
　誰でも気楽に、楽しく、クラシック音楽に親しんでいただくために、指揮者の井田勝大先生を案内役にお
迎えして年 3 回開催しているクラシック楽楽ゼミナール。
　8月 1日に開催された第 2 回目は、西川ピアノ調律所の西川昌孝さんを招いて「ピアノ解体ショー」を行
いました !
　鍵盤や金属フレーム、響版まで外され、普段見ることのないピアノの姿に会場中は大盛り上がり! また、
ピアノに聴診器をあてて音がどこから出ているか探してみたり、弦を押さえて音の振動を体で体感したり、
弦の上に置かれたピンポン玉が鍵盤を弾くと飛び上がる様子を目の当たりにしたり、西川さんの工夫を凝
らした内容に多くの子ども達の目 (もちろん大人も ) はキラキラ輝いていました♪
　案内役の井田先生も「ここまでピアノの細部を見る機会は私も今までありませんでした。子ども達にとっ
て、音を目で見て、手で触れ、感性が磨かれる良い一日となったと思います」と、お客様もスタッフもみんな
大満足の素敵な夏の思い出となりました。
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発行日／2022年9月1日

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。

全席指定
※料金詳細は中面をご覧ください。10月16日（日） きりりシネマ倶楽部

「はい、泳げません」 大ホール 14：00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

10月23日（日） クラシック楽楽ゼミナール〈第３回〉 『今日からあなたも作曲家？』 サロンホール 14：00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

全席自由
※料金詳細は中面をご覧ください。

11月20日（日） きりりわくわくアートフェスティバル 大ホール 9：00～
17：00

三次市民ホール
☎0824-62-2222入場無料

11月26日（土） SHISHAMO 大ホール 17：00 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。

10月23日（日） 第２２回庄原こどもミュージカル
『ピーターパン』 大ホール 14：30 庄原こどもミュージカル

☎0824-72-0147
全席自由　一般・小学生以上1,000円

未就学児以下無料

11月1日（火） カズン　やっぱ生でSHOW！
冬は必ず春モニ～ 大ホール 19：00

9：00

(一財)民音中国センター
☎082-567-0585

全席指定　5,000円
当日学生席2,000円

11月19日（土）
・20日（日） みよし市民祭「いけ花展」 サロンホール 三次市文化連盟

☎0824-62-2222入場無料

11月13日（日） けんみん文化祭ひろしま’22
芸能・銭太鼓 大ホール 10：00

（予定）
けんみん文化祭広島実行委員会
事務局☎082-513-2722入場無料

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15日（土） 第46回県北合唱祭 大ホール 13：30 広島県北合唱団体連絡ネット
☎090-1018-8526

全席自由
一般500円、中学生以下無料

10月16日（日） ティーブレイクコンサートvol23
『AYAKA＆マリンバフレンズコンサート』サロンホール 14：00 NPO法人きりり倶楽部

☎0824-62-2222
全席自由

※料金詳細は中面をご覧ください。

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

10月2日（日） 2022きりりぴよぴよコンサート
『チリンとドロンのコンサート』 サロンホール ①10:30

②14:00
三次市民ホール
☎0824-62-2222

全席自由
※料金詳細は中面をご覧ください。

夏休みの自由研究にピッタリ♪三次市民ホールでピアノ解体ショーを開催!!
「第2回クラシック楽楽ゼミナール ～ピアノ解体ショー～」

◇◇◇　きりりお問合せQ＆Aコーナー　◇◇◇

駐車場はありますかQ
A 敷地内に286台、満車の場合は
臨時駐車場をご用意いたします。

窓口受付時間はQ
A 年末年始、毎水曜日を除き、
9:00～22:00です。

Wi-Fiは使用できますかQ
A 全ての部屋で使用できます。
(ルーター必要、貸出ルーター有)

飲食はできますかQ
A ホール客席以外は可能です。
※汚損した場合は現状復帰をしていただきます。

施設利用のキャンセルはできますかQ
A キャンセルはできませんが、
利用日の変更は1回限りできます。
※大ホール、サロンホールは要相談、
　スタジオ・ルームは利用3日前までに。

ピアノの構造を説明する西川さん

解体した鍵盤に触れる子ども達

～お客様からのひとこえ～
「解体しないと見られない部品が見れて楽しかったです。音を見たり、触ったりすることができ楽し
かったです。」(10代女性)

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

三次市民ホールきりり 大ホール



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

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

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

きりりわくわくアートフェスティバル「ピアノリレーコンサート」出演者募集！

11月26日［土］大ホール
16：15開場　17：00開演

一　般　5,500円

＜入場無料＞

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！！！

　本格的なコンサートホールで世界最高峰のスタインウェイピアノ（D-274）をステージで演奏してみ
ませんか？１人30分のリレー方式で行います。ピアノを演奏できる人ならだれでも参加可能。ソロ演
奏以外にも、連弾、その他楽器とのアンサンブルなど、様 な々演奏方法での出演も大歓迎です。

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

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。

　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！

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

※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

(C)2022「大河への道」フィルムパートナーズ

(C)2022「はい、泳げません」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

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

【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

10月16日［日］ 13：30開場 14：00上映
「はい、泳げません」

※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

切なくて苦しくてちょっとおかしい感動作。

チケット

販売中

チケット

販売中

チケット

販売中

チケット

販売中

全席自由

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。

■対　　象　三次市在住・在勤・在学のピアノを弾ける方
■参 加 費　無料　■募集人数　8名（組）※先着順
■募集期間　10月15日（土）より受付開始　応募方法はきりりホームページをご覧ください。

※一般の方に鑑賞いただくコンサートです。ステージ衣装でお越しください。（更衣室有）
※反響板・コンサート灯りで行います。マイク等の音響設備の使用、ピアノの移動はできません。
※リハーサルをご希望の方は、前日に行います。当日の練習会場はありませんのでご了承願います。

友の会発売中
一般販売は9/3（オンラインのみ）
9月4日(日)～窓口/オンライン 9:00～
（会館電話予約初日のみ 11:00～）

チケット
9月3日（土）
9：00～

　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？
2022 年 5月公開作品　上映時間 112 分

　大学で哲学を教える小鳥遊雄
司は、泳げない。水に顔をつける
ことも怖い。屁理屈ばかりをこね
て、人生のほとんどで水を避け
てきた雄司はある日、ひょんなこ
とから水泳教室に足を運ぶ。訪
れたプールの受付で、強引に入
会を勧めて来たのが水泳コーチ
の薄原静香だった。陸よりも水中
の方が生きやすいという静香と、
水への恐怖で大騒ぎしながらそ
れでも続ける雄司の、一進一退の日々が始まる。泳げない男と泳ぐことしかでき
ない女の、希望と再生の物語。2022年6月公開作品　上映時間113分

プログラム
＊アイネクライネナハトムジーク　/　モーツアルト
＊トリッチ・トラッチ・ポルカ　/　ヨハンシュトラウス
＊リベルタンゴ　/　アストル・ピアソラ　ほか

料金　1,000円（税込）＜スイーツ付＞
※スイーツはお持ち帰りとなります。

10月16日［日］サロンホール

チケット
取　扱

ティーブレイクコンサートVol.23

全席自由

13：30開場 14：00開演

AYAKA＆マリンバフレンズコンサート

〈今回のスイーツ〉
 ベーグルチョコドーナツ（三良坂パン工房 麦麦）
 三良坂小麦使用のショコラベーグルを
 ドーナツにして、チョコレートでコーティング
 したスペシャルなスイーツパンです。

～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

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。

　作曲って、特別な才能を持った人にしかできないもの？二人の若
き作曲家をお招きし、どんなことからインスピレーションを得るのか、
どんな時にアイディアが浮かぶのか、どんな方法で作曲するのか、な
どなど、作曲の裏側に迫ります。また、三次をテーマとした即興曲を
会場の皆様とともに創る予定です。お楽しみにお越しください。

指揮者：井田勝大 作曲家：松﨑国生作曲家：葛西竜之介

〈第3回〉今日からあなたも作曲家？

一般  1,000円　高校生以下500円全席自由

10月23日［日］サロンホール
13：30開場 14：00開演

〇平舘平c

　今回のティーブレイクコン
サートは、広島ジュニアマリン
バアンサンブルの OG と現役
メン バ ー で 結 成 され た
「AYAKA＆マリンバフレンズ」
によるマリンバコンサート。マリ
ンバの魅力を、オシャレな演奏
でお届けします。
　耳馴染みのクラシックを中
心に、ポピュラー、日本のうたを
マリンバの音色でお楽しみく
ださい♪

11月20日［日］大ホール
11：00～16：00


