2022年9月の催し物ご案内

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）

ご来館の際は、マスクの着用・手指の消毒をお願いいたします。
発熱や体調不良の場合は、ご来館をご遠慮ください。
開催日

催 し 物 名

開演時間
終演時間

入場方法

1（木）

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

9（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
堤 042-559-3564

主催事業

10（土）

昭和初期の名曲を唄う 東京大衆歌謡楽団
時代を超え、世代を超え、古き良き昭和の流行歌を唄い継ぐ
「東京大衆歌謡楽団」が今年もキララにやって来ます！

14：00
16：00

一 般 2,500円
友の会 2,300円
（全席指定）

利用者（問い合わせ先）

秋川キララホール
042-559-7500

＊未就学児のご入場はご遠慮ください

15（木）

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

16（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
堤 042-559-3564

主催事業

川久保賜紀（ヴァイオリン）と仲間たちによる

「四季」（室内楽企画）
17（土）
ヴィヴァルディ × ピアソラ ふたつの四季

14：00
16：00

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

秋川キララホール
042-559-7500

＊未就学児のご入場はご遠慮ください

イタリアの作曲家ヴィヴァルディ、アルゼンチンタンゴの先駆者ピアソラ
編成も時代も違うふたつの「四季」を是非ご堪能ください。

22（木）

寿大学秋川校講座
令和４年度 あきる野市「家庭の日」推進事業 親子鑑賞会

24（土）

ピアニカ の 魔術師
ピアニカの可能性は無限大!!
今までに想像もできなかった音色と奏法でのパフォーマンス。音楽を通じて、心で感じる無限の
可能性を是非お楽しみください。

27（火）

28（水）

14：00
15：45
■午前の部
11：00
11：45
■午後の部
14：00
15：20

秋川キララホール キララ友の会 チケット先行発売日
※発売公演内容は裏面をご覧ください
※友の会は同時入会できます

関係者

整理券
（入場無料）
※整理券が必要です。
予定数に達し次第、配布終了します

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
あきる野市教育委員会
生涯学習推進課生涯学習係
042-558-1111(内線3012)

10:00～18:00
※電話予約のみ（当日は窓口販売はありません)

秋川キララホール チケット一般発売日

10:00～18:00

※発売公演内容は裏面をご覧ください

※電話予約のみ（当日は窓口販売はありません)

秋川キララホール
042-559-7500

2022年8月31日

・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。
・上記以外の日も非公開の催し物が入っている場合があります。

・利用者の都合および新型コロナウィルス感染予防対策などにより、
時間・入場方法等が変更・中止になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
☆今月の休館日は （月）、（月）、（火）、（月）です。

★秋川キララホール チケット発売情報★
☎ 042-559-7500 http://akigawa-kirarahall.jp
チケット発売日
9月27日（火） 友の会先行発売 午前10:00～（TELのみ）
9月28日（水） 一般発売
午前10:00～（TELのみ）
※発売初日は両日とも窓口販売はありません。
（9月29日（木）以降は、9時より受付）
※インターネット販売は当面の間休止しております。
※すべての公演で、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ございますので、あらかじめご了承ください。

9月27日(友の会先行) ・ 28日(一般) チケット発売公演名

★神田伯山 独演会
2022年11月11日（金） 開場18：00 開演18：30
（全席指定・税込）一般3,800円 友の会3,500円

★フレッシュ名曲コンサート 東京フィルハーモニー交響楽団 演奏会
究極のベートーヴェン！ベートーヴェン2大名曲を聴く
2022年12月10日（土） 開場15：00 開演15：30
（全席指定・税込）一般4,000円 友の会3,500円 学生1,500円

予 定 曲 目

今、最もチケットが取れない講談界の風雲児。
六代目神田伯山が秋川キララホールに登場！

出 演 者

神田伯山（講談）

三ツ橋敬子（指揮）
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調「皇帝」 原田莉奈（ピアノ）
ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調「運命」
東京フィルハーモニー交響楽団
（管弦楽）

★小林沙羅＆加羽沢美濃（ソプラノ＆ピアノ）
～二人のミューズが聖夜に贈る、やさしい歌声、美しい音楽～
2022年12月24日（土） 開場13：30 開演14：00

(未 定)

後日発表 お楽しみに♪

小林沙羅（ソプラノ）
加羽沢美濃（ピアノ）

（全席指定・税込）一般3,000円 友の会2,700円 学生1,500円

★キララ合唱団 第8回 演奏会
3年ぶりに活動を再開したキララ合唱団が、教会のようなホールで
素敵なハーモニーをお届けします

2023年1月14日（土） 開場13：30 開演14：00

夜空の記憶のどこかに（なつかしい唱歌を集めた組曲）
シューベルト：ミサ曲 第2番 ト長調
他

（全席指定・税込）一般2,000円 友の会1,800円

山神健志（指揮）
橋本夏季（ソプラノ）
松本智恵（ピアノ）
キララ合唱団（合唱）
他

★秋川キララホール チケット好評発売中★
☎ 042-559-7500 http://akigawa-kirarahall.jp
チケット発売中の公演名

★昭和初期の名曲を唄う 東京大衆歌謡楽団
2022年9月10日（土） 開場13：30 開演14：00
（全席指定・税込）一般2,500円 友の会2,300円

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

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）

ヴィヴァルディ：和声と創意への試み op.8《四季》
ピアソラ：ブエノスアイレスの四季

川久保賜紀（ソロ・ヴァイオリン）
水谷晃(第1ヴァイオリン トップ）
岸本萌乃加（第2ヴァイオリン トップ）
田原綾子（ヴィオラ トップ）
遠藤真理（チェロ トップ）
黒木岩寿（コントラバス）
長久真実子（チェンバロ）
三浦友理枝（ピアノ）他

ショパン：英雄ポロネーズ
リスト：コンソレーション 第3番
ショパン：黒鍵のエチュード
リスト：ラ・カンパネラ 他

金子三勇士（ピアノ）
浦久俊彦（ナビゲーター）

★川久保賜紀（ヴァイオリン）と仲間たちによる

「四季」（室内楽企画）
2022年9月17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

★金子三勇士 ショパンvsリスト ピアノの巨人たちの肖像
2022年11月6日（日） 開場13：30 開演14：00
（全席指定・税込）一般3,000円 友の会2,700円 学生1,500円

出 演 者

★秋川キララホール 「友の会」会員 募集中★
☎ 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）
※お申込み方法：直接キララホール窓口・電話で

