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チ ケ ッ ト 発 売 情 報

■ 友の会先行発売▶

9/27(火) 午前10時より電話受付 ＜当日は電話受付のみ・窓口販売なし＞

※9/27(火)は、
『秋川キララホール 友の会』
会員限定の受付日となります。
会員以外の方は購入いただけませんのでご了承ください。
［ただし、
一般の方でも
「友の会先行発売」
電話受付の際に＜友の会へ同時入会＞いただくことで、
9/27(火)に購入可能です］

■一

般

発

売▶

【友の会優待価格】
販売枚数
お一人様

9/28(水) 午前10時より電話受付 ＜当日は電話受付のみ・窓口販売なし＞

※チケット代金は、電話受付日から1週間以内に【キララホール窓口】または【銀行振込】にてお支払いください (詳細は裏面の「チケットご購入方法」をご確認ください)

秋 川 キララホール ☎042-559-7500

秋川キララホール

販売枚数
お一人様

東京都あきる野市秋川1-16-1

■無料駐車場あり ■JR五日市線 秋川駅下車 北口

■一

般

発

売▶

9/28(水) 午前10時より電話受付 ＜当日は電話受付のみ・窓口販売なし＞

※チケット代金は、電話受付日から1週間以内に【キララホール窓口】または【銀行振込】にてお支払いください (詳細は裏面の「チケットご購入方法」をご確認ください)
※9/29(木)以降は、電話・窓口とも通常販売となります。

【友の会優待価格】
販売枚数
お一人様

各公演

4枚まで

【一般発売初日】
販売枚数
お一人様

各公演

5枚まで

徒歩5分

児・
講 談 界の風 雲
トが 取れない
場！
今 ︑最 もチケッ
ラホールに登
山 が 秋 川 キラ
六代目神田伯
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5枚まで

※9/27(火)は、
『秋川キララホール 友の会』
会員限定の受付日となります。会員以外の方は購入いただけませんのでご了承ください。
［ただし、一般の方でも
「友の会先行発売」
電話受付の際に＜友の会へ同時入会＞いただくことで、
9/27(火)に購入可能です。
］

■営業時間 9：00〜18：00 毎週月曜日休館（祝休日の場合は翌日休館）

独演会

2022年

各公演

9/27(火) 午前10時より電話受付 ＜当日は電話受付のみ・窓口販売なし＞

http://akigawa-kirarahall.jp

神田伯山
〒197-0804

4枚まで

【一般発売初日】

※9/29(木)以降は、電話・窓口とも通常販売になります。

●電話受付・お問合せ

各公演

■ 友の会先行発売▶

開場 18：00
開演 18：30

月
日
【金】
会場 秋川キララホール

究極のベートーヴェン！ベートーヴェン2大名曲を聴く

12月10

会場 秋川キララホール
開場 15：00
日
（土）開演 15：30 ［全席指定・税込］

2022年

【出演】
三ツ橋敬子
（指揮）
、
原田莉奈
（ピアノ）
、東京フィルハーモニー交響楽団
（管弦楽）

三ツ橋敬子（指揮）

一般 4,000円 / 友の会 3,500円 / 学生 1,500円

※未就学児の入場はご遠慮ください。

原田莉奈（ピアノ）

予定曲目
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調「皇帝」
ベートーヴェン：交響曲 第5番 ハ短調「運命」
［主

東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）

催］秋川キララホール、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館
※曲目は変更になる場合がございますのでご了承ください。［企画協力］東京オーケストラ事業協同組合

［全席指定・税込］一般 3,800円 / 友の会 3,500円
【出演】神田伯山
（講談）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

キララ合唱団
出

8回

第

小林沙羅 &加羽沢美濃

演奏会

演

(ソプラノ＆ピアノ)

3年ぶりに活動を再開したキララ合
唱団。感染症対策をしつつ、練習に
励んできました。
ソリストに平成26年〜29年まで秋
川 キララホー ルレジ デンシャル・
アーティストとして活躍された橋本
夏季さん他のソリストを迎え、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。

〜二人のミューズが聖夜に贈る、やさしい歌声、美しい音楽〜

12 24

2022年

会場

［全席指定・税込］一 般 3,000円 / 友の会 2,700円
学 生 1,500円

予定曲目
夜空の記憶のどこかに
（なつかしい唱歌を集めた組曲）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

シューベルト：ミサ曲 第2番 ト長調

2023年

1月14

開場 13：30
日
（土）開演 14：00

会場

秋川キララホール

［全席指定・税込］一 般 2,000円
友の会 1,800円

※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
ご了承ください。

開場 13：30

月
日
（土）開演 14：00
秋川キララホール

©NIPPON COLUMBIA

【出演】小林沙羅
（ソプラノ）
、
加羽沢美濃（ピアノ）

予定曲目 金子みすゞ作詞 加羽沢美濃作曲：みえない星 武満徹：小さな空 見岳章：川の流れのように 山田耕作：からたちの花
宮沢賢治／加羽沢美濃編：星めぐりの歌 バッハ＝グノー：アヴェ・マリア カッチーニ：アヴェ・マリア マスカーニ：アヴェ・マリア クリスマス・メドレー
讃美歌／アメイジング・グレイス プッチーニ：歌劇『ラ・ボエーム』
より 私が街を歩くと 他
※曲目は変更になる場合がございますのでご了承ください。

9月チケット発売開始公演

神田伯山

2022年

独演会
11月11日（金）

小林沙羅&加羽沢美濃
〜二人のミューズが聖夜に贈る、
やさしい歌声、
美しい音楽〜

開場 18：00
開演 18：30

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

12月10日（土）

開場 15：00
開演 15：30

2022年

12月24日（土）

開場 13：30
開演 14：00

キララ合唱団
第8回 演奏会

2023年

ご 来 場 に 際 して の お 願 い

9/28 一般発売開始

(ソプラノ＆ピアノ)

フレッシュ名曲コンサート

2022年

9/27 友の会先行発売

❶発熱や体調不良の際の
来館はご遠慮ください。

❷同居家族や身近な知人に感染が疑
われる方がいる場合、過去2週間以内
に感染が引き続き拡大している国・地
域に訪問歴がある場合のご来場はお
控えください。

❸マスクの持 参及び 着用
をお願いいたします（咳エ
チケットの 順 守をお 願い
します）。

❹ 感 染 予防のため、手洗いの 徹
底をお願いします。また、館入口
等にアルコール消毒 液を設 置し
ていますので、ご利用ください。

❺会場内では、他の方
との 適 切な距 離の 確
保にご協力ください。

❻会場内で体調を崩された場合
は、お近くの職員にお声がけくだ
さい。また、職員からお声がけさ
せていただく場合があります。

チケットご購入方法

秋川キララホール座席表
舞 台
台
舞

秋川キララホール営業時間 9:00〜18:00 ※月曜休館
(月曜が祝休日の場合は、
月曜営業・翌日火曜休館)

■ 窓口購入

キララホール窓口にて、座席をお選びいただいて購入できます
※
「友の会先行発売日」
および
「一般発売初日」
は窓口販売はありません
（両日とも、
電話受付のみとなりますのでご注意ください）

1月14日（土）

開場 13：30
開演 14：00

■ 電話購入（電話受付）

電話受付にて、座席をお選びいただいて購入できます

☎042-559-7500

チケット好評発売中!

2022年

※
「友の会先行発売日」
および
「一般発売初日」
は午前10時から電話受付
※チケット代金は、
電話受付から1週間以内に①
【秋川キララホール窓口】
または ②
【銀行振込】
でのお支払いとなります

11月3日（木・祝）ミュージック・ワークショップ in あきる野

「おさるのミュージックラボ」
＜あきる野ルピア ルピアホール＞
①11:00〜11:45 ②12：30〜13:15

チケット料金

550円

●電話受付後・チケット購入後は、お客様のご都合によるチケット
内容の変更、
キャンセルには一切お応えできません。
●チケットはいかなる場合でも(紛失・盗難・破損等)、再発行はで
きませんので大切に保管してください

「はじめましてクラシック〜サクソフォン四重奏」
＜秋川キララホール＞
14:00〜14：45

チケット料金

550円

電話受付後のお支払い・お受取り方法

※詳しくはホームページ、館内のチラシ等をご覧ください

2022年

13：30
11月6日（日）開場
開演 14：00

電話受付後、
①・②・③ いずれかの方法にて、
【チケット代金のお支払い】
と
【チケットのお受取り】
をお願いいたします

一般 3,000円 / 友の会 2,700円
学生 1,500円

①窓口でお支払い・お受取り
キララホール窓口で【電話受付から1週間以内】
に代金をお支払いの上
チケットをお受取りください (窓口の取扱いは現金のみとなります)

金子三勇士 ショパンvsリスト ピアノの巨人たちの肖像

②銀行振込でお支払い・チケットはキララホールでお預かり
下記の振込先まで、お申込者名義で【電話受付から1週間以内】に、
【チケット代金のみ】
をお振込みください。チケットは公演当日までキララ
ホールでお預かりします。(チケットは公演当日に窓口でお渡しします)

チケット2022年12月発売予定!

2023 年3月12日（日） 14：00開演（予定）

キララ通り

桂宮治 独演会

八神純子 Live

東横 INN

キミの街へ 〜for all living things~

※会員特典は一部対象外の公演もございますのでご了承ください。

キララ友の会はいつでもどなたでもお入りいただけます。
ホール主催・共催公演に関して

●チケット発売のご案内をご自宅へお届けします。
●出演者サイン色紙等を抽選でプレゼントします。
●チケットを先行予約・割引料金
（設定がある公演のみ）
でお求めいただけます。

■銀行名・支店名：三菱UFJ銀行
六本木支店
■口座番号
：普通 0344513
■口座名義
：
「アキガワキララホール」 または
「カ)コンベンション リンケージ
ダイヒョウトリシマリヤク ヒライヒロアキ」
※銀行振込手数料はお客様のご負担となります。
ご了承ください
※ご来館期日・お振込期日は別途ご案内する場合があります

※公演詳細、チケット発売日(キララ友の会 先行発売日)等につきましては、決定次第、
「広報 あきる野」
「秋川キララホール ホームページ」
「イベント インフォメーションチラシ」等にてご案内いたします。

キララ友の会 のご案内

キララ
ホール
図書館
専用Ｐ

滝山街道

2023 年3月26日（日）16：00開演（予定）

③銀行振込でお支払い・チケットは配送でお届け
下記の振込先まで、お申込者名義で【電話受付から1週間以内】に、
【チケット代金＋500円(配送料)】
をお振込みください。
チケットは、お振込後2週間以内に配送にてお届けします。

ガソリン
スタンド

チケット代金 お振込先

駅前大通り

キララ寄席

さくら通り

祝

