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12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

1（土）

平成30年度 あきる野市教育の日
第23回 未来を築く青少年健全育成あきる野市大会

13：00
16：30

自由入場
（入場無料）

15：00
17：00

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

利用者（問い合わせ先）
あきる野市教育委員会
生涯学習推進課

042-558-1111 (内3012)

秋川キララホール主催事業 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
♕オール チャイコフスキープログラム♕
2（日）

【出演】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（管弦楽）
【予定曲目】歌劇「エフゲニー・オネーギン」より “ポロネーズ”
ヴァイオリン協奏曲ニ長調、組曲「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」抜
粋
※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 チケット友の会先行予約日
販売する公演：2019年2月9日（土）

4（火）

5（水）

よしもとお笑いまつり in あきる野市2019
前売3,500円 友の会3,200円 当日4,000円
（5歳以上有料、4歳以下ひざ上無料）

秋川キララホール チケット一般発売開始日
公演内容：同上

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

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

6（木）

寿大学秋川校 閉講式

13：00
15：10

関係者

あきる野市教育委員会
公民館 042-559-1221

7（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

8（土）

2018 GJP DANCE 発表会 vol.18

18：30
20：30

関係者

岩﨑 090-9143-2361

14：00
15：40

800円
小学生以下無料
(全席自由)

武蔵野室内アンサンブル 第40回定期演奏会
9（日）

【予定曲目】モーツァルト／歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」序曲
ハイドン／チェロ協奏曲 第1番ハ長調 シューベルト／交響曲 第3番 ニ長調
指揮：森山 崇 、チェロ：高群輝夫

秋川キララホール エントランスロビーコンサート♪
12（水）

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】サウンドゆう （御法川慎司、元子（夫婦））

12：10
12：40

【予定曲目】 故郷、赤とんぼ、青い山脈、東京ラプソディー ほか

14（金）

15（土）

あきる野市きららカラオケ教室

秋川キララホール主催事業

キララ寄席

柳家喬太郎 独演会

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♪

9：30
11：45

関係者

13：30
15：30

一 般 3,500円
友の会 3,200円
(全席指定)

カネナリ 042-546-4164
k.kinuko001819@gmail.com

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

19（水）

東海大学菅生高等学校中等部 第22回 音楽祭

13：00
16：30

入場無料
（自由入場）

東海大学菅生高等学校中等部
042-559-2411

22（土）

KULA STUDIO ダンス・バレエ発表会

18：00
20：00

入場無料
（要整理券）

杉本 080-4477-7459

14：30
17：00

入場無料
（要整理券）

石倉 042-558-3955

15：00
16：55

500円
（全席自由）

nokojo.chorus@gmail.com
http://nokojo.web.fc2.com

23
（日・祝）
24
（月・休）

ベートーヴェン 交響曲

第九番 合唱付 合唱de歓喜 演奏会

スタインウェイピアノ2台による フランツ・リスト2台ピアノ編曲版
合唱：「合唱de歓喜」合唱団 指揮：村越大春

東京農工大学・女子美術大学 混声合唱団
第61回定期演奏会

（2018年11月28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☆ 3（月）、10（月）、17（月）、25（火）です。
※年末年始の休館日は、12月28日（金）～1月4日（金）までです。

次のページを
見てね。

12月1日にも
チケット発売が
あるわ。

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♪
ご好評により第２弾！「今度ピアノのコンサートに行くから、その前に作曲家に
ついてもっと知りたい！」「あの楽器ってどんな特徴があるの？」など音楽に関
する皆様の疑問を解決。昭和音楽大学から講師を招き、皆様の知識欲を刺激しま
す♪この機会に音楽について一緒に学びませんか？記念すべき第２回は川染雅嗣
教授が「2台ピアノ ピアノの聴き比べ」と題して、キララホールにあるスタイン
ウェイとヤマハのピアノを使い、実演を交えて解説いたします。

第２回

レクチャー＆コンサート

ピアノの聴き比べ～スタインウェイ×ヤマハ～

講師・ピアノ演奏 川染 雅嗣
日程 平成３１年 １月１９日（土）
開場 １３：３０ 開演 １４：００
終演 １６：００ （予定）
会場 秋川キララホール（自由席）
料金 500円
川染

雅嗣（かわそめ まさし）

公演内容

第1部

レクチャー
～休憩～

第2部

ミニコンサート
ゲスト：中園理沙

予定曲目
ドビュッシー：夢
ショパン
：ワルツ第7番 嬰ハ短調
モーツァルト：2台ピアノのためのソナタ
ニ長調 他

1954年北海道北見市生まれ。78年東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業。
在学中第24回文化放送音楽賞ピアノ部門において「音楽賞」を受賞する。
80年ポーランド国立ワルシャワ・ショパン音楽院修了。
同年第10回ショパン国際ピアノコンクールに出場し、ディプロマを授与される。
帰国後は各地で演奏活動を行う。99年より10年まで「あじがさわミュージックフェ
スティバル」のプロデューサーとして、室内楽の普及に力を入れている。その功績
により06年、鰺ヶ沢町文化章を授与される。著書として「明解ピアノ上達法」
（ショパン刊）がある。また、2010年3月にCD「遠い思い出のかなたに」をリリー
スしている。研究分野は帝政ロシア末期の音楽で、09年日本アレンスキー協会（本
部・札幌市）を設立した。現在、昭和音楽大学音楽学部教授、
日本アレンスキー協会会長、北海道ポーランド文化協会会員、（一社）全日本ピア
ノ指導者協会正会員、麻生区文化協会会員、イカール国際室内楽アカデミー・ディ
レクター。

お申込み方法

《期間》１２月１日（土）～公演当日まで
お電話または、窓口にてお申し込みください。
※出演者・テーマについては変更になる可能性もございます。予めご了承ください。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※定員になり次第、締め切らせていただきます。

お問合せ・お申込み
秋川キララホール（受付時間9：00～18：00）
※毎週月曜日休館（祝休日の場合は翌日休館）
〒197-0804 東京都あきる野市秋川1-16-1
TEL：042-559-7500

