
 

 

 

 

 

2018年 8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 利用者（問合せ先） 

1（水） 

午前 9:00～ 下記催し物の参加申込み受付開始！ 

●KIDS MUSIC LAND in あきる野市（8/19開催） →窓口・電話で受付。 
●平成 30年度 あきる野市「家庭の日」推進事業 親子鑑賞会 
  栗コーダーカルテット・ファミリーコンサート（9/17開催）→窓口のみで整理券配布。 

秋川キララホール 

042-559-7500 

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』 

白石加代子「百物語」シリーズの総決算、 

『牡丹灯籠』アンコール上演決定！ツアー最終日。必見！！ 

18:30 

20:40 

一 般 4,500円 

友の会 4,000円 

(全席指定) 

秋川キララホール 

042-559-7500 

10（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 

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 まほろばホール 
※会場は秋川キララホールではございません。 

※駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。 

14:00 

16:00 
完売御礼 

秋川キララホール 

042-559-7500 

19（日） 

KIDS MUSIC LAND in あきる野市 
秋川キララホールとあきる野ルピアで音楽ワークショップを開催！ 

※各回対象年齢が違います。 

詳しくは単独チラシをご覧いただくか、お問い合わせください。 

【1回目】 
10:30 
11:30 
【2回目】 
12:00 
13:00 

1公演につき 
1組 500円 
※要申込み 

秋川キララホール 

042-559-7500 

←8/1 より受付開始。 
先着順。前日までに申込み。 

22（水） 

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 

※発売内容は裏面をご覧ください。 

午前 10:00～午後 6:00 

電話予約のみ 

※同時入会できます。 秋川キララホール 

042-559-7500 

23（木） 
秋川キララホール チケット一般発売 

※発売内容は裏面をご覧ください。 

午前 9:00～窓口販売開始 

初日は正午～電話予約開始 

24（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 

25（土） 

秋川キララホール出張公演 

ヨルイチミニコンサート 
会場：五日市郷土館内 旧市倉家住宅 
※会場は秋川キララホールではございません。 

出演：小島康平（津軽三味線） 

20:30 

21:00 

入場無料 

（自由入場） 

秋川キララホール 

042-559-7500 

29（水） 

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：EXCEED THE BEATS（エクシード・ザ・ビーツ） 

曲目：剣の舞、アフリカンブルース 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 

30（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 

（2018年 7月 31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 6（月）、13（月）、20（月）、27（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  

駐車場：有（無料） 

 



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

8月 22日（水）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） 

8月 23日（木）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～） 

8月 24日（金）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。 

＜発売する公演＞ ※2/16（土）の公演以外未就学児の入場はご遠慮ください。 

公演日 公演内容 開演時間 料金 出演 

12/2 
（日） 

フレッシュ名曲コンサート 

新日本フィルハーモニー交響楽団演奏会 
15:00 

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

円光寺雅彦（指揮） 
吉江美桜（ヴァイオリン） 
新日本フィルハーモニー交響楽団 

12/15 

（土） 
キララ寄席 柳家喬太郎 独演会 13:30 

一 般 3,500円 
友の会 3,200円 
（全席指定） 

柳家喬太郎 

2019 
2/16 

（土） 

Concert for KIDS 

～0才からのクラシック®～ 
11:00 

こども 1,000円 
（0才～小学生） 

おとな 2,000円 
（中学生以上） 

（全席指定） 

鷲尾麻衣（ソプラノ） 
浜まゆみ（マリンバ） 
上田じん（トランペット） 
中川賢一（ピアノ） 

2/24 
（日） 

キララ合唱団 第 6回演奏会 14:00 
一 般 2,000円 
友の会 1,800円 
（全席指定） 

山神健志（指揮） 
橋本夏季（ソプラノ） 
森 雅史（バス） 
松本智恵（ピアノ） 

3/9 
（土） 

秋川キララホール スペシャルプログラム 

佐藤和哉 篠笛コンサート 

～春を唄う篠笛の音色～ 

14:30 

500円 
（全席指定） 
※友の会価格は 
ありません。 

佐藤和哉（篠笛） 

＜発売中の公演＞ ※未就学児の入場はご遠慮ください。 

公演日 公演内容 開演時間 料金 出演 

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） 

9/8 
（土） 

昭和初期の名曲を唄う 

東京大衆歌謡楽団 
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」 

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 

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 16:00 
一 般 4,000円 
友の会 3,500円 

(全席指定) 
熱帯 Superjam 

＜下記の公演はおかげさまで完売いたしました。＞ 

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 まほろばホール 
※会場は秋川キララホールではございません。 

※駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。 

14:00 完売御礼 神田松之丞（講談師） 

 


