
開催日 催　し　物　名
開演時間

終演時間
入場方法 利用者（問い合わせ先）

1（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

2（土）
令和元年度　第25回あきる野市民まつり

市民文化祭（3日目）

10：00

16：15

入場無料

（自由入場）

あきる野市教育委員会

公民館　042-559-1221

3（日）
令和元年度　第25回あきる野市民まつり

市民文化祭（最終日）

　9：50

17：00

入場無料

（自由入場）

あきる野市教育委員会

公民館　042-559-1221

4

（月・休）
Viola　Carnival　2019

14：00

16：00

チケット制（無料）

残席わずか

ヴィオラスタジオ　042-519-1136

violastudio1013@gmail.com

6（水）
第二十五回 あきる野市民文化祭参加

大正琴扇靖流　秋の演奏会

13：00

16：00

入場無料

（自由入場）
杉山 042-558-1721

7（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

8（金） 西多摩郡公立小学校連合音楽会
13：25

15：00
関係者 ー

9（土）
主催事業　神田松之丞　講談漫遊記Vol.3

赤穂義士伝より「南部坂雪の別れ」 他

13：00

15：00
完売御礼

秋川キララホール

042-559-7500

15（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

16（土）

ワンコインコンサート　小林 愛実 ピアノ・リサイタル

ワンコインで聴ける約1時間の特別公演です。

【予定曲目】24のプレリュード（前奏曲集） Op.28（全曲）他

※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。

※曲目は変更になる場合があります。

14：00

15：00

500円

(全席指定)

秋川キララホール

042-559-7500

17（日） 第49回　秋川舞踊連盟 発表会
10：30

16：30

入場無料

（自由入場）

秋川舞踊連盟

築地　042-559-8513

19（火）

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】 梅木幸枝（アルトサキソフォン）、岸徹至（ベース）

【予定曲目】 A列車で行こう、take5(funkアレンジ）　他

※曲目は変更になる場合があります。

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

20（水）
秋川キララホール　キララ友の会　チケット先行予約日

※発売内容は裏面をご覧ください。※友の会は同時入会できます。

21（木）
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。

24（日）

あきる野市吹奏楽団（キララバンド）創立30周年記念

 第25回定期演奏会
出演：指揮　小玉公二　あきる野市吹奏楽団（キララバンド）

予定曲目：行進曲「秋空に」、交響詩「ローマの松」　他

※曲目は変更する場合があります。

14：00

16：00

入場無料

（要整理券）

イワサキ 090-6128-5609

※11/16　9:00am～キララホール

窓口で整理券を配布します。

（1人2枚まで）

配布終了のさいは、ご容赦ください。

26（火）
秋川キララホール　キララ友の会　チケット先行予約日

※発売内容は裏面をご覧ください。※友の会は同時入会できます。

27（水）
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。

28（木） 寿大学秋川校　閉講式
14：00

15：45
関係者

あきる野市教育委員会

公民館　042-559-1221

（2019年10月30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（火）、11（月）、18（月）、25（月）です。　（祝日・休日は開館します。）

10:00～18:00

電話予約のみ
秋川キララホール

042-559-7500窓口 9:00～

電話 正午～

秋川キララホール

042-559-7500窓口 9:00～

電話 正午～

10:00～18:00

電話予約のみ

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  

 駐車場：有（無料） 2019年11月の催し物ご案内 



出演者

仲道郁代

東京交響楽団（管弦楽）

大井剛史（指揮）

迫田美帆（ソプラノ）

高橋さやか（ソプラノ）

相田麻純（メゾ・ソプラノ）

小堀勇介（テノール）

小野寺光（バス）

キララ合唱団（合唱）

佐藤和哉

鷲尾麻衣（ソプラノ）

吉川健一（バリトン）

クァルテット・エクセルシオ

　　　　（弦楽四重奏）

石野真穂（ピアノ）

春風亭一之輔

公 演 日 秋川キララホール 開館30周年記念事業 開 演 料 金 出 演 者

公演間近

11/16

（土）

ワンコインコンサート

小林 愛実 ピアノ・リサイタル

ワンコインで聴ける約1時間の特別公演です。

【予定曲目】24のプレリュード（前奏曲集） Op.28　（全曲）　他

※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。

14:00
500円

(全席指定・税込)
小林愛実

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

一  般  4,000円

友の会  3,500円

当日券 4,500円

(全席指定・税込)

宗次郎（オカリナ）

今井博子（ヴァイオリン）

蓮沼健介（ピアノ）

小林健作（ギター）

佐藤唯史（パーカッション）

公 演 日 秋川キララホール 開館30周年記念事業 開 演 料 金 出 演 者

公演間近

11/9

（土）

　神田松之丞　講談漫遊記vol.3

赤穂義士伝より「南部坂雪の別れ」他

※未就学児の入場はご遠慮ください。

13:00 完売御礼！ 神田松之丞

☆秋川キララホール チケット発売のお知らせ☆

※11月は2回チケット発売があります。 　☎ 042-559-7500

http://akigawa-kirarahall.jp

＜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 チケット発売中☆　　☎ 042-559-7500  　http://akigawa-kirarahall.jp
　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）

　※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。

・ベートーヴェン：

ピアノ・ソナタ第21番ハ長調

作品53「ワルトシュタイン」

・シューマン：「謝肉祭」作品9　他

・モーツァルト：戴冠式ミサ

・J.シュトラウスⅡ：喜歌劇

「こうもり」ハイライト　他

・さくらさくら ・荒城の月

・この道 ・さくら色のワルツ　他

・モーツァルト：

アイネ・クライネ・ナハトムジーク

・オペラ「魔笛」より『パ・パ・パの二重唱』

・きらきら星変奏曲　他

チケット発売日（1回目）

11月20日（水）キララ友の会先行予約 午前10:00～（TELのみ）

　　　 21日（木）一般発売開始　窓口 午前9:00～　TEL 正午～

　　　 22日（金）インターネット予約 午前9:00～

★仲道郁代 ピアノ・リサイタル

2020年2月22日（土）開場13:30　開演14:00

(全席指定・税込)　一般3,500円／友の会3,200円／学生1,500円

★キララ寄席　春風亭一之輔　独演会

2020年3月28日（土）開場12:30　開演13:00

(全席指定・税込)一般3,500円／友の会3,200円

チケット発売日（2回目）

11月26日（火）キララ友の会先行予約 午前10:00～（TELのみ）

　　　 27日（水）一般発売開始　窓口 午前9:00～　TEL 正午～

　　　 28日（木）インターネット予約 午前9:00～

秋川キララホール 開館30周年記念事業
予定曲目

（変更になる場合あり）

　ー

★フレッシュ名曲コンサート　東京交響楽団演奏会　祝祭の2曲

（合唱：キララ30周年記念合唱団）

2020年2月24日（月・休）開場14:30　開演15:00

(全席指定・税込)　一般4,000円／友の会3,500円／学生1,500円

★共催事業　佐藤和哉　篠笛コンサートvol.2 「唄の音2」

～懐かしき唱歌に寄せて～

2020年3月8日（日）開場14:00　開演14:30

(全席指定・税込)　一般2,500円／友の会2,300円／当日券3,000円

★Concert for KIDS　0才からのモーツァルト

～ゆかいなパパゲーノの冒険～

2020年3月20日（金・祝）開場10:30　開演11:00

(全席指定・税込)　こども（0才～小学生）1,000円

　　　　　　　　　　　　おとな（中学生以上） 2,000円


