
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／2023年4月1日

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。
42023

4/22（土） きりりシネマ「わが母の記」 大ホール 全席指定
詳細は中面参照

三次市民ホール
☎0824-62-2222

①10:30
②14:00

5/1（月）
～7（日） きりりにんぎょうニュータウン ホワイエ 入場無料

詳細は中面参照

参加無料（要予約）
詳細は中面参照

参加無料（要予約）
詳細は中面参照

三次市民ホール
☎0824-62-2222

9：00～
  17：00

5/4（木・祝）
・5（金・祝） ホール開放デー「大ホールひとりじめ！」 大ホール 三次市民ホール

☎0824-62-2222
9：00～
  21：00

5/7（日） ホール探検！きりりグランメイズ 三次市民ホール
☎0824-62-2222

①10:00
②13:30

5/20（土）
・21(日)

三次市文化連盟創立55周年・合併20周年記念
いけ花展

大ホール

サロンホール 入場無料 三次市文化連盟
☎0824-62-22229：00

夏 2023

詳細は中面をご覧ください。

8/5（土）14：00START

広島を拠点とし全国的に活躍している地元ミュージシャン４組が出演！

大山百合香 with LiLi 

香川裕光

佐 木々リョウ（SasakiRyoBand）佐 木々リョウ（SasakiRyoBand）

丸本莉子

きりりハートフルラ
イブ

FESKIRIRI チケット
発売

5/14（日）
10：00～

NPO法人きりり倶楽部

「NPO法人きりり倶楽部」は、市民ホールきりりを支援するボランティア団体です。
来館者へのおもてなしやホールの活性化、文化芸術のまちづくりに寄与しています。

一緒に楽しく文化のボランティアをしませんか？

公演サポート

ホールボランティア

きりり倶楽部事務局 TEL0824-62-2222（三次市民ホール内 月・火・木 13：00～18：00開局）

□入会金1,000円
□年会費2,000円

主な活動内容

その他、研修や会員向けの機関紙発行、SNSでの情報発信も行っています。お気軽にお問い合わせください。

三次市
民ホー

ル

きりり

ボラン
ティア

サポー
ター

公演サポート参加の時は、
三次市民ホールのチケット購入に
利用できる500円券をプレゼント！

公演の企画・運営

♪ティーブレイクコンサート
　（3回）
県北で活躍中のアーティストによる
地元スイーツ付コンサートです。

♪クラシック楽楽ゼミナール
　（3回）

♪2022きりりぴよぴよコンサート
　「０歳から楽しむ
　　チリンとドロンのコンサート」

♪ティーブレイクコンサートforキッズ

♪はじめての人形劇＆
　　　　　　　　アフタートーク

※公演によって異なります。

三次市民ホール主催のイベント「きりりわくわくアート
フェスティバル」で、〈あそびの広場〉を担当しました！
メンバーで手作りしたゲームで子どもたちとわいわい
楽しく遊びました！

きりりで行われるコンサートの
チケットもぎり、パンフレット渡
し、客席案内、ドアマンなど

（2022年度実績）

“気楽に楽しく音楽を”案内役の指揮
者 井田勝大先生と一緒にクラシック
音楽を学びます。

お母さんといっしょに楽しむ乳幼児
向けコンサート。

乳幼児から芸術に触れる機会を作る“アー
トスタートinきりり”。お母さんと赤ちゃんの
ための人形劇と講演会です。

きりり倶楽部によるオリジナルのパネ
ルシアターと影絵を行いました。

Instagramをチェック！



【前売券】
 一般 ・ シニア（60歳以上）　 1,200円（当日1,300円）
 3歳～高校生 　　　　　　　 800円（当日1,000円）
 障がい者手帳をお持ちの方  1,000円（当日1,000円）　
※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。

「わが母の記」

＜2回上映＞①10：30～（開場30分前）②14：00～（開場30分前）

　作家・井上靖が自身と家族との
実話をベースにつづった自伝的小
説を役所広司主演で映画化した家
族ドラマ。
　幼少期の出来事により母親との
間に大きな溝を抱える中年作家
と、年老いて記憶もあいまいな母

親との関係を中心に、家族の深い絆が描かれる。
　日本アカデミー賞最優秀助演女優賞に樹木希林など、国内外
で多数受賞した作品。2012年4月公開作品　上映時間118分

主演 役所広司、母親役の樹木希林、娘役の宮崎あおいなど
実力派俳優が出演。昭和の文豪・井上靖の自伝的小説を映画化。

　(C)2012「わが母の記」製作委員会

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

ホール開放デー「大ホールひとりじめ！」

きりりにんぎょうニュータウン

きりりハートフルライブ

KIRIRI 夏 FES 2023

5月1日［月］～5月7日［日］

5月4日［木・祝］・5日［金・祝］
大ホール 各日9：00～21：00（24区分×2日間）

　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！

　「人形のまちみよし」をテーマに7
年目を迎える「人形劇団きりり」のこ
れまで制作してきた人形と舞台セッ
トを展示します。地元に伝わる昔ば
なしがテーマの人形劇や、かわいい
動物が主役のお話など、人形劇の世
界をお楽しみください。

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）

昨年のにんぎょうニュータウンのようす

ホワイエ 9：00～17：00
＜観覧無料＞

（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7日［日］　大ホール＜参加無料＞

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。

料　　金　1区分30分　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。

申込開始 2023年4月15日（土）【窓口受付】9：00～【電話受付】11：00～
※先着順で受付、1組1区分までとさせていただきます。
※代理での申込不可（保護者の場合は除く）　※定員に達し次第、受付終了します。

8月5日［土］大ホール 13:30開場 14：00開演

4月22日［土］大ホール

一般　　 2,000円　友の会　　1,800円
ペア（2名）　3,000円　高校生以下　1,000円

全席指定

チケット
取　扱

１会員につき4枚まで。
三次市民ホールのみ取扱い

友の会
5月13日（土）
10：00～

一般
5月14日（日）
10：00～

　三次市および広島県ゆかりのアーティストによる公演で、市民の施設へ
の親近感を高めることを目的とした「ハートフルライブ」。
　今回は、三次市出身在住のシンガーソングライター佐々木リョウ率いる
「SasakiRyoBand」と、広島を拠点とし全国的に活躍している地元ミュージ
シャン計 4組による音楽フェスを開催します。

※未就学児入場不可。

大山百合香 with LiLi

佐々木リョウ（SasakiRyoBand）

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？

【ご利用の注意事項】
・レッスン料や入場料が伴う営利活動、発表会等の公開目的でのご利用はできません。
・利用時間には準備・片付けの時間を含みます。
・グループでのご利用が可能です。（区分内）
・反響板、コンサートライトを設置しています。
・事前のピアノ調律・調整はおこないません。特殊奏法での演奏は禁止とします。
・付帯設備は、ピアノ椅子（2脚）・譜面台が利用可能です。
・空調は行いますが、ご希望に沿った温度調整を行うことはできません。体温調整のし
やすい服装でご参加ください。
・ホール内での飲食は禁止です。

鹿児島県奄美群島の沖永良部島出身。幼い頃か
ら日常的に音楽と触れ合って育つ。
’05年メジャーデビューし、モンゴル800のカヴァー
「小さな恋のうた」がCMに起用され話題に。
2015年より広島県三次市を拠点に活動を続け、
2020年より兵庫県神戸市に移住。沖永良部島が
育んだ心地いいクリアボイスと飾らないハートフ
ルなステージを繰り広げる。

丸本莉子
広島出身のシンガーソングライター。高校卒業後
は約2年にわたる介護の仕事と音楽活動の二足の
わらじ期間を経て、プロを目指して上京。2015年
デビューシングル「ココロ予報」でメジャーデ
ビュー。
いつも見知っている景色を、親しみやすいメロ
ディーと言い得て妙な歌詞に置き換え、一度耳に
しただけで印象に残る個性的な声で歌う。

香川裕光
広島県廿日市市出身のシンガーソングライ
ター。はつかいち応援大使。歌オーディション
番組「歌王 2016』にてグランプリを獲得し、
メジャーデビューする。2017年には映画『ケ
アニン～あなたでよかった～』の主題歌を担
当。2019年5月に世界遺産・嚴島神社で奉納
コンサートを開催した。CM出演や、広島のラ
ジオ番組ではDJをこなす。

申込開始 2023年4月16日（日）
　　　　　　　【窓口受付】9：00～【電話受付】11：00～
※代理での申込不可（保護者は除く）
※定員に達し次第、受付終了します。

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”のあらゆる場所を探検します。

通常は訪れる機会が少ない
音響・照明室や舞台裏など
様々な場所を探索し、そこに
隠された秘密を見つけてクイ
ズに答えよう!!


