
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）

2（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

3（土） 多摩子ども詩集の会
 13：45

 16：10

入場無料

（自由入場）

福生第七小学校

田中校長 042-551-9303

4（日）

主催事業

TSUKEMEN LIVE 2018 We are
＜出演＞TAIRIKU（ヴァイオリン）、SUGURU（ピアノ）、KENTA（ヴァイオリン）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

15：00

17：00

一  般 4,000円

友の会 3,500円

学  生 1,500円

(全席指定)

秋川キララホール

042-559-7500

6（火） あきる野市立増戸中学校　合唱コンクール
10：20

14：30
関係者

あきる野市立増戸中学校

042-596-0241

7（水） あきる野市立秋多中学校　音楽会
10：00

15：30
関係者

あきる野市立秋多中学校

042-558-1124

8（木） あきる野市立西中学校　合唱コンクール
10：30

15：00
関係者

あきる野市立西中学校

042-558-6260

9（金） あきる野市立御堂中学校　第35回 合唱コンクール
10：30

14：30
関係者

あきる野市立御堂中学校

042-559-6211

11（日）

主催事業　Concert  for  KIDS 　0才からのクラシックⓇ

【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

※曲目は変更になる場合がございますのでご了承ください。

11：00

12：00

こども（0才～小学生）

1,000円

おとな（中学生以上）

2,000円

（全席指定）

秋川キララホール

042-559-7500

16（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

17（土） 都立秋留台高等学校　文化の祭典
12：10

16：30

入場無料

（自由入場）

都立秋留台高等学校

042-559-6821

18（日） あきる野市立東中学校 吹奏楽部 第23回定期演奏会
13：30

15：00

入場無料

（自由入場）

あきる野市立東中学校

042-558-1125

21（水祝） あきる野市立西中学校 吹奏楽部 第26回定期演奏会
14：00

16：00

入場無料

（自由入場）

あきる野市立西中学校

042-558-6260

23（金）

主催事業　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

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※曲目は変更になる場合がございますのでご了承ください。

14：00

14：45

500円

(全席指定)

※友の会価格は

ありません。

秋川キララホール

042-559-7500

25（日） 青梅市立泉中学校 吹奏楽部 第30回定期演奏会
18：00

20：30

入場無料

（自由入場）

青梅市立泉中学校

0428-31-2297

27（火） あきる野市立秋多中学校 吹奏楽部 第19回定期演奏会
18：00

20：30

入場無料

（自由入場）

あきる野市立秋多中学校

042-558-1124

31（土） 夢奏 第9回 発表会
13：00

16：00

入場無料

（自由入場）
岡野 042-559-2268

（2018年3月1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）、12（月）、19（月）、26（月）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  

2018年3月の催し物ご案内 



公演日 好評発売中の公演 開演時間 料金 出　演

3/4

（日）

公演間近！！

TSUKEMEN LIVE 2018 We are
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）

3/11

（日）

Concert for KIDS　～0才からのクラシック®～
【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

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）

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
【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

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）

4/22

（日）
アニソンBIG3　スーパーライブ2018 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

7/28

（土）
川井郁子 100年の音楽コンサート 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

8/5

（日）

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』
18:30

一  般  4,500円

友の会 4,000円

(全席指定)

白石加代子（朗読）

8/18

（土）

秋川キララホール出張公演　五日市寄席

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。

14:00 完売御礼 神田松之丞（講談師）

＜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　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。

＜お知らせ　下記の公演は、おかげさまで完売いたしました。＞

☆秋川キララホール チケット発売情報☆　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）

（インターネット予約は、あらかじめ無料会員登録が必要です。）

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


