
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12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。
12

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

詳細は中面参照

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「ベイビー・ブローカー（字幕版）」 大ホール 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

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

詳細は中面参照2/12（日） みよし伝統文化・芸能フェスティバル 大ホール 14：00 三次市民ホール
☎0824-62-2222

詳細は中面参照2/26（日） こども人形劇場 サロンホール ①11:00
②14:00

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

2/5（日） ティーブレイクコンサートVol.24
佐 木々リョウfeat. 住麻衣子「バラードに願いを、君との愛を」サロンホール 14:00

きりりプレミアムクラシック

新垣隆&奥村愛
デュオリサイタル
2023年3月18日（土）14：00～

●日　　時
●場　　所　三次市民ホールきりりサロンホール
●対　　象　小学生・中学生（他の年齢は要相談）
●参 加 費　無料
●お申込み　三次市民ホールまでお電話でお申込みください。

＜みよしKIRIRI児童合唱団＞三次市民ホールきりり専属の児童合
唱団として2015年５月に設立しました。現在三次市内の小・中・高
の生徒が、毎週きりりで練習をしています。年に一回の定期演奏会
や広島県内の児童合唱団との交流公演や訪問コンサート、合宿、そ
の他お楽しみ行事など予定しています。

みよしKIRIRI児童合唱団
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2023年1月19日（木）18：00～19：00

一人の力ではできない声が重なることで生まれ
る音色の美しさ、歌の楽しさや悲しさなど、みんな
の気持ちを共有することで学校や年齢を超えた
仲間意識を育てます。音符や楽譜が読めなくても
大丈夫。みんなで楽しく歌いましょう。

見学会楽しく歌お
う！

　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。

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　ほか整理券

取　扱

入場無料全席自由

みよしKIRIRI児童合唱団定期演奏会inサロンホール

12月18日［日］サロンホール
13：30開場　14：00開演

（ただし、整理券が必要です）

整理券

配布中



入場無料

2023年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

全席自由

全席自由

今回のティーブレイクコン
サートは、三次出身・在
住シンガーソングライター
佐々木リョウの心温まるバ
ラードセレクション。
キーボーディスト・住麻
衣子と共にお届けします。
お楽しみにお越しくださ
い。

　きりりこどもコンシェルジュとは、三次市民ホールきりりで開催される様 な々
コンサートに出演するアーティストをコンサート前に取材し、取材内容をきりり
公式YouTube、Facebook、Twitterにて情報発信するものです。

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

【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

1月28日［土］ 13：30開場 14：00上映
「ベイビー・ブローカー（字幕版）」

※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
※スイーツはお持ち帰りとなります。

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。

“赤ちゃんポスト”で出会った人々の、特別な旅が始まる

みよし伝統文化・芸能フェスティバル

2023年3月18日［土］大ホール
13：15開場　14：00開演

2023年1月22日［土］大ホール　13：15開場　14：00開演

きりり プレミアムクラシック

新垣隆&奥村愛 デュオ リサイタル

2023年2月5日［日］サロンホール
13：30開場　14：00開演

ティーブレイクコンサートvol.24

佐々木リョウ feat.住麻衣子「バラードに願いを、君との愛を 」

三次市民ホールきりりレジデンスプログラム

エマニュエル・シュトロッセ  ピアノ・リサイタル

「きりりこどもコンシェルジュ」募集

2023年2月26日［日］サロンホール

全席自由

こども人形劇場

何らかの理由で、子どもを育
てられない親が匿名で赤ち
ゃんを預ける場所、通称“赤
ちゃんポスト(ベイビー・ボッ
クス)”。その“赤ちゃんポスト”
に預けられた一人の赤ん坊
をきっかけに出会った人 の々
姿を描いた壮絶なヒューマ
ンドラマ。

チケット
12月17（土）
9：00～

チケット
12月11（日）
9：00～

チケット
12月18（日）
9：00～

一般  3,000 円　友の会  2,700 円　高校生以下  500 円

聴講料  500 円

2023年1月21日［土］開場10：30開演11：00
2023年1月21日［土］大ホール 開場14：30開演15：00

※未就学児入場不可　

チケットぴあ（Pコード229-713）

※未就学児入場不可　

エマニュエル・シュトロッセ出張ピアノコンサート エマニュエル・シュトロッセ公開ピアノ・マスタークラス

　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。

人形劇団きりりによる人形劇2作品
を演じます。お楽しみに!

「平太郎もののけ物語」
三次に伝わる“もののけ”のお話、
“稲生物怪録”をもとに創作したちょ
っぴり怖くて楽しい人形劇。
「ほねほね」
ケンちゃんが、ある朝おきたら…
びっくり！体が“ほねほね”になっちゃ
った？！さて、どうしよう？

チケット
取　扱

チケット
取　扱

１会員につき4枚まで。

１会員につき4枚まで。

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

１期　　日　2023年１月14日（土）・15（日）※１泊２日
２取材場所　国分寺市立いずみホール（東京都国分寺市泉町3-36-12）
３募集人数　2名（小学校高学年）＊保護者同伴必須（児童1名につき1名のみ）
　　　　　　応募多数の場合は抽選とします。※三次市民ホール責任抽選とします。
　　　　　　抽選結果は、電話にてご連絡します。
４募集期間　12/12(月)～12/24(土)9:00～17:00
５応募方法　三次市民ホールきりり受付窓口にて所定の応募用紙にて申し込んでください。
６その他　　○ 参加者へは、年内に三次市民ホールにて説明会を行います。
　　　　　　○東京までの往復航空券、宿泊費（保護者1名含む）は三次市民ホールが負担します。
　　　　　　　自宅～空港、空港～会場、食費はご負担ください。
　　　　　　○インタビューの模様は、、きりり公式SNSに投稿します。ご了承ください。

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

＜入場無料＞（要入場券・配布中）

(C)2022 ZIP CINEMA & CJ ENM Co., Ltd., ALL RIGHTS RESERVED

①開場10：30  開演11：00（終演11：50予定）
②開場13：30  開演14：00（終演14：50予定）

一　般　　1,000円
高校生以下　500円

一　般　　3,500円
友の会　　3,300円
ペア（２名分）6,000円
高校生以下　500円

チケット
取　扱

チケット
取　扱

チケット

販売中

※3歳から入場券必要。2歳以下入場無料。

※未就学児入場不可

全席指定

料金　1,000円〈スイーツ付き〉

〈今回のスイーツ〉
 ガレットブルトンヌ（muk）
香川県てしま天日塩ファームさん
の夏塩を使用したバターサブレ。
ブルターニュ地方発祥のあまじょ
っぱい焼き菓子です。

新垣　隆奥村　愛

住麻衣子佐々木リョウ

作曲家・ピアニストの新垣隆とヴ
ァイオリニストの奥村愛によるデュ
オリサイタル。ヴァイオリンやピアノ
の名曲の数 や々、新垣隆のオリジ
ナル曲の演奏と楽しいトークでク
ラシック音楽を知らない人でも楽
しめます。会場のお客様と一緒に
楽曲を作る「即興コーナー」などク
ラシック音楽の魅力を余すことな
くお届けします。

「平太郎もののけ物語」

国分寺市立いずみホール

　「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々な事業を行うことで、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。

　今回は、1月22日きりりにて開催される「エマニュエル・シュトロッセ ピアノリ
サイタル」に出演するエマニュエル・シュトロッセ氏（パリ国立高等音楽院ピアノ
科教授、リヨン国立高等音楽院室内楽科教授）を取材します。


