住所： 〒197-0804

東京都あきる野市秋川1-16-1

T E L： 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7月の催し物ご案内
催 し 物 名

開演時間
終演時間

入場方法

1（日）

るのママ吹奏楽団 10周年記念コンサート

14：00
15：55

入場無料
（自由入場）
※0才から入場可

るのママ吹奏楽団
mamawindorche@gmail.com

7（土）

るのバレエスクール 第10回発表会
くるみ割り人形より「クララの夢」他

16：00
18：30

入場無料
（自由入場）

るのバレエスクール 了戒（リョウカイ）
090-9957-0758
（火～土10:00-19:00)

8（日）

女声合唱ふきのとう 定期演奏会

14：00
15：50

900円
（全席自由）

ロバートソン里子
090-5559-3911

開催日

10（火）

11（水）

キララホールを使ってみませんか♪
反響板を組んだ大きなホールで自由に演奏し、響きの良さを
体感してみませんか（ステージ下手側にピアノを１台用意します）。

費用： 午前の部…2,000円（1区分 60分）
午後の部…4,000円（1区分 120分）
7月1日 午前9:00～ 受付開始！ 空き状況はお問合せください。

① 9:00～10:00
②10:00～11:00
③11:00～12:00
④13:00～15:00
⑤15:00～17:00
⑥18:00～20:00

利用者（問い合わせ先）

秋川キララホール
042-559-7500

12（木）

寿大学秋川校講座

14：00
16：00

関係者

あきる野市教育委員会
公民館 042-559-1221

13（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

本多ダンススタジオ発表会 No.43

17：00
19：45
（予定）

入場無料
（要整理券）

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♪

15（日）

秋川キララホール エントランスロビーコンサート♪
16
（月・祝）

18（水）

19（木）

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】 杏林大学吹奏楽団
【予定曲目】 赤いスイートピー、見上げてごらん夜の星を 他

スタインウェイを弾きませんか♪
反響板を組んだホールでスタインウェイを自由に演奏し、
響きの良さを体感することができる催しです。
費用： 午前の部…2,000円（1区分 60分）
午後の部…4,000円（1区分 120分）
7月1日 午前9:00～ 受付開始！ 空き状況はお問合せください。

21（土）

市民公開講座
「寝たきりになったらどうしたらよいの？」

① 9:00～10:00
②10:00～11:00
③11:00～12:00
④13:00～15:00
⑤15:00～17:00
⑥18:00～20:00

多々良真実ピアノ教室
ピアノ・フルート発表会

25（水）

スタインウェイを弾きませんか♪

27（金）

あきる野市きららカラオケ教室

28（土）

29（日）

あきる野市医療・介護
地域連携支援センター
042-558-0556（火・水・金）

13：15
16：00

入場無料
（自由入場）

ー

上記参照

関係者

【出演】川井郁子（ヴァイオリン）、ピアノストリングス
（ピアノ、ヴァイオリン×2、ヴィオラ、チェロ）
【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
※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。

15：00
17：00

一 般3,500円
友の会3,200円
学 生1,500円

西東京合唱団 2018演奏会

14：00
16：30

1,500円
(全席自由)

川井郁子100年の音楽コンサート

～混声4声部の美しいハーモニーを求めて～

秋川キララホール
042-559-7500

入場無料
（自由入場）

9：30
11：45

主催事業

秋川キララホール
042-559-7500

14：00
16：00

ーみんなの力で 住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるようにー

22（日）

本多 乃里子
03-3715-2133

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

秋川キララホール
042-559-7500

松岡 042-551-8751
野村 0428-74-4066
（2018年6月26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 2（月）、9（月）、17（火）、23（月）、30（月）です。

☆秋川キララホール チケット発売情報☆ お問合せ・チケット予約 ☏ 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 ※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。
公演日

好評発売中の公演

川井郁子
100年の音楽コンサート

7/28
(土）

8/5
（日）

9/8
（土）

9/22
（土）

※未就学児の入場は、ご遠慮ください。

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』

入場方法

14:00

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

18:30

一 般 4,500円
友の会 4,000円
(全席指定)

白石加代子（朗読）

東京大衆歌謡楽団

2年連続、キララホールを満席にした、あの3兄弟が4兄弟になって帰ってくる！！

～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のでご了承ください。

14:00

一 般 2,000円
友の会 1,800円
(全席指定)

長男：髙島孝太郎（唄）
次男：髙島雄次郎（アコーディオン）
三男：髙島龍三郎（ウッドベース）
四男：髙島圭四郎（バンジョー）

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

14:00

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

16:00

一 般 4,000円
友の会 3,500円
(全席指定)

14:00

完売御礼

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。

出演者

開 演

ブラス エクシード トウキョウ
（吹奏楽）

トーク＆コンサート2018 ～本と音楽の素敵な出逢い～

10/21
（日）

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のでご了承ください。

熱帯Superjam LATIN JAZZ LIVE

11/11
（日）

【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のでご了承ください。

宮下奈都（作家）
金子三勇士（ピアニスト）
外山洋司（調律師）

熱帯Superjam
・カルロス菅野（パーカッション＆ボーカル）
・トロンボーン ・サックス ・トランペット
・ドラム ・ベース ・ピアノ

＜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。

神田松之丞（講談師）

