
イベントカレンダー
月　日 イベント名 会　場 時　間 入場料 主催・お問合せ

三次市民ホールきりり ●受付時間／9：00～22：00
●休  館  日  毎週水曜日、12／29～1／3

〒728-0021広島県三次市三次町111-1　FAX0824-62-2230

 お問い合わせ TEL.0824-62-2222
発行日／2022年8月1日

きりりシネマ倶楽部
「とんび」 大ホール 14：00 三次市民ホール

☎0824-62-2222
全席指定

※料金詳細は中面をご覧ください。

8月 1日（月）

8月20日（土）

8月 7日（日）

8月27日（土）

8月28日（日）

クラシック楽楽ゼミナール
＜第２回＞ピアノ解体ショー サロンホール 14：00 NPO法人きりり倶楽部

☎0824-62-2222
全席自由

一般1000円　高校生以下500円

世良公則アコースティックソロライブ 大ホール 16:00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

全席指定
※料金詳細は中面をご覧ください。

きりりヤング・ステージ・コレクション 大ホール 13：00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

全席自由
100円

9月10日（土） 倭-YAMATO-
日本ツアー2022広島公演 大ホール 14：00 三次市民ホール

☎0824-62-2222
全席指定

※料金詳細は中面をご覧ください。

9月19日（月・祝） きりりシネマ倶楽部「大河への道」 大ホール 14：00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

全席指定
※料金詳細は中面をご覧ください。

9月25日（日） 第18回びほく歌謡祭
　艶やか女性4人衆 大ホール 9：30 第18回びほく歌謡祭実行委員会

☎0824-63-1817全席自由　3,000円

10月1日（土） 「おかあさんといっしょ」
　　ファンターネ！とあそぼ 大ホール ①13:00

②15:30
三次市民ホール
☎0824-62-2222全席指定　2,000円

三次市消防団消防音楽隊
吹奏楽合同演奏会 大ホール 14：00

三次市総務部危機管理課
（消防団事務局）
☎0824-62-6116

入場無料

三次市民ホールきりり情報紙

きりり通信は毎月広報みよしと一緒に配布しております。
8

※詳細は中面をご覧ください。

SHISHAMO ワンマンツアー2022秋
「NICE TO MEET YOUr town!!! ～10年目の初上陸～」

三次公演決定！！

2022年11月26日（土）三次市民ホールきりり大ホール
友の会
8月28（日）
9:00～

一　般
9月3日（土）
9：00～

窓口/オンライン：AM9:00～
※会館電話予約は11：00～

オンラインのみ
※一般販売の初日(9/3)はオンラインのみの対応となります。
9月4日(日)窓口/オンライン 9:00～
※会館電話予約は 11:00～

16：15開場 17：00開演

　市民の皆様に気軽にホールにお越しいただきたいというコンセ
プトで 2015 年 1月にスタートしたティーブレイクコンサート。22 回
目は、７月 9 日に「VALLEBAM special Live」を行いました。
VALLEBAMは、谷口邦彦さんと竹下勉さんによるユニットで、爽や
かで軽快な指さばきのアコースティックギターのサウンドに、当日は
なんとパーカッションの藤原教芳さんも駆けつけてくださり、圧巻の
パフォーマンスで、ライブ演奏を皆様にお楽しみいただきました。　
　お客様からも「やはり生はいいですね」「とても楽しいコンサート
でした！！70才もう一度ギターの練習をしようと思いました」などな
ど、嬉しいお言葉がたくさん寄せられました。
　ティーブレイクコンサートは、コロナ禍前は、スイーツと飲み物を召し上がりながら、コンサートを楽しんでいただいており
ましたが、現在はスイーツ持ち帰りとなっています。早くコロナ禍が収束し、スイーツを食べながら、リラックスしてお楽しみい
ただけるようになれればと思っています。
　これからも素敵なライブ演奏を皆様へお届けできますよう、きりり倶楽部員一同頑張ってまいります。

NPO法人きりり倶楽部　事務局　秀吉　拓代

ティーブレイクコンサートに思うき り り
TOPIC

電子マネーでのお支払いができます！施設使用料・チケット購入

　NPO法人きりり倶楽部は、市民ホールきりりを支援するボランティア団体です。公演のサポート（チケットもぎり、会場案内など）、事
業の企画運営（ティーブレイクコンサート、楽楽ゼミナールなど）、情報発信（SNSでのイベント紹介、会報紙発行）など、いろいろな活
動を行っています。一緒に楽しく活動しませんか？無理なく、できる範囲でのご協力で構いませんので、お気軽にお問い合わせくださ
い。＜入会金：1,000 円・年会費：2,000 円＞

きりり倶楽部事務局 TEL0824-62-2222 三次市民ホール内（月・火・木 13:00～18:00 開局）



きりりハートフルライブ
世良公則～迸る（hotobashiru）～生きるチカラが此処にある

2022きりりぴよぴよコンサート
0さいから楽しむチリンとドロンのコンサート

8月20日［土］大ホール
15:30開場　16：00開演

一　般　5,500円
友の会　5,000円

一　般　　5,000円
友の会　　4,500円
高校生以下　3,000円

※未就学児入場不可。

※4歳～チケット必要（3歳以下入場不可）
※当日券500円UP

全席指定

8月27日［土］大ホール
12：00開場　13：00開演

チケット
取　扱

１会員につき4枚まで。

10月2日［日］サロンホール
午前の部（対象：0～3歳）開場10:15  開演10:30
午後の部（対象：4歳～） 開場13:30  開演14:00

一　般
子ども（小学生以下）
親子券（大人1名＋子ども1名）

1,000円
500円
1,000円

チケット
取　扱

チケット
取　扱

１会員につき4枚まで。

チケット

販売中

　広島ゆかりのアーティストの公演をお
届けする「きりりハートフルライブ」。
　今回は広島県出身の世良公則のライ
ブをお楽しみいただきます。
　アコースティックギター1本とは思えな
いほどの迫力のギターと唯一無二の歌声
で聴衆の心を鷲掴みにし続けているソロ
ライブ。新譜からカバー曲、ツイスト時代
の名曲を織り交ぜ、熱く燃えるステージ
は必見です。

SHISHAMO ワンマンツアー2022秋
「NICE TO MEET YOUr town!!! ～10年目の初上陸～」

11月26日［土］大ホール
16：15開場　17：00開演

一　般　5,500円
全席指定

チケット
取　扱

　Gt.Vo 宮崎朝子、Ba 松岡彩、
Dr 吉川美冴貴からなる３ピース
ロックバンド「SHISHAMO」。
　初めて訪れる街をまわる事を
コンセプトにした本ツアーで三次
に初上陸です！！！

　1993年の結成からこれまで、世界を渡り歩いて積み重なった公
演数は世界54カ国で4000公演。倭の音が、その全ての人の何かし
らのエネルギーになっていることを願いながら、活動拠点である明
日香に感謝し、日本を想い、和太鼓とともに旅を続けています。

全席指定

9月10日［土］大ホール
13：15開場　14：00開演

倭－YAMATO

きりりヤング・ステージ・コレクション

日本ツアー2022広島公演

世界を旅する和太鼓集団、倭－YAMATO

入場料　100円
※入場口でお支払いください。

全席自由

チケット
取　扱

１会員につき2枚まで100円引き。
（三次市民ホール窓口のみ）

チケット

販売中

（C）2022「とんび」製作委員会

【前売券】
一般：1，500円　シニア（60歳以上）：1，200円
障がい者手帳をお持ちの方：1,000円　3歳～高校生：800円
【当日券】
一般：1，800円　シニア（60歳以上）：1，300円
障がい者手帳をお持ちの方：1，000円　3歳～高校生：1，000円

8月7日［日］ 13：30開場 14：00上映
「とんび」

※3歳未満の膝上鑑賞は、大人1名につき1名無料。
※車いす席、集団補聴器のご希望の方は、チケット購入の前にご相談ください。
※当日券は、三次市民ホールのみ13：30～販売します。

全席指定大ホール

MC：佐 木々リョウ

2,000円

チケット
取　扱

ローソンチケット（Lコード：62156）https://l-tike.com
チケットぴあ（P:648ｰ618)https://t.pia.jp/

　「おかあさんといっしょ」で人気の人形
劇「ファンターネ」のみもも・やころ・ルチ
ータと坂田めぐみが繰り広げる歌や踊り
のコンサート。
　ステージと会場が一体となって盛り上
がるファミリーステージです。

全席指定

10月1日［土］大ホール
①12：15開場　13：00開演
②14：45開場　15：30開演

「おかあさんといっしょ」ファンターネ！とあそぼ

友の会
8月28（日）
9:00～

一　般
9月3日（土）
9：00～

チケット
8月1日（月）
9：00～

※1歳以上有料
※1歳未満のお子様は、保護者1名につき
　1名までひざ上にて無料
※上演時間約1時間(休憩なし)

協力：NHKプロモーション
制作：NHKエデュケーショナル

　現代の家族をテーマ
とし、多くの作品を執
筆している作家・重松
清の親子の絆を描く感
涙の名作「とんび」が待
望の映画化。
上映時間 139 分。

　歌とコントラバス、とてもシンプルでめずらしい。親子で楽しく触れ合っ
たり、見つめあったり、赤ちゃんにとって心地よかったり、一番に、大人たち
に大きな深呼吸をするような、
心からリラックスした時間を過
ごしてもらえるように、音作り
や、空間作りをしています。
　昨年度も開催し、大好評
だったチリンとドロンのコン
サート。生の音、生の体験を、
心と身体で楽しんでください！

これは、
僕の家族の物語

(C)2022「大河への道」フィルムパートナーズ

【前売券】
一般：1，500円　シニア（60歳以上）：1，200円
障がい者手帳をお持ちの方：1,000円　3歳～高校生：800円
【当日券】
一般：1，800円　シニア（60歳以上）：1，300円
障がい者手帳をお持ちの方：1，000円　3歳～高校生：1，000円

9月19日［月・祝］ 13：30開場 14：00上映
「大河への道」

※3歳未満の膝上鑑賞は、大人1名につき1名無料。
※車いす席、集団補聴器のご希望の方は、チケット購入の前にご相談ください。
※当日券は、三次市民ホールのみ13：30～販売します。

全席指定大ホール

道に迷ったら、この映画

チケット

販売中

チケット

販売中

全席自由

※対象の年齢外のお子様も入場できます。

※小学生以上チケット必要
※未就学児は大人1名につきひざ上に限り1名まで無料。
　お席が必要な場合はチケットをご購入ください。
※お1人様1公演4枚まで
※本公演は、新型コロナウイルス感染予防対策を講じた
　運営体制での開催となります。 
　SHISHAMOオフィシャルHPにて本公演の注意事項を
　必ずご確認いただいた上でご来場ください。

窓口/オンライン：AM9:00～
※会館電話予約は11：00～

オンラインのみ
※一般販売の初日(9/3)はオンラインのみの対応となります。
9月4日(日)窓口/オンライン 9:00～
※会館電話予約は 11:00～

　市内の小学生から高校生を中心とした若い世代が、
日頃の成果をきりりのステージで発表します！
　和太鼓、落語、ダンス、空手演武、ギター、バンド演奏な
どの様々なステージパフォーマンスをお楽しみください。
　また当日は、三次在住シンガーソングライターの佐々
木リョウさんが一緒にステージを盛り上げます！
　最近までなかなか活動できなかった期間を経て、みん
な頑張ってステージで発表します。ご家族・ご友人等お
誘い合わせの上、ぜひご来場ください！

和太鼓ワークショップ参加者募集！
～倭メンバーと一緒に楽しく和太鼓を打ちましょう！～〈参加無料・要申込〉
■日時／9月9日（金）19：00～20：00　■会場／大ホール　■定員／25名
■対象／小学生以上※初心者・経験者問いません。※先着順
■申込方法／三次市民ホールきりりまで、お電話でお申し込みください。（募集期間：8/14（日）～8/28（日）まで）

　200 年前、日本初の実測地図「大日本沿海輿地全図」を
製作した伊能忠敬の隠された真実を巡って繰り広げられ
る、現代の喜劇と時代ミステリーが融合した感動作。初の日
本地図に隠された、驚くべき秘密とは？上映時間 112 分。

こちらからも→
応募できます。

みなさまの応援、
　　　よろしくお願いします！


