
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7月1日

※友の会会員特典は受けられません。

チケットのお買い求め方法
●窓口購入　受付時間 9：00～22：00

●電話予約　受付時間 9：00～22：00

オンラインチケットサービス
※公演により、お取り扱いがない場合があります。

＜お受け取り方法＞
●窓　　口　ご予約後7日以内に、窓口でお支払い・お受け取りください。

●郵　　送　チケット代金と手数料500円（送料含む）を合わせて7日以内に、指定口座にお振込みくだい。
　　　　　　入金確認後にチケットをお送りします。なお振込手数料はお客様負担となります。チケットは当日受取も可能です。その際は送料はかかりません。
　　　　　　

※購入方法により、送料・手数料等が別途必要になります。　
※発売初日はイベントによって発売時間が異なります。
※申し込みの際に支払・受け取り方法を選択してください。7日以内に、窓口でお支払いまたは指定口座へお振込みください。

振込先　　もみじ銀行東京支店（普）3008780　名義 カ）ケイミックスパブリックビジネス

サングリーン
TEL0824-62-1111　9:30～19:30【休】1/1

7月10日（日） 第49回みよし市民祭
「短歌・俳句大会」 サロンホール 13：00 三次市文化連盟

☎0824-62-2222入場無料

7月24日（日） きりりシネマ倶楽部
「HOKUSAI」 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。

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

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

7月30日（土）
ヒロシマ・レクイエムコンサート‘22
新屋まり(歌・ｷﾞﾀｰ)、吉野妙(ﾋﾟｱﾉ)、
倉田香織(ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ)、ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙPoco(合唱)、他

サロンホール 14：00 佐 木々
☎090-5699-4013

全席自由2,000円
（ご来場者にオリジナルCD進呈）

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

※詳細は中面をご覧ください。協力：NHKプロモーション　制作：NHKエデュケーショナル

止水板設置時のエレベーター

会場：三次市民ホールきりり 大ホール

【一般発売日】
【きりり友の会先行発売日】

7月23日（土）9：00～
7月16日（土）9：00～

大雨洪水警報発令時等の施設の利用について

三次市より警戒レベル３ ( 高齢者等避難）が発令されたときは、施設浸水対策のためエレ
ベータを停止いたします。
また、警戒レベル 4( 避難指示 ) が発令されたときは、施設の利用を停止するとともに駐車場
を閉鎖いたします。
なお、施設は三次市の指示により補助避難所として開設されます。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



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

～気楽に楽しく音楽を～

クラシック楽楽ゼミナール

チケット
取　扱

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。

チケット
取　扱

※初日のみ三次市民ホールでの
　電話予約・オンラインは13：00～

１会員につき4枚まで。

チケット

販売中

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。

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

きりり館内3Dビュー！～驚きのVR映像をご覧ください！～日本ツアー2022広島公演

世界を旅する和太鼓集団
倭－YAMATO

クラシック楽楽ゼミナールでは、案内役の指揮者・井田勝大先生とクラシック音楽の世界を
楽しく学びながら、素敵な生演奏も一緒にお楽しみいただけます。全 3回。1回毎の参加も
可能です。“気楽 ”にお越しください。

第 2回目の「ピアノ解体ショー」は、夏休みの自由研究にぴったり！
グランドピアノを分解しながら、構造や素材、鍵盤などの部品の作り方や、音
の出る仕組みを実演します。ひとつひとつの部品にはどんな素材が使われて
いるのでしょうか。ピアノの音が大きくなるのはどの部品のおかげなのでしょ
うか？そもそもなぜ音が出るのでしょうか・・・などなど、知ってるようで知
らないピアノの秘密を楽しく学びましょう。

ご案内役：井田勝大

講師：西川昌孝（西川ピアノ調律所）

〈第2回〉ピアノ解体ショー

一般  1,000円　高校生以下500円全席自由

8月1日［月］サロンホール
13：30開場 14：00開演

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

残念ながら積雪、コロナ禍で2回上映中止となった作品です。
再度上映を望むたくさんの声にお応えして上映日決定しました！
ぜひこの機会にご鑑賞ください。

「きりりヤング・ステージ・コレクション」は、若い心のエネルギーがはじける舞台！
音楽、ダンスなどのステージパフォーマンスをお楽しみください。
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MCとして会場を盛り上げます！

（C）2020 HOKUSAI MOVIE

（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

7月24日［日］ 13：30開場 14：00上映

「HOKUSAI」

※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

【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。

1階11列26番付近 3階席からのようす

全席指定大ホール

友の会

販売中

一般
7月9日（土）
10：00～

MC：佐 木々リョウ

きりりホームぺージよりご覧いただけます。

2,000円

チケット
取　扱 ※販売初日（7/16・7/23）のみ三次市民ホールでの電話予約は11：00～

「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
7月16（土）
9:00～

一般
7月23日（土）
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

KIRIRI
YOUNG STAGE
COLLECTION

8.27 Sat
三次市民ホールきりり大ホール

出演者は、きりりホームページ、きりり通信8月号等にて
お知らせいたします。

絵で世界は
変わるのか?
日本が生んだ天才絵
師・葛飾北斎の人生
が 170 年の時を経て、
スクリーンに描かれる。
上映時間 129 分。

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。

これは、
僕の家族の物語

三次市民ホールきりりの館内施設を3Dビューで見られるようになりました。 

大ホールでは客席から舞台を見るこ
とができるので、チケットをご購入の
時にもご活用ください。

パソコンやスマートフォンから3D
ビュー映像で、実際に館内を歩く
ように、360°自由に見ることがで
き、スタジオやルームなど部屋へ
も入ることができます。

★駐車場もご覧いただけます！


