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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11月1日

2022年11月現在 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。
11

※詳細は中面をご覧ください。

2022.11.26
OPEN16：15　START17：00

SHISHAMO
ワンマンツアー2022秋

「NICE TO MEET YOUr town!!! ～10年目の初上陸～」

三次市民ホールきりり 大ホール

11/13（日） けんみん文化祭ひろしま’22 芸能・銭太鼓 大ホール 入場無料10：00～
16：30

けんみん文化祭広島実行委員会
事務局☎082-513-272

11/18（金）三次市文化連盟講演会「これからの地域医療と文化活動が及ぼす健康年齢」 大ホール 入場無料18:30 三次市文化連盟
☎0824-62-2222

11/19（土）三次市文化連盟講演会「（中高生対象）進路を選ぶにあたって」 大ホール 入場無料10:30 三次市文化連盟
☎0824-62-2222

11/19（土）
・20（日） みよし市民祭「いけ花展」 サロンホール 入場無料9:00～

17:00
三次市文化連盟
☎0824-62-2222

11/20（日） きりりわくわくアートフェスティバル 全館 詳細は中面参照10:00～
16:00

三次市民ホール
☎0824-62-2222

11/26（土）SHISHAMO ワンマンツアー2022 秋 大ホール 詳細は中面参照17：00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

11/27（日）ソフィア・ブルゴス　ソプラノリサイタル 大ホール 一般 5,500 円
当日6,000 円14：00 三次音楽家協会

☎080-8243-1540

11/29（火）三次市老人クラブ連合会芸能発表会 大ホール 入場無料9：00 三次市老人クラブ連合会
☎0824-63-5680

12/3（土） 吹奏楽マスタークリニック
（広島ウインドオーケストラ団員よる市内中学校吹奏楽部への指導） 全館 一般入場不可終日 三次市民ホール

☎0824-62-2222

12/4（日） きりりシネマ倶楽部
「ばあばは、だいじょうぶ」 大ホール 詳細は中面参照14：00 三次市民ホール

☎0824-62-2222

1/28（土） きりりシネマ倶楽部 大ホール 詳細は、きりり通信
12月号に掲載予定14：00 三次市民ホール

☎0824-62-2222

12/10（土）陸上自衛隊中部方面音楽隊コンサート 大ホール 入場無料：要入場整理券
きりり通信 10月号参照14：00 三次市民ホール

☎0824-62-2222

12/17（土）ティーブレイクコンサートforキッズ サロンホール 入場無料：要入場整理券
詳細は中面参照

入場無料：要入場整理券
詳細は中面参照

入場無料：要入場整理券
詳細は中面参照

10：30 NPO法人きりり倶楽部
☎0824-62-2222

12/18（日） 三次市消防団消防音楽隊吹奏楽合同演奏会 大ホール 入場無料14：00 三次市総務部危機管理課
（消防団事務局）☎0824-62-6116

12/18（日） みよしKIRIRI 児童合唱団定期演奏会 サロンホール 14：00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

12/25（日） 第 17回ブラスバンド・クリスマスコンサート 大ホール 吹奏楽部関係者のみ
入場可13：00 日章館高校

☎0824-43-3135

1/21（土） エマニュエル・シュトロッセ　公開ピアノ・マスタークラス 大ホール 詳細は中面参照

詳細は中面参照

15：00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

1/21（土） エマニュエル・シュトロッセ　出張ピアノコンサート ジミー・カーター
シビックセンター 11：00 三次市民ホール

☎0824-62-2222

1/22（日） エマニュエル・シュトロッセ　ピアノ・リサイタル 大ホール 14：00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

1/29（日） DA　FLY　CREW発表会 2022 大ホール 一般 2,000 円
当日2,500 円14:00 DA　FLY　CREW

☎080-6409-9887

○利用時間　９時～17時
○利用できない日

○３×３コートの利用は、多くの人が楽しめるよう、譲り合いながらご利用ください。
○ごみは各自でお持ち帰りください。
○施設内外におけるすべての盗難・事故・事件・ケガ・物損などに関して一切の責任を負いません。
○施設を破損した場合には、実費を負担していただきます。
○利用上のルールやマナーを守らない方は、ご利用を中止していただくことがございます。

きりり正面に完成しました kiriri park（キリリパーク）の利用について 　三次市建設部土木課

＜禁止事項＞
●スケートボードの利用は禁止します。
●臨時駐車場使用時以外は車両（自転車含む）の乗り入れは禁止します。
●近隣の皆さんが不快に思われる声（音）を出す行為・迷惑及び危険行為は禁止します。
●敷地内は全面禁煙です。花火やコンロの使用など、火気の使用は禁止します。

三次市建設部土木課　℡0824-62-6157　

・三次市民ホールきりりの休館日（毎週水曜日、12月29日～１月３日）
・臨時駐車場として使用する日（事前に現地、三次市民ホールきりりのHP等でお知らせします）
・大雨警報、洪水警報発表時



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

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

＜入場無料＞

全席指定

2月12日［日］大ホール
8：30開場　9：00開演
全席自由

全席自由

全席自由

入場無料

定員：100名

全席自由

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！！！
三次が本ツア―ファイナル公演！

　今年も子ども達へ楽しいクリス
マスプレゼントを贈ります。パネ
ルシアター「森のようかい」と影絵
「クリスマスのプレゼント」、どちら
もきりり倶楽部が創作したオリジ
ナル作品です。お楽しみにお越し
ください。年齢制限はありません
が、4歳くらいから楽しめます。

　団員のみんなが大好きな合唱曲、卒団生
を迎えてのアンサンブルなど、これまでの練
習の成果をを皆様にお届けいたします。
　みよしKIRIRI児童合唱団の心温まるハー
モニーを聴きに、ぜひ会場にお越しください。

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

12月4日［日］ 13：30開場 14：00上映
「ばあばは、だいじょうぶ」

※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

チケット

販売中

※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。

※整理券は、おひとり4枚まで。
※整理券がなくなり次第配布を終了します。
　公演日前に終了した場合は、当日の配布はありません。

定員：100名
※整理券は、おひとり4枚まで。
※整理券がなくなり次第配布を終了します。
　公演日前に終了した場合は、当日の配布はありません。

第1部　歌っていいね！　
　　　　・緑のしまう馬　・ウンパッパ・いま
第2部　卒団生を迎えて～アンサンブルの楽しみ
　　　　・雨降りお月さん　・夢路より
　　　　・メンデルスゾーン2重唱「あいさつ」
第3部　素晴らしい明日に
　　　　・Prayer of St. Francis　・素晴らしい明日に　ほか

出演団体、プログラムは決定次第
ホームページ、チラシ等へ掲載します。

忘れても忘れられないもの、それは家族との繋がり

11月20日［日］大ホール10：00～16：00

みよし伝統文化・芸能フェスティバル

大道芸人れもん

SHISHAMOからのメッセージ公開中！

きりりFacebook きりりTwitter

　大ホールでピアノコンサート、駐車場階にはキッチンカーコーナー、他
にもこどもゲームコーナーや大道芸やワークショップなど、みんなで楽
しめるイベントが盛りだくさんの「きりりわくわくアートフェスティバル」。
ご家族、お友達など、みんな揃ってご来場ください！

「わすれてしまう病気（認知
症）」に苦しみながらも家族
で支え合い、記憶を少しずつ
失っていっても決して消える
ことのない家族との絆をこど
もの視点から描いた誰もが
共感し感動する作品です。
2019 年公開作品　上映時
間 98分

ティーブレイクコンサートforキッズ

12月17日［土］サロンホール
10:00開場　10:30開演

整理券
取　扱

整理券
取　扱

整理券配布
11月20日（日）
9：00～

整理券配布
11月22日（火）
9：00～

チケット
11月12日（土）
9：00～

チケット
11月12日（土）
9：00～

入場無料全席自由

みよしKIRIRI児童合唱団定期演奏会inサロン

12月18日［日］サロンホール
13：30開場　14：00開演

整理券配布
11月20日（日）
9：00～

一般  3,000 円　友の会  2,700 円　高校生以下  500 円

三次市民ホールきりりレジデンスプログラム（リサイタル・アウトリーチ・マスタークラス）

2023年1月22日［日］大ホール 13：15開場 14：00開演

2023年1月21日［土］大ホール 15：00～18：00

2023年1月21日［土］開場10：30開演11：00

※未就学児入場不可　

　「三次市民ホールきりり レジデンスプログラム」は、世界的なアーティストが数
日間滞在し、コンサートだけでなく様 な々事業を行うことで、新たな縁を生みだし
ていきます。今回のアーティストは、現代のフランスで最も偉大なピアニストの一
人、エマニュエル・シュトロッセ。リサイタルでは、色彩と詩的な表現に彩られた演
奏を十二分にお楽しみください。

エマニュアル・シュトロッセ  ピアノ・リサイタル

エマニュエルシュトロッセ
出張ピアノコンサート

（ただし、整理券が必要です）

（ただし、整理券が必要です）

　市内の各地域で長く伝承され
ている伝統文化や、芸能に懸命
に取り組んでいる子どもたちが、
舞台でその成果を発表します。
　みなさまの拍手と声援が子ど
もたちの励みになります。ぜひお
誘いあわせの上ご来場ください。

チケット
取　扱

チケット
取　扱

１会員につき4枚まで。

公開ピアノ・マスタークラス＜受講生募集＞
エマニュエル・シュトロッセによる公開ピアノレッスン。
一般の方もレッスンを聴講可能です。

■曲目：任意の1曲（10分程度）※受講に使用するピアノは、スタインウェイです。
■対象：高校生・大学生　　　　■募集人数：3人　　　■受講料：5,000円
■申込方法：「受講申込書」（ウェブサイトよりダウンロード）に必要事項を記入の上、
　　　　　　受講料を添えて三次市民ホール窓口までお申し込みください。
■受付期間：2022年12月1日（木）～12月17日（土）
■聴講料：500円＜11月12日（土）よりチケット発売＞※未就学児入場不可
※応募者多数の場合は書類審査を行います。
※申込後にキャンセルされた場合、受講料の返金は行いません。
※申込、受講に要する経費（交通費・宿泊費など）は、受講者の負担とします。

　三次市民ホールきりり レジデンスプログラム」のアーティ
ストが市内の施設を訪れ、普段ホールにお越しいただく機
会のない方にも音楽をお届けします。今回は、甲奴町ジ
ミー・カーターシビックセンターで、出張ピアノコンサートを
開催いたします。

会場：ジミー・カーターシビックセンター ピースベルホール
広島県三次市甲奴町本郷10940

入場券配布場所：ジミー・カーターシビックセンター、
　　　　　　　　三次市役所甲奴支所、三次市民ホールきりり（9：00～17：00）

＜入場無料＞（要入場券）

＜ワークショップ＞スタジオ・ホワイエ
いけ花体験教室「花とあそぼう」材料費：1,000円
「れもんさんとバルーンアートつくってみよう！」参加無料

＜三次市文化連盟 いけ花展＞
　サロンホール9：00～15：00
　入場無料

＜あそびの広場＞ホワイエ10：00～入場無料
　親子で楽しめる懐かしの手作りゲームコーナーや
　絵本の読み聞かせなど

＜大道芸パフォーマンスショー＞
　駐車場12：00～ほか
　観覧無料

＜キッチンカー＞駐車場10：00～
　ピザ、クレープ、唐揚げ、
　ホルモン焼きうどんなど

＜ピアノリレーコンサート＞大ホール11：00～
三次市内ピアノ愛好家によるピアノコンサート。入場無料。

（C）2018「ばあばは、だいじょうぶ」製作委員会

※詳細はホームページ、チラシ等でご確認ください。


