
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

3（日）
あきる野混声合唱団 演奏会

Carl Orff/Carmina Burana～運命の女神～

髙田三郎/水のいのち（あきる野混声合唱団）

14：00

16：00

前売券 700円

当日券 900円

(全席自由)

松村 042-558-2531

中村 090-7425-0980

5（火）
　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。

6（水）
　　秋川キララホール　チケット一般発売

※公演内容は裏面をご覧ください。

7（木） 寿大学秋川校　講座
14：00

15：45
関係者

あきる野市教育委員会

公民館　042-559-1221

8（金） 都立五日市高等学校　合唱祭
13：00

16：10
関係者

都立五日市高等学校

042-596-0176

9（土）
植松しのぶ ふれあいコンサート

出演：植松しのぶ

ゲスト：五日市舞踊連盟、キララバンド、在原慎二（ギタリスト）、舘谷はやし連

14：00

16：45
完　売

あきる野後援会事務局

加藤 042-596-4876

12（火）

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】 リトル・パイド・パイパーズfromブラック・パイド・パイパーズ（クラリネット・ビッグバンド）

【予定曲目】 鈴懸の径、シングシングシング　他

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

13（水）

嗚呼！今、蘇る　あのなつかしい昭和歌謡

号外！　東京大衆歌謡楽団　お披露目コンサート

9月8日に本公演があります。

※立ち見のみとさせていただきます。入場制限することがあります。

14：00

14：45

場所

キララ１階 ロビー

（入場無料）

立ち見のみ

入場制限あり

秋川キララホール

042-559-7500

14（木） 寿大学秋川校　講座
14：00

15：45
関係者

あきる野市教育委員会

公民館　042-559-1221

15（金） （公社）あきる野市シルバー人材センター 定時総会
13：00

16：00
関係者

あきる野市シルバー人材センター

042-558-1414

16（土）
4th TOKYO WESTEND MUSIC FESTIVAL

東京ウエストエンド音楽祭2018

15：30

20：10

1,500円

（全席自由）
※小学生以下無料

西の風新聞社

0428-78-4761

17（日） 第33回 秋川流域合唱祭
12：10

16：30

入場無料

（自由入場）
石倉 042-558-3955

21（木） 寿大学秋川校　講座
14：00

15：45
関係者

あきる野市教育委員会

公民館　042-559-1221

22（金） 秋川農業協同組合　第31回 通常総代会
13：00

17：00
関係者

秋川農業協同組合

042-559-5111

23（土） 多摩川幼稚園 ピアノ発表会
　9：40

16：00

入場無料

（自由入場）

多摩川幼稚園

042-558-0218

24（日） TSJCさわやかジョイントコンサート
14：00

16：00

入場無料

（自由入場）

ホッホナーゼコール

髙橋 042-661-3721

29（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

30（土）
UP LIFT 結成5周年記念 ワンマンライブ

『よくここまで来たね、でも明日からGO！！』

18：30

20：30

プレミアム席 5,500円

　　 一般席 3,800円

（小学生以下無料）

(全席指定)

https://www.uplift.tokyo

（2018年5月29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　4（月）、11（月）、18（月）、25（月）です。

午前10:00～午後6:00 電話予約の

み

同時入会可（年会費1,000円） 秋川キララホール

042-559-7500午前 9:00～窓口販売開始

初日は正午～電話予約開始

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 

営業時間9:00～18:00 

休館日：毎週月曜日休館、祝休日の場合翌日休館 

http://akigawa-kirarahall.jp 

交通案内：JR五日市線 秋川駅北口徒歩5分  2018年6月の催し物ご案内 



公演日 公　演　内　容 開演時間 料 金 出　演

9/8

（土）

昭和初期の名曲を唄う　東京大衆歌謡楽団
【予定曲目】東京ラプソディ、旅の夜風、誰か故郷を想わざる、青い山脈　他

※曲目は変更になる場合がございます。

14:00
一  般  2,000円

友の会 1,800円

(全席指定)

東京大衆歌謡楽団

髙島孝太郎（唄）

髙島雄次郎（アコーディオン）

髙島龍三郎（ウッドベース）

髙島圭四郎（バンジョー）

9/22

（土）

BRASS EXCEED TOKYO　ドラゴンクエストコンサート
「ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ・Ⅲ ロト三部作、

ドラゴンクエストⅣ・Ⅴ・Ⅵ 天空三部作より」

【予定曲目】 ドラゴンクエストⅠ～Ⅵ　他

※曲目は変更になる場合がございます。

14:00

一  般  3,500円

友の会 3,200円

学　生　1,500円

(全席指定)

BRASS EXCEED TOKYO

10/21

（日）

トーク＆コンサート2018　～本と音楽の素敵な出逢い～

宮下奈都×金子三勇士×外山洋司

『羊と鋼の森』を歩く
小説『羊と鋼の森』の世界観をトークと演奏でひも解きます。

【予定曲目】 ショパン：ノクターン嬰ハ短調「レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ」　他

※曲目は変更になる場合がございます。

14:00

一  般  3,500円

友の会 3,200円

学　生　1,500円

(全席指定)

宮下奈都（作家）

金子三勇士（ピアニスト）

外山洋司（調律師）

11/11

（日）

熱帯Superjam LATIN JAZZ LIVE
【予定曲目】 ボビー・コールドウェル：風のシルエット

スティービー・ワンダー：I Just Called To Say I Love You

ディジー・ガレスピー：マンテカ　他

※曲目は変更になる場合がございます。

16:00
一  般  4,000円

友の会 3,500円

(全席指定)

熱帯Superjam

公演日 好評発売中の公演 開演時間 料 金 出　演

7/28

（土）
川井郁子 100年の音楽コンサート

【予定曲目】チャールダーシュ、リベルタンゴ、宇宙戦艦ヤマト 他
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）

ピアノ

ストリングス

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）

＜お知らせ　下記の公演は、おかげさまで完売いたしました。＞

＜発売中の公演＞　※未就学児は入場できません。

秋川キララホール チケット発売のお知らせ　　TEL:042-559-7500

＜発売する公演＞　※未就学児は入場できません。

　　　　　　  ・6月5日（火）キララ友の会先行予約日：電話のみ 午前10:00～午後6:00（同時入会可）

　　　　　　  ・6月6日（水）一般発売：窓口販売開始　午前 9:00～

　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話予約：初日は正午～（それ以降は電話も午前9:00～）

　　　　　　  ・6月7日（木）インターネット予約開始　午前9:00～

　　　　　　　　　　　　　　　　 （インターネット予約は、事前に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。


