珠玉のステージをぜひお見
逃しなく！

デビュー 15周年を迎える川畠成道
が12年振りにキララホールに登場！

土

開場  16：00　開演  16：30
4,000円
3,600円

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。

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 ̶
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お問い合わせ

©モンキー・パンチ/TMS・NTV

チケット発売情報

出演／川畠成道（ヴァイオリン）、山口研生（ピアノ）
ベートーヴェン：�ヴァイオリンソナタ第5番 op.24「春」

　　　サラサ―テ：ツィゴイネルワイゼン

　　　ドビュッシー：�月の光、ゴリウォーグのケーク

デビュー 15周年を迎える川畠成道
が12年振りにキララホールに登場！

公演終了後にキララ
友の会会員限定の懇
親会を開催（参加費
無料）！  詳しい内容・
申込状況はお問い合
わせください。
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友の会会員 を募集中！新規協力員 を募集します

【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

ホール等の利用料や申請方法について、詳
しくはお問い合せください。

貸 館 のご案内
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）
※お申し込みは直接窓口かTEL：042-559-7500まで

駅を出たら1回曲がる
だけ！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

1 〜 10

1〜 10

← 2 階トイレ

11 〜 22

11〜 22

23〜 32

23〜 32
1
階
ト
イ
レ
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キララホールによって創設されたキララ合唱団が船出しました。
記念すべき第 1 回の演奏会で発表するのは、誰にでも懐かしい唱
歌の数々を季節ごとにメドレーでつないだ混声合唱曲の名曲「ふ
るさとの四季」ほか。二期会のオペラ歌手とオペラの一場面を共
演するのも見逃せません！！

記念すべき第1回演奏会は心をつなぐ日本の歌！！

出演／�山神健志（指揮）、鷲尾麻衣（ソプラノ）、�
宮本益光（バリトン）、松本智恵（ピアノ）

曲目／ビゼー：�オペラ『カルメン』より「闘牛士の歌」（日本語）
（宮本＆合唱団）

　　　レハール：�「メリー・ウィドウ・ワルツ」（鷲尾＆宮本＆合唱団）
　　　混声四部のための唱歌メドレー（源田俊一郎編曲）
　　　　　　　：「ふるさとの四季」、東北復興ソング「花は咲く」��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］    2,500円

『笑点』でもお馴染みの三
遊亭小遊三と林家たい平
が久々にあきる野市にお
目見えします。郷土愛に
燃えた二人の落語対決は、
大月なのか秩父なのか…。
乞うご期待！！

対決！！
“大月”VS“秩父”
開場　13：30
開演　14：00
料金［全席指定］
　一　般 3,600円
　友の会 3,300円
※未就学児の入場はご遠慮ください。　

■応募資格 市内在住・在勤の満20歳以上の方
■募 集 数 約10名
■締　　 切 3月30日（日）
■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　℡042-559-7500

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。

「イベントインフォメーション」  広 告 掲 載 募 集
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。
お問合せ：秋川キララホール　042-559-7500

臨時休館
します

※ ただし、27日（木）はエントラン
スロビーコンサートのためエン
トランスロビーのみ開放します。

電気設備工事のため、下記の日程で全館を終日休館します。利用者の皆様
には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

2月24日（月）〜27日（木）

ー のか 知 せ
ホ らル お ら

三遊亭小遊三
林家たい平 キララ合唱団 演奏会3

2014

9
日

チケット好評発売中！※�「友の会」の割引対象外となります。チケット好評発売中！

サーズデーエントランスコンサート のお知らせ

出　　演：倉田悦子
　　　　　（オーボエ）ほか
予定曲目：日本の童謡、
　　　　　クラシックほか

あきる野市内で活躍している音楽家に
よる演奏でランチタイムのひとときをす
ごせるミニコンサートを開催します。

2月27日（木）12:10 ～ 12:40
秋川キララホール1F  エントランスロビー

※ 臨時休館中ですが、エントラ
ンスロビーのみ開放します。

入場無料

3
2014

16
日

二人会

鷲尾麻衣

宮本益光三遊亭小遊三 林家たい平




