
三次市民ホールきりり情報紙

KIRIRI NEWS Vol.79　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

4月16日（土）

4月23日（土）

4月30日（土）

5月3日（火・祝）
　・5日（木・祝）

5月7日（土）

若松弥 ピ々アノ・リサイタル

ホール開放デー
大ホールひとりじめ！

人形のまち みよし シリーズ
～ 人形劇団 ココン 『トレテツクパレード』～

きりりシネマ倶楽部
「コンフィデンスマンJP英雄編」

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

大ホール

サロンホール

三次音楽家協会
☎080-8243-1540
三次市民ホール
☎0824-62-2222
三次市民ホール
☎0824-62-2222
三次市民ホール
☎0824-62-2222
三次市民ホール
☎0824-62-2222

サロンホール

大ホール

①10：30
②14：00
①10：00
②13：30

14：00

14：00

9:00～
21：00

全席指定
※料金詳細は中面をご覧ください。

5月8日（日） きりりグランメイズ 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
※料金詳細は中面をご覧ください。

14：00
全席自由　大人3,000円

高校生1,500円 中学生1,000円 小学生以下（保護者同伴）500円
※高校生以下の方はメールで予約当日精算。

一般1,500円
※未就学児入場不可

無料（要申込）
※詳細は中面をご覧ください。

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）
※詳細は中面をご覧ください。

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4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

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。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　年長～高校3年生
■団　　費　4,000円／月
■活動日時　毎週木曜日17:00～19：00（予定）

■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
　　　　　　毎月1回土日のどちらか（講義）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！

きりりハートフルライブ



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）ホール開放デー「大ホールひとりじめ！」

人形のまち　みよしシリーズ
人形劇団ココン「トレテツクパレード」　併演：テテの日曜日

きりりにんぎょうニュータウン

5月1日［日］～5月8日［日］

5月3日［火・祝］・5日［木・祝］
大ホール 各日9：00～21：00（24区分×2日間）

世界最高峰のスタインウェイピアノ（
D-274）を弾いてみませんか？
本格的なコンサートホールで気軽に演
奏体験ができます。
ご自身の楽器を持ち込んでピアノと共
演や、録音・写真・動画撮影など、
あなただけのオリジナルな使い方で
大ホールをひとりじめ！

チケット

販売中

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

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

【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

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

当日券

コンフィデンスマンJP 英雄編
4月23日［土］大ホール
13：30開場　14：00上映

5月7日［土］大ホール

“ 英雄 ” と謳われた詐欺師〈三代目
ツチノコ〉が死んだ。その元で腕を磨
いた過去を持つダー子、ボクちゃん、
リチャード。当代随一の腕を持つコン
フィデンスマンによって密かに受け
継がれる〈ツチノコ〉の称号をかけ、
３人の真剣勝負がはじまる。舞台は
世界中のセレブが集まる世界遺産
の都市〈マルタ島・ヴァレッタ〉。狙う
は、莫大な財を成し引退したスペイ
ン人の元マフィアが所有する、幻の
古代ギリシャ彫刻〈踊るビーナス〉。それぞれの方法でオサカナに近づく3 人だった
が、そこに警察さらにはインターポールの捜査の手が迫っていた・・・。果たして最
後に笑うのは誰なのか！？上映時間 127 分。

夏休みのある日。のび太が拾った小
さなロケットの中から、手のひらサイ
ズの宇宙人・パピがあらわれる！彼
は、宇宙のかなたにある小さな星・
ピリカ星の大統領で、反乱軍から逃
れるために地球にやってきたという。
最初はパピのあまりの小ささに戸惑
うドラえもんたちだったが、ひみつ道
具 ” スモールライト ” で自分たちも
小さくなって一緒に遊ぶうち、次第に
仲良くなっていく。ところが、パピを
追って地球にやってきたクジラ型の宇宙戦艦が、パピをとらえるためにドラえもんや
のび太たちを攻撃。みんなを巻き込んでしまったことに責任を感じたパピは、ひとり
反乱軍に立ち向かおうとするが…。大切な友だちと、その故郷を守るため、ドラえも
んたちはピリカ星へと出発する！！上映時間 107 分。

全席指定

全席指定

※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。

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

※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～

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。

「人形のまちみよし」をテーマに創設
5年目を迎える人形劇団きりり。地元
に伝わる昔話をテーマに創作した
「平太郎もののけ物語」をシーンごと
に展示します。
定期公演で発表した時の映像も上
映します。人形劇の世界をぜひご家
族でお楽しみください！

おりがみや画用紙で作った妖怪人形を、みよしの町ジオラマに一緒に展示します。
開催期間中ワークショップコーナーで自由に参加できます。（予約不要）

4月30日［土］
サロンホール
13：30開場　14：00開演

「トレテツクパレード」
人形の色んな部分が取れて、別の人形に付く、トレテ
ツク人形たちの世界。物でありながら、命を感じる人
形は、怖いね、可笑しいね、寂しいね。ココン独自の
棒遣いで操作します。

「テテの日曜日」
日曜日なのに、目覚まし時計に起こされた「テテ」。今
日は何になろうかな？　手と物の組み合わせで8種類
のキャラクターが登場。手（テテ）遣いの人形劇です。

劇中の音楽は生演奏でお届けします。アコーディオ
ン、トイピアノ、鍵盤ハーモニカ、さまざまな楽器を使
います。

一般  1,500円
※未就学児入場不可

全席自由

2022「コンフィデンスマンJP」製作委員会C○

藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2021C○

【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

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

当日券

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

※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。

人形劇団きりり定期公演「平太郎もののけ物語」より

ホワイエ 9：00～22：00
＜観覧無料＞

（三次市民ホール開館時間内・水曜日休館）

＜ワークショップ同時開催＞妖怪人形をつくって、一緒に展示しよう！ 参加無料

ホール探検 きりりグランメイズ

5月8日［日］
大ホール＜参加無料＞
①10：00開始（9：30受付・11：30終了予定）
②13：30開始（13：00受付・15：00終了予定）

問合せ
申込み

『きりりグランメイズ』は、
普段目にする機会のない
“三次市民ホールきりり”の
あらゆる場所を冒険する楽
しいアトラクション♪

通常は訪れる機会が少ない楽屋や舞台裏など様々な場
所を探索し、そこに隠されたヒントを見つけてクイズに答
えよう!!
クイズ正解者にはプレゼントがあります！

対　　象　三次市内小学生※保護者同伴
定　　員　各10名
申込方法　三次市民ホールきりり窓口、
　　　　　又はお電話でお申込みください。
申込開始　2022年4月17日（日）9：00～
　　　　　※先着順受付。
　　　　　※定員に達し次第、受付終了。

①10：00開場　10：30上映
②13：30開場　14：00上映

料　　金　無料
対　　象　小学生以上
　　　　　※小学生は要保護者同伴
　　　　　※高校生以下は要保護者承諾
申込方法　三次市民ホールきりり窓口、
　　　　　又はお電話でお申込みください。
　　　　　1区分30分
申込開始　2022年4月10日（日）【窓口受付】9：00～【電話受付】13：00～
　　　　　※先着順で受付　※定員に達し次第、受付終了
　　　　　※空きがある場合は当日申込みも可能

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。）
※本公演は予約のみの受付となります
※座席指定はできません。受付順に前列より配席します。（チケットの引取順ではありません）
※チケットの引き換えは5月20日～公演当日まで
＜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。


