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

2019年5月の催し物ご案内
開催日

9（木）

10（金）

11（土）

催 し 物 名

令和元年度

あきる野市寿大学秋川校 開講式

入場方法

13：30
15：25

関係者

あきる野市教育委員会
公民館 042-559-1221

関係者

あきる野市きららカラオケ教室
大西 042-558-0165

あきる野市きららカラオケ教室

9：30
11：45

春の交通安全フェスティバル

14：00
16：00

寿大学秋川校 講座

14：00
15：45

関係者

15：00
17：00

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

16（木）

18（土）

開演時間
終演時間

主催事業 横坂 源 チェロ・リサイタル
出演：横坂源（チェロ）、新居由佳梨（ピアノ）
キララスペシャルプログラム
J.S.バッハ/無伴奏チェロ組曲第二番（チェロソロ）、黛 敏郎/文楽
滝 廉太郎/荒城の月、ピアソラ/アヴェマリア 他

利用者（問い合わせ先）

入場無料
福生警察署交通総務係
（自由入場） 042-551-0110（内線4112）
あきる野市教育委員会
公民館 042-559-1221

秋川キララホール
042-559-7500

※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。

21（火）

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
※公演内容は裏面をご覧ください。

秋川キララホール チケット一般発売開始
※公演内容は裏面をご覧ください。

26（日）

午前 9:00～窓口販売開始
初日は正午～電話予約開始

秋川キララホール
042-559-7500

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

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

23（木）

24（金）

午前10:00～電話予約のみ
キララ友の会会員のみ

最終公演

第13回 民俗舞踊と篠笛のつどい

演目 西馬音内盆踊り、花笠音頭、こきりこ、琉球舞踊、雪の浜町河岸、篠笛 他

13：00
15：20

入場無料
茅根栄子 042-595-1265
（自由入場） 中村和男 042-596-2921

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♪

9：30
11：45

関係者

秋川キララホール エントランスロビーコンサート♪
29（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：soLuna（ソルナ）/ 岡野雅代（ピアノ）、渡邉浩平（カホン）
予定曲目：ショパン/ノクターンOp.90-2、ヨハン・シュトラウス/美しく青木ドナウ
ベートーベン/交響曲第9番より「喜びの歌」 他

秋川キララホール
042-559-7500

※曲目は変更になる場合があります。

31（金）

あきる野市きららカラオケ教室

あきる野市きららカラオケ教室
大西 042-558-0165
（2019年4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。
☆今月の休館日は 7（火）、13（月）、20（月）、27（月）です。

☆秋川キララホール チケット発売のお知らせ☆
★5月21日（火）キララ友の会先行予約 電話のみ 午前10:00～（同時入会可）
★5月22日（水）一般発売
窓口販売 午前9:00～ 電話予約 初日は正午～（23日以降は電話も午前9:00～）
★5月23日（木）インターネット販売開始 午前9:00～ （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。）
発売する公演
秋川キララホール 開館30周年記念事業

公演日

開 演

秋川キララホール出張公演

8/17
（土）

9/8
（日）

五日市寄席

桂 宮治 独演会

※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

14:00

会場は秋川キララホールではありません。122席限定！

料 金

2,000円
(全席指定)
※友の会価格は
ありません。

桂 宮治

※未就学児の入場はご遠慮ください。

3年連続で満席のキララを沸かせた四兄弟が再びキララにやってくる！！

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

14:00

一 般 2,500円
友の会 2,300円
(全席指定)

※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。

10/5
（土）

出演者

東建コーポレーション株式会社presents

中村雅俊 45周年アコースティックコンサートツアー2019

髙島
髙島
髙島
髙島

孝太郎（唄）
雄次郎（アコーディオン）
龍三郎（ウッドベース）
圭四郎（バンジョー）

17:00

一 般 6,000円
友の会 5,800円
(全席指定)

開演

料金

15:00

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

横坂 源（チェロ）
新居 由佳梨（ピアノ）

14:30

一 般 3,500円
友の会 3,200円
(全席指定)

わらび座（演劇）

14:00

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

錦織 健（テノール）
河原 忠之（ピアノ）

16:00

完売御礼！

吉田兄弟（津軽三味線）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

中村 雅俊

チケット好評発売中！
公演日

公演名
デビュー20周年

5/18
（土）

6/9
（日）
６/15
（土）

横坂 源 チェロ・リサイタル

【予定曲目】 J.S.バッハ/無伴奏チェロ組曲第二番（チェロソロ）
グラナドス/スペイン舞曲集より“アンダルーサ” ヴィラ＝ロボス/黒鳥の歌
カサド/親愛なる言葉 黛敏郎/文楽（チェロソロ） 滝廉太郎/荒城の月
コダーイ/チェロ・ソナタ
ピアソラ/アヴェマリア
※曲目は変更になる場合がございます。
世界が注目する、秋田発ジャパンミュージカル。

劇団わらび座ミュージカル ジパング青春記
伊達政宗の決断、支倉常長の勇気、そして一人の若者が・・・・・

錦織 健 テノール・リサイタル
【予定曲目】 サン＝サーンス/ノッテ・ステラータ ～星降る夜
ニーノ・ロータ/ロミオとジュリエット、山田耕筰/この道、からたちの花 他
※曲目は変更になる場合がございます。

出演者

＜お知らせ 下記の公演は、おかげさまで完売いたしました。＞
7/20
（土）

吉田兄弟20周年記念 「三味線だけの世界」
【予定曲目】
風翔音『Fusion』 、津軽じょんがら節、百花繚乱 他
※曲目は変更になる場合がございます。

