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

2019年8月の催し物ご案内
開催日

1（木）

2（金）

4（日）
7（水）
8（木）

開演時間
終演時間

催 し 物 名

入場方法

午前9:00～ 下記催し物の参加申込み受付開始！
●令和元年度 あきる野市「家庭の日」推進事業 親子鑑賞会
タップダンス・コメディ・ショー TAP DO！ （9/16開催）→キララ窓口のみで整理券配布。
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（8/24開催）→キララ窓口・電話で受付。
●キララホールを使ってみませんか♪ （8/7.8開催）→キララ窓口・電話で受付。
●スタイウェイ（ピアノ）を弾きませんか♪ （8/14.15.16) →キララ窓口・電話で受付。

ハーモニー音楽教室 ’19コンサート
キララホールを使ってみませんか♪
反響板を組んだホールで自由に演奏し、響きの良さを
体感することができる催しです。（ステージ上にピアノを１台用意します。）
費用：午前の部 2,000円（1区分 55分）
午後の部 4,000円（1区分 115分）
8月２日 午前9:00～受付開始！空き状況はお問合せください。

11：00
16：30

① 9:00 ～ 9:55
②10:00～10:55
③11:00～11:55
④13:00～14:55
⑤15:00～16:55
⑥18:00～19:55

9：30
11：45

関係者

10（土）

加藤登紀子 Live in 秋川キララホール

16：30
19：00

5,500円
(全席指定)

14（水）

スタインウェイを弾きませんか♪

15（木）
16（金）

反響板を組んだホールでスタインウェイ（ピアノ）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。（ステージ上にピアノを2台用意します。）
費用：午前の部 2,000円（1区分 55分）
午後の部 4,000円（1区分 115分）
8月２日 午前9:00～受付開始！空き状況はお問合せください。
秋川キララホール出張公演 五日市寄席

17（土）

23（金）

27（火）
28（水）

31（土）

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。
※友の会価格はありません。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

あきる野市きららカラオケ教室

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。

秋川キララホール チケットキララ友の会 先行予約日
※発売内容は裏面をご覧ください。

秋川キララホール チケット一般発売日
※発売内容は裏面をご覧ください。

STEPS Unlimited ダンス発表会
秋川キララホール出張公演 「ヨルイチ」 ミニコンサート

31（土）

① 9:00 ～ 9:55
②10:00～10:55
③11:00～11:55
④13:00～14:55
⑤15:00～16:55
⑥18:00～19:55

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
加藤登紀子コンサート実行委員会
姥貝 042-588-5560

秋川キララホール
042-559-7500

桂宮治 独演会

東京文化会館ミュージック・ワークショップ

24（土）

秋川キララホール
042-559-7500

入場無料 ハーモニー音楽教室
（自由入場） 042-559-8532

あきる野市きららカラオケ教室

9（金）

利用者（問い合わせ先）

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。

14：00
16：00

2,000円
(全席指定)

9：30
11：45

関係者

【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

10:00～18:00
電話予約のみ
※同時入会できます。

窓口 9:00～
電話 正午～
1回目
14:00-16:30
2回目
18:00-20:30

18：00
18：30

入場無料
（要整理券）

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
←8/２より受付開始。
先着順。前日までに申込み。

秋川キララホール
042-559-7500

整理券の問合せ先

STEPS Ｕnlimited
stepsunltd@i.softbank.jp

秋川キララホール
入場無料
（自由入場） 042-559-7500

【出演】 二胡奏者 桐子 【予定曲目】 蘇州夜曲 他
（2019年7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 5（月）、13（火）、19（月）、26（月）です。

☆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27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）
★8月28日（水）一般発売 窓口販売：午前9:00～
電話予約：初日は正午～（29日以降は電話も午前9:00～）
★8月29日（木）インターネット発売 午前9:00～（インターネット予約をするには、あらかじめ無料会員登録が必要です。）
秋川キララホール「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 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。 ※完売のさいは御容赦ください。

チケット発売する公演
公演日

秋川キララホール 開館30周年記念事業

神田松之丞 講談漫遊記vol.3

11/9
（土）

赤穂義士伝より「南部坂雪の別れ」他

開 演

13:00

※未就学児の入場はご遠慮ください。

料 金

出演者

一 般 3,400円
友の会 3,300円 神田松之丞
(全席指定)

ワンコインコンサート

小林 愛実 ピアノ・リサイタル
11/16
（土）

2015年、「第17回ショパン国際ピアノ・コンクール」に出場、
ファイナリストとなる。そのドキュメンタリーが、TBS系『情熱大陸』で
放送され、大反響を呼んだ小林愛実がキララホールに初登場！
ワンコインで聴ける約1時間の公演です。

14:00

500円
(全席指定)

小林愛実

※友の会価格はありません。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

12/15
（日）

共催事業

宗次郎オカリナコンサート

昔むかしの物語（はなし）を聴かせてよ
【予定曲目】昔むかしの物語を聴かせてよ、暁のダンス、
小さな国の笑顔の子どもたち、故郷の原風景、コンドルは飛んでいく 他

15:30

宗次郎（オカリナ）
一 般 4,000円 蓮沼健介（ピアノ）
友の会 3,500円 今井博子（ヴァイオリン）
(全席指定)
小林健作（ギター）
佐藤唯史（パーカッション）

チケット好評発売中！
公演日

秋川キララホール 開館30周年記念事業

開演

秋川キララホール出張公演

8/17
（土）
10/5
（土）

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。

出演者

桂 宮治

※未就学児の入場はご遠慮ください。

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

17:00

一 般 6,000円
友の会 5,800円 中村 雅俊
(全席指定)

※未就学児の入場はご遠慮ください。

＜お知らせ 下記の公演は、おかげさまで完売いたしました。＞
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！！

9/8
（日）

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あります。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

14:00

完売御礼

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）

