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

2018年2月の催し物ご案内
開催日

催 し 物 名

開演時間
終演時間

入場方法

3（土）

第23回 あきる野市青少年音楽の祭典

9：45
17：40

入場無料
（自由入場）

7（水）

8（木）

9（金）

11（日）

秋川キララホール チケット友の会先行予約日
※友の会は、どなたでも同時入会できます。年会費1,000円
※公演内容は裏面をご覧ください。

秋川キララホール チケット一般発売開始
※公演内容は裏面をご覧ください。

利用者（問い合わせ先）
秋川キララホール
042-559-7500

午前10:00～電話予約のみ

午前 9:00～窓口販売開始
初日は正午～電話予約開始

あきる野市きららカラオケ教室

9：30
11：45

青梅ブラスフェスティバル2018

14：00
16：00

関係者

入場無料
（自由入場）

秋川キララホール
042-559-7500

あきる野市きららカラオケ教室
大西 042-558-0165

直井 090-1770-5721

※未就学児も入れます。

12
（月・休）

自主事業 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
15：00

一 般 3,500円
友の会 3,200円
（全席指定）

17（土）

あきる野市きららカラオケ教室 発表会

9：20
19：00

入場無料
（自由入場）

あきる野市きららカラオケ教室
大西 042-558-0165

14：00
16：00

1,000円
（全席自由）

秋川キララホール
042-559-7500

9：30
11：45

関係者

15：00
17：00

一 般 4,000円
友の会 3,500円
学 生 1,500円
(全席指定)

18（日）

23（金）

秋川キララホール レジデンシャル・アーティスト コンサート
「早春に奏でる 名曲の響き」
【予定曲目】モーツァルト／キラキラ星変奏曲
ショパン／ノクターン 作品9-2、バラード第3番 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。

あきる野市きららカラオケ教室

秋川キララホール
042-559-7500

あきる野市きららカラオケ教室
大西 042-558-0165

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」
24（土）

【出演】大井剛史（指揮）、東京交響楽団（管弦楽）
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（合唱）
【予定曲目】メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
モーツァルト／レクイエムK.626（バイヤー版）
※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。

秋川キララホール
042-559-7500

秋川キララホール×昭和音楽大学プレゼンツ 音楽生涯学習講座

Kirara Classic♪
25（日）

第1回 ~名曲で綴るピアノの歴史~
講師・ピアノ演奏 川染 雅嗣（かわそめ まさし）
公演内容 第1部 レクチャー 第2部 ミニコンサート

14：00
16：00

500円
※友の会価格は
ありません。
(自由席)

秋川キララホール
042-559-7500

※未就学児の入場はご遠慮ください。
（2018年1月27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。

☆今月の休館日は ５（月）、 13（火）、19（月）、26（月）です。

秋川キララホール チケット発売のお知らせ

TEL:042-559-7500

・2月7日（水）キララ友の会先行予約日：電話のみ 午前10:00～（同時入会可）
・2月8日（木）一般発売開始：窓口販売開始 午前 9:00～ 電話予約開始 初日は正午～
・2月9日（金）インターネット販売開始 午前9:00～
（インターネット予約は、あらかじめ公式ホームページより無料会員登録が必要で
す。）
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 公式ホームページ 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。

＜発売する公演＞※未就学児の入場はご遠慮ください。
公演日

4/22
（日）

7/28
（土）

8/5
（日）

公演名

アニソンBIG3 スーパーライブ2018

川井郁子 100年の音楽コンサート

岩波ホール発 白石加代子「百物語」シリーズアンコール上演
第八十話

三遊亭圓朝 『牡丹灯籠』

開 演

料金

17:00

一 般 4,000円
友の会 3,500円
(全席指定)

水木一郎
堀江美都子
影山ヒロノブ

15:00

一 般 3,500円
友の会 3,200円
学 生 1,500円
(全席指定)

川井郁子（ヴァイオリン）ほか

18:30

一 般 4,500円
友の会 4,000円
(全席指定)

白石加代子（朗読）

14:00

2,000円
(全席指定)
※友の会価格は
ありません。

神田松之丞（講談師）

秋川キララホール出張公演 五日市寄席

8/18
（土）

神田松之丞 独演会（講談）
会場：五日市出張所3階 五日市地域交流センターまほろばホール
※会場はキララホールではございません。

＜現在発売中の公演＞※曲目は変更になる場合があります。※3/11「Concert for KIDS
2/12
（月・休）

2/18
（日）

キララ寄席
桃月庵白酒・柳家三三・春風亭一之輔 三人会
秋川キララホール レジデンシャル・アーティスト コンサート
「早春に奏でる 名曲の響き」
【予定曲目】モーツァルト／キラキラ星変奏曲
ショパン／ノクターン 作品9-2、バラード第3番 ほか

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。

13:00

一 般 3,500円
友の会 3,200円
(全席指定)

14:00

1,000円
（全席自由）

関 裕子（ピアノ）
海和伸子（ヴァイオリン）

一 般 4,000円
友の会 3,500円
学 生 1,500円
(全席指定)

大井剛史（指揮）
東京交響楽団（管弦楽）
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（合唱）

フレッシュ名曲コンサート 東京交響楽団演奏会
2/24
（土）

モーツァルト「レクイエム」
【予定曲目】メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
モーツァルト／レクイエムK.626（バイヤー版）

15：00
17：00

秋川キララホール×昭和音楽大学プレゼンツ 音楽生涯学習講座

2/25
（日）

3/4
（日）

Kirara Classic♪
第1回 ~名曲で綴るピアノの歴史~
講師・ピアノ演奏 川染 雅嗣（かわそめ まさし）
公演内容 第1部 レクチャー 第2部 ミニコンサート

TSUKEMEN LIVE 2018

14:00

3/23
（金）

【出演】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）
【予定曲目】 ホルスト／組曲「惑星」より『木星』
エルガー／愛の挨拶、威風堂々、ヴェルディ／乾杯の歌 ほか

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
【予定曲目】 テルソン／コーリング・ユー ～『バグダッド・カフェ』より
タレガ／アルハンブラの思い出 ～『サイドウェイ』より ほか

500円
(自由席)
※友の会価格は
ありません。

桃月庵白酒
柳家三三
春風亭一之輔

川染 雅嗣

15:00

一 般 4,000円
友の会 3,500円
学 生 1,500円
(全席指定)

TAIRIKU（ヴァイオリン）
SUGURU（ピアノ）
KENTA（ヴァイオリン）

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）

Concert for KIDS ～0才からのクラシック®～
3/11
（日）

出演者

14:00

500円
(全席指定)
※友の会価格は
ありません。

鈴木大介（ギター）

