
開場13：30  開演14：00  
料金［全席指定］
 一　般  4,000円
 友の会  3,600円

ドイツ・ピアノの正統派を代表する演奏家として国際的にその名を知られているゲル
ハルト・オピッツ。とりわけベートーヴェンに関しては世界最高のピアニストとして
絶賛されています。4 大ソナタはベートーヴェンの代名詞ともいえる代表作。伝統に
裏づけられた音楽解釈と卓越したテクニックによってベートーヴェンの高貴な精神世
界と孤高の魂が体現されます。なお、今回来日期間中に首都圏で4 大ソナタが聴け
るのはキララ公演だけです！

チケット発売開始：一般 8/25（日）  友の会先行予約 8/24（土）チケット発売開始：一般 8/25（日）  友の会先行予約 8/24（土）

チケット好評発売中

ゲルハルト・オピッツ
「ベートーヴェン４大ソナタ」

宗次郎コンサート
オカリーナの森から

フレッシュ名曲コンサート　キララ・クラシックス

東京フィルハーモニー交響楽団演奏会
「ザ・チャイコフスキー ～ロシアの輝きと憂愁」

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

待望の宗次郎が久しぶりにキララホールに
やってきます。オカリナの“癒しの音色”
とキララホールの最高品質の響きを体験し
てください。美しい自然を感じさせる宗次
郎の音色をみなさまにお届けいたします。

３年振りのオリジナルニューア
ルバム『オカリーナの森からⅡ』
を携えてのコンサートツアー！
新たな宗次郎ワールドをお楽し
みください。

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。

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！ピアノは新進気鋭の石田啓明、オー
ケストラは日本で最も古い歴史と伝統を誇る東京フィルハーモニー交響楽団。大注目公演です。

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

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
※�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。

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ
第�8�番ハ短調「悲愴」作品13
第14番嬰ハ短調「月光」作品27-2
第17番ニ短調「テンペスト」作品31-2
第23番ヘ短調「熱情」作品57
※�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。

�星空の丘、天上の祈り、大黄河、コンドル
は飛んで行く、故郷、赤とんぼ、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。
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ヨーロッパ楽壇の重鎮ピアニストが登場！

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 （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 〒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

ご予約・
お問合せ

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

チケット好評発売中

外 山  啓 介
ウィークデー  ピアノリサイタル

開場14：00　開演14：30
料金［全席指定］　　1,500円

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弾はクラシック
界の貴公子、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！

「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」

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
ラヴェル：ラ・ヴァルス
ショパン：�小犬のワルツ、英雄ポロネーズ、�

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。
※�未就学児の入場はご遠慮ください。
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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

チョン・ミン 石田啓明

東京フィルハーモニー交響楽団
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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

【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。

今後の秋川キララホール主催・自主・共催公演予定
開催日 開演時間 チケット料金 催事名

2013  9/6 （金） 14：30 1,500円 外山啓介　ウィークデーピアノリサイタル
 9/15 （日） 14：00 4,500円 が～まるちょば　東京ＪＡＣＫ
10/5 （土） 14：00 一般3,500円  学生1,500円 フレッシュ名曲コンサート　キララ・クラシックス「ザ・チャイコフスキー～ロシアの輝きと憂愁」
10/13 （日） 14：00 3,500円 高嶋ちさ子12人のヴァイオリニスト　ロマンティック・メロディーズ～マイ・ベスト・クラシックス～
11/16 （土） 16：00 3,500円　友 3,200円 宗次郎コンサート　オカリーナの森から
12/14 （土） 14：00 4,000円　友 3,600円 ゲルハルト・オピッツ「ベートーヴェン4大ソナタ」

2014  2/11（火・祝）調整中 5,000円　友 4,500円 山内惠介コンサート
 2/22 （土） 調整中 3,500円　友 3,200円 川畠成道　デビュー15周年記念　ヴァイオリンリサイタル
 3/9 （日） 調整中 調整中 キララ寄席　林家たい平　三遊亭小遊三
 3/16 （日） 調整中 2,500円 キララ合唱団演奏会
 3/23 （日） 調整中 一般2,000円  妊婦1,000円 0才まえのコンサート® ～ママのおなかは特等席～

が～まるちょば 
東京JACK

高嶋 ちさ子
12人のヴァイオリニスト
ロマンティック・メロディーズ  ～マイ・ベスト・クラシックス～

秋川キララホール友の会会員を募集中！

貸館のご案内 ～秋川キララホールを利用して催し物を開催しませんか？～

「キララ合唱団」メンバー募集のお知らせ

好評発売中 好評発売中
 9/15 10/13日日

開場13：30　開演14：00  
料金［全席指定］　3,500円
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！
【予定曲目】メンデルスゾーン／歌の翼に、
ピアソラ／リベルタンゴ、シューベルト／ア
ヴェ・マリア、バッハ＝グノー／アヴェ・マリア、
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン、ジブリ
メドレー、モンティ／チャルダーシュ
※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。

�※タイトルが変更になりました。開場13：30　開演14：00
料金［全席指定］　4,500円
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！！
 ※4歳未満の方の入場はご遠慮ください。 

■募集開始　平成25年9月初め
　　　　　　（ 当初8月初め募集開始の予定でしたが、事情により

9月初めとなりました）
■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、9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。ホールのご利用が初めての方でもお気軽にお問合せ・ご相談ください。

秋川キララホールで色々な特典が受けられる「秋川キララホール友の会」の会員を募集しております。
【特典内容】

① DM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1公演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）

【注意事項】
・友の会優待価格でのチケット購入・特典は8月24日発売以降の公演からになります。
　（それ以前に発売された公演は対象外となりますのでご注意ください。）
・お申し込みは直接窓口か電話：042-559-7500まで

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」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。初心者の方も大歓迎です。

ホ ー ル か ら の お 知 ら せ

※ 予定は変更になる場合がございます。　　　　　※友は友の会優待価格です。
※「キララ合唱団演奏会」、「0 才まえのコンサート®」は割引対象外となります。

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

使用区分
施設区分　　

午　前
（9時～ 12時）

午　後
（13時～17時）

夜　間
（18時～ 22時）

ホ
ー
ル

月曜日から
金曜日まで 30,000円 50,000円 60,000円

土・日曜日
及び休日 39,000円 65,000円 78,000円

リハーサル室 1,700円 2,900円 3,500円

10/9（水） 
「トワイライトコンサート（仮称）」
オペラアリアと木管アンサンブル
の夕べ（予定）
※ 詳細は、9月初めにホームページほかで発表いたします。

あきる野市民無料ご招待

※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 
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ロマンティック・メロディーズ  ～マイ・ベスト・クラシックス～

9月上旬に発売予定のアルバムをひっさ

メンデルスゾーン／歌の翼に、
ピアソラ／リベルタンゴ、シューベルト／ア
ヴェ・マリア、バッハ＝グノー／アヴェ・マリア、
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン、ジブリ

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。

※タイトルが変更になりました。

12人のヴァイオリニスト
ロマンティック・メロディーズ  ～マイ・ベスト・クラシックス～

※タイトルが変更になりました。※タイトルが変更になりました。※タイトルが変更になりました。※タイトルが変更になりました。
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