
加賀まりこと塚地武雅が親子役で共演し、老いた母と自閉症の息子が地域コ
ミュニティとの交流を通して自立の道を模索する姿を描いた人間ドラマ。

山田珠子（加賀まりこ）は、息子・忠男（塚地武雅）と二人暮らし。毎朝決まっ
た時間に起床して、朝食をとり、決まった時間に家を出る。庭にある梅の木の
枝は伸び放題で、隣の里村家からは苦情が届いていた。ある日、グループホ
ームの案内を受けた珠子は、悩んだ末に忠男の入居を決める。しかし、初め
て離れて暮らすことになった忠男は環境の変化に戸惑い、ホームを抜け出し
てしまう。そんな中、珠子は邪魔になる梅の木を切ることを決意するが…。

三次市民ホールきりり情報紙

KIRIRI NEWS Vol.80　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。

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

5月3日（火・祝）
　・5日（木・祝）

5月7日（土）

ホール開放デー
大ホールひとりじめ！

きりりシネマ倶楽部
「ドラえもん のび太の宇宙小戦争」 大ホール

三次市民ホール
☎0824-62-2222

三次市民ホール
☎0824-62-2222

大ホール

①10：30
②14：00

①10：00
②13：30

9:00～17:00
（最終日16:30)

9:00～
21：00

全席自由
大人2,500円　学生1,000円

5月8日（日）

5月21日（土）
　・22日（日）

きりりグランメイズ

第49回みよし市民祭「いけ花展」

大ホール

サロンホール

三次市民ホール
☎0824-62-2222

5月7日（土）
ウクライナ人道支援チャリティーコンサート
ヴァイオリン：平石英心リチャード
ピアノ：岡野純大

大ホール 19：00 三次チャリティーコンサート実行委員会
☎090-6845-4879

三次市民ホール
☎0824-62-2222

三次市文化連盟
☎0824-62-2222

無料（要申込）
※定員に達しました。

5月1日（日）
　　～8日（日） きりりにんぎょうニュータウン ホワイエ 9:00～

22：00 観覧無料

無料（要申込）
※定員に達しました。

全席指定
※料金詳細は表面をご覧ください。

16：306月5日（日） 森高千里「この街」TOUR 大ホール 三次市民ホール
☎0824-62-2222

三次市民ホール
☎0824-62-2222

全席指定8,800円

9：306月19日（日） 第49回みよし市民祭「芸能祭」 大ホール

入場無料

三次市文化連盟
☎0824-62-2222入場無料

14：006月25日（土） きりりシネマ倶楽部
「梅切らぬバカ」 大ホール

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5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

きりり友の会 2022年度会員募集！

会員特典!!

■年会費 1,000円（新規・継続ともに）
■会員期間：ご入会日から2023年3月31日まで

★チケット先行購入★きりり主催公演チケットを一般発売日より一足早く購入可能。
★チケット代割引★きりり主催公演チケットを割引価格で購入可能。※枚数や金額は公演により異なります。
★プ レ ゼ ン ト★オリジナルチケットホルダーをプレゼント。（新規入会時のみ）
★きりり通信をお届け★情報紙きりり通信を毎月ご自宅へ郵送します。

■入会方法
［窓　　口］三次市民ホール事務所へ直接お越しください。窓口で会費をお支払いただいた後、会員カードをお渡しします。
［銀行振込］銀行より会費をお振込みください。振込手数料は別途ご負担ください。
　　　　　入金確認後、最新のきりり通信とともに会員カードを郵送させていただきます。
　　　　　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

●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

電子マネーでのお支払いができるようになりました！施設使用料・チケット購入が

5

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

【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

6月のシネマ

6月25日［土］ 13：30開場 14：00上映

「梅切らぬバカ」

父親代わりの梅の木が運んでくれた“小さな奇跡”とは・・・

一緒に笑って、たまに怒って涙して。このありふれた毎日が宝物。

※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13：00～販売します。

毎月上映中！
「きりりシネマ倶楽部」は、映画館のない街で、
最新映画を鑑賞いただける機会として
毎月大ホールで上映しております。

〈2021年度上映作品〉※上映中止も含む
天外者
STAND BY ME ドラえもん2
いのちの停車場
騙し絵の牙
HOKUSAI
漁港の肉子ちゃん

〈2021年度上映作品〉※上映中止も含む
天外者
STAND BY ME ドラえもん2
いのちの停車場
騙し絵の牙
HOKUSAI
漁港の肉子ちゃん

お終活　熟春！人生、百年時代の過ごし方
キネマの神様
老後の資金がありません！
総理の夫
吟ずる者たち

お終活　熟春！人生、百年時代の過ごし方
キネマの神様
老後の資金がありません！
総理の夫
吟ずる者たち

〈2022年度上映作品〉
コンフィデンスマンJP英雄編
映画 ドラえもん のび太の宇宙小戦争リトルスターウォーズ2021

〈2022年度上映作品〉
コンフィデンスマンJP英雄編
映画 ドラえもん のび太の宇宙小戦争リトルスターウォーズ2021

全席指定

（C）2021「梅切らぬバカ」フィルムプロジェクト

全席指定
【前売券】一般：1，500円、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

大ホール



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

第49回みよし市民祭

いけ花展

6月5日［日］
大ホール
15:30開場　16：30開演

一般  8,800円

森高千里が日本各地を回る
「この街」TOUR!
いよいよ三次の街に！！

森高千里「この街」TOUR 2020-22 ～気楽に楽しく音楽を～クラシック楽楽ゼミナール〈全3回〉

全席指定

チケット
取　扱

チケット
取　扱

8月20日［土］
大ホール
15:30開場　16：00開演

5月21日［土］・22日［日］

芸能祭 6月19日［日］
（9：30オープニング、9：40開会式）
個人や団体で修得した芸能文化の発表の日。日 の々努力と修練の賜物を、
ぜひ会場でご覧ください。

一般　5,500円
友の会5,000円

※未就学児入場不可。

全席指定

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

友の会
5月22日（日）
10：00～

一般
5月29日（日）
10：00～

入場

無料

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。

ローソンチケット（L:70084）：https://l-tike.com/
チケットぴあ(P:214ｰ609)：https://t.pia.jp/　　イープラス：https://eplus.jp/

※4歳以上チケット必要
　（3歳以下無料。ただし保護者1名に対し1名まで膝の上での
鑑賞可。お席が必要な場合はチケットをお求めください。）
＜チケット不正転売禁止法に関して＞
　本公演のチケットは「チケット不正転売禁止法」が定める「特
定興行入場券」として販売します。

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
14：00開演

倭－YAMATO

今年も開催決定！　

日本ツアー2022広島公演

世界を旅する和太鼓集団、倭－YAMATO

※料金等詳細は、次号に掲載します。

一緒に合唱を楽しみましょう♪
みよしKIRIRI児童合唱団 人形劇団きりり

「みんな仲良く、笑顔で心おど
る合唱」を合言葉に、活動をし
ています。年に一度の定期演奏
会や県内の児童合唱団との交
流会もあります。楽譜がよめな
くても大丈夫！みんなで楽しく
歌いましょう！

人形劇団きりりは、2018年4月に設立し
ました。上演作品は、劇団員が一から創
作しています。月に一回、国内唯一の人
形劇ミュージアムとらまるパペットランド
の貴志先生による人形劇の基礎から学
習できる講座も行っております。人形劇
の道具づくりや衣装づくりなどの制作だ
けや人形操作だけでも大歓迎です！一
緒に楽しい人形劇を作りませんか？

■募集対象　小学生・中学生（他の年齢の方は要相談）
■団　　費　4,000円／月
■活動日時　毎週木曜日17:30～19：00（予定）
　※低学年の方の終了時間はご相談ください。

■募集対象　18歳以上の方※高校生不可
■団　　費　3,000円/月
■活動日時　毎週火曜日19：00～21：00
　　　　　　（講義）毎月1回土日のどちらか13：00～17：00

お問合せ
お申込み

お問合せ
お申込み

劇団員募集中！一緒に楽しい人形劇を作りましょう！

クラシック音楽は、理解が難しい？敷居が高い？堅苦しい？そんなイメージを持たれやすいですが、このク
ラシック楽楽ゼミナールでは、案内役の指揮者・井田勝大先生が、クラシック音楽の魅力を、楽しくわかり
やすくお話いたします。また、楽しく学びながら、素敵な生演奏もお楽しみいただけます。

地元ゆかりのアーティストと、地元のお店のスイーツ付きのコンサートで、年に3回開催しております。ライブやレコードコンサー
ト、弦楽四重奏、ダンス、寄席など、バラエティに富んだ内容を企画していますので、お気軽にお越しください。
（感染症拡大防止対策として、現在スイーツはお持ち帰りとなっております。）

今年度の第 1回は、読売日本交響楽団ヴァイオリン奏者の對馬哲男さんをお招きして、世界
各地で作曲されたヴァイオリンの数々の名曲を余すところなくご披露したいと思っています。
ヴァイオリンの弾き比べなど、聴いて体験するコーナーもご用意しています。また、ピアノ伴奏者
は、前回 3月にもお越しいただいた羽賀美歩さんです。お楽しみにお越しください。

鳥取県生まれ。東京学芸大学音楽科卒業。同大学院修了。2003 年から来日オペラ劇場の公演に制作助手として携わり、小澤征爾、ズービン・メータのアシ
スタントを務める。2007 年、Kバレエカンパニー「白鳥の湖」公演でデビュー以降、Kバレエの多くの公演を指揮している。そのほか新国立劇場バレエ団、東
京バレエ団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団などのバレエ団、オーケストラとも共演している。指揮を山本訓久、高階正光、井崎正浩各氏に
師事。現在、シアターオーケストラトーキョー及び、Kバレエカンパニー音楽監督、エリザベト音楽大学講師。洗足学園音楽大学非常勤講師。

ティーブレイクコンサート

指揮者：井田勝大

【過去のクラシック楽楽ゼミナール】
〈2020 年〉
第 1回　苦難の時代と音楽
　　　　～作曲家の想いは疫病を超える～
第 2回　トランペットの秘技【九州交響楽団首席奏者
　　　　松居洋輔 トランペットリサイタル】

〈2021 年〉
第 1回　ジャズで楽しむ『くるみ割り人形』
第 2回　東京楽竹団 特別演奏会
第 3回　作曲家レクチャーシリーズ「サン＝サーンスとフォーレ」
　　　　～麗美なフランス音楽の世界～

過去のティーブレイクコンサート
〈2019 年〉
 Vol.15　十人音色～OTODAMA LIVE ～
 Vol.16　Early Christmas Gift ～ヴァイオリンの音色にのせて～
 Vol.17　Power of Songs 春風にのせて『響けゴスペル』
〈2020 年〉
 Vol.18　ティーブレイクコンサートスペシャル森本ケンタ トーク＆ライブ
〈2021 年〉
 Vol.19　懐かしのレコードコンサート
 Vol.20　新屋まりトーク＆ライブ「ケセラセラ」
 Vol.21　きりり寄席

※1回毎の参加可

〈第1回〉對馬哲男ヴァイオリンリサイタル～ヴァイオリンとピアノで巡る世界の旅～

2021年度定期公演「みっつのねがい」 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。

一般  1,000円　高校生以下500円全席自由

6月12日［日］サロンホール
13：30開場 14：00開演

ヴァイオリン：對馬哲男 ピアノ：羽賀美歩

予定曲目：エルガー「愛の挨拶」
　　　　　ベートーヴェン「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第 5番スプリングソナタより第 1楽章」
　　　　　サラサーテ「チゴイネルワイゼン」　ほか

つしま　てつお

チケット
取　扱

チケット

販売中

今回のティーブレイクコンサートは、谷口邦彦さんと竹下勉さんによるユニットVALLEBAM （バレバン）
によるスペシャルライブをお送りします。2019 年の県北ライブ &カフェで結成して以来、久々のギター
DUO！無口な二人がギターで熱く語ります♫
夏の入口、軽快なアコースティックギターのサウンドで爽やかな昼下がりのひと時をお楽しみください！

ティーブレイクコンサートVol.22

全席自由

7月9日［土］サロンホール
13：30開場 14：00開演

VALLEBAM Special Live

VOL.15　十人音色～OTODAMA LIVE ～ VOL.17　POWER OF SONGS 春風にのせて『響けゴスペル』

サロンホール 9：00～17：00 ※22日（日）は16：30まで
さまざまな魅力が溢れる作品たちを、ぜひ会場でご覧ください。
会場には出展者も交代でおりますので、出展作品や生け花についての
ご質問も承ります。

大ホール 9：00開場　9：30開演

庄原産のフレッシュなバジルをたっぷり生地に練りこんだ「バ
ジルフィナンシェ」と、ほんのりバニラの風味とバター香るサク
サクな「バニラクッキー」。PLACE dessertは、三次市民ホール
きりりの隣に昨年10月にオープン。ステキな空間、美味しいス
イーツと緑、木、風を体感してください！

〈今回のスイーツ〉PLACE dessertの焼き菓子


