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詳しいご案内はホームページをご覧ください
https://www.kure-bunka.jp/

詳しいご案内はホームページをご覧ください
https://www.kure-shimin.jp/

☎0823-25-7878　〒737-0051呉市中央3丁目10番1号 ☎0823-25-0306　〒737-8501呉市中央4丁目1番6号 呉市役所１階

スマホから楽 ア々クセス▶スマホから楽 ア々クセス▶

［呉市民ホール］新日本造機ホール［呉市文化ホール］

新型コロナウイルス感染拡大防止の措置を講じる必要が生じた場合、くれフレンドリーニュース発行後に変更・中止になる場合もございます。
本誌掲載内容は4月13日（木）時点のものです。最新情報は下記ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止の措置を講じる必要が生じた場合、くれフレンドリーニュース発行後に変更・中止になる場合もございます。
本誌掲載内容は4月13日（木）時点のものです。最新情報は呉市立美術館HP httpｓ://www.kure-bi.jp/、またはツイッター@kure_bi をご覧ください。

パソコンからは▶https://www.kure-bunka.jp/?cn=100025     
チケット販売情報・インターネット予約 スマートフォンから

◀楽々アクセスTicket

●日時：４月29日（土）、５月13日（土）、６月３日（土）／各日11：00～（約45分）
担当学芸員によるギャラリートーク

※（　）内は20名以上の団体料金。広島中央地域連携中枢都市圏（呉市、竹原市、東広島市、江田島市、海田町、熊野
町、坂町、大崎上島町）に在住の高校生以下、呉市在住の70歳以上の方、はたちのパスポート、障害者手帳等をお持ち
の方は無料(要証明書)。くれフレンドリー(友の会)会員証をお持ちの方は団体料金でご入館いただけます。

※事前申込不要。

［昼の部］12：00開演（11：15開場）
［夕の部］16：00開演（15：15開場）9月9日（土）

14：00開演予定2023年新人コンサート
～さわやかな音楽の贈りもの～

2023年新人コンサート

令和3年４月１日から令和5年３月３１日に、音楽関係の学校を
卒業した人たちによる、フレッシュなコンサートです。

出演者募集

※整理券配布期間等はくれフレンドリーニュース６月号でお知らせします。

入場無料：全席自由（要整理券）14：00開演予定8月5日［土］
呉信用金庫ホールで開催するコンサートの出演者を募集します。
対象：呉市在住・出身・通勤または近郊（江田島市、竹原市、東広島市、熊野町、海田町、坂町、大崎上島町）在住で、令和3年４月１日
　～令和5年３月31日に音楽関係の学校を卒業、または卒業予定の人
申込：5月6日（土）までに申込用紙を直接呉信用金庫ホールへ持参。郵送の場合は呉信用金庫ホール（〒737-0051呉市中央
　　　3丁目10-1）へ。またはメールでお申込みください［アドレス］　bella_crespa@icloud.com（呉市音楽家協会 担当：大賀）
※申込書は呉市音楽家協会ホームページ、呉信用金庫ホール、新日本造機ホール、各まちづくりセンター、市内楽器店などで配布。
　 呉市音楽家協会［ホームページ］www.kure-musician.com/からもダウンロードできます。

デビュー20周年を記念して、昨年リリースしたオリジナルアルバム
「素晴らしい世界」を引っ提げ全国一○○本ツアーを開催。

唯一無二の歌声が響きわたる。

7月30日（日） 一般発売日 友の会
くれフレンドリー

インターネット予約［Webチケット販売］ご利用いただけます。
5月6日（土） 5月13日（土）17：30開演

 （16：30開場）

呉信用金庫ホール開館35周年記念事業

呉信用金庫ホール開館35周年記念事業
6月10日（土）一般

発売日
6月 3日（土）友の会

くれフレンドリー

インターネット予約［Webチケット販売］ご利用いただけます。

チケット販売場所

一般 一般：7,700円

友の会
くれフレンドリー 一般：7,300円

入場料

呉地区：呉信用金庫ホール､新日本造機ホール
　　　 イオン広店
その他：ローソンチケット（Lコード：62486）
　　　 チケットぴあ（Pコード：237-516）、イープラス

※３歳以下入場不可。４歳以上チケット必要。
※託児室利用申込は７月21日（金）まで。

インターネット予約［Webチケット販売］ご利用いただけます。

チケット販売場所

指 未入場料

指

S席：3,420円、 A席：2,970円、B席：2,520円、学生席： 900円

S席：3,800円、 A席：3,300円、B席：2,800円、学生席：1,000円一般

友の会
くれフレンドリー

呉地区：呉信用金庫ホール、新日本造機ホール、イオン広店、中国新聞呉支社　広島地区：広響事務局
その他：ローソンチケット（Lコード：62012）、チケットぴあ（Pコード：239-148）
※学生席は25歳以下の学生に限ります。呉信用金庫ホール、新日本造機ホール、広響事務局
　ローソンケット、チケットぴあのみの販売となります。

※託児室利用申込みは７月9日（日）まで

4月29日（土・祝）一般❶12：30開演（12：00開場）
❷15：00開演（14：30開場）7月16日［日］ 発売日 発売中友の会

くれフレンドリー

広島交響楽団広島交響楽団
第33回  呉定期演奏会第33回  呉定期演奏会

※学生席は当日要学生証

令和5（2023）年度
呉市立美術館 コレクション展Ⅰ

富本 憲吉《色絵竹林月夜台鉢》1936年

和太 守卑良《彩土杉文器》1981年

本展は「装飾と造形」「彫刻と陶芸」
「伝統と革新」などの視点から、 
富本憲吉、 加藤卓男、 三代徳田八十吉、 森野泰明、 
柳原睦夫、 中村錦平、 西村陽平、 和太守卑良ほか
25名の作家の作品約50点により、 
当館陶芸コレクションのエッセンスを展覧します。

●日時：５月20日（土）13：30～15：30 
●会場：呉市立美術館 別館ミニギャラリー
●講師：岩本道明 （陶芸家、陶器制作工房「岩屋工房」主宰）　　
●申込：５月10日（水）までにお電話☎0823-25-2007または呉市立美術館
　HP（https://www.kure-bi.jp/）の専用フォームでお申込みください。
　定員を越えた場合は抽選。
●対象：どなたでも（小さいお子様は保護者同伴） ●定員：15名 
●参加料：2,000円（入館料を含む）

担当学芸員が展覧会の見所を解説をします。会場は展示室内。事前申込・参加料は
不要ですが、ご参加には入館券が必要です。

陶芸は粘土で形を作り、高温で焼き固めて作品を作る芸術。粘土は可塑性（かそせい）
に富む（様々な形を作ることができる）優れた素材です。講師の手ほどきで、粘土でお碗、
お皿、動物、オブジェなど自分が作りたい形を作り、講師が仕上げをし（焼いたり色をつ
けたり、約１カ月かかります）、着払いでお届けするか、当館でお渡しします。

陶芸でいろいろな形を作ろう！
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呉美の陶芸作品
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14：00開演
 （13：30開場）

チケット販売場所

自 未入場料 一般：2,500円、  高校生以下：500円

一般：2,250円、  高校生以下：450円

一般

友の会
くれフレンドリー

5月28日［日］

呉信用金庫ホール、新日本造機ホール
※当日要学生証

指入場料 3,300円 3,000円一般 友の会
くれフレンドリー

呉信用金庫ホール～アートサロン～

フルートとチェンバロで描くバロックの風景
チェンバロコンサートチェンバロコンサート

【出演】
小田 郁枝（チェンバロ＆MC）
宮原 律（フルート）
岡野 映（フルート）

チケット
販売場所

呉地区：呉信用金庫ホール､ 新日本造機ホール、イオン広店
広島地区：エディオン広島本店東館９階プレイガイド／その他：ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス

※2歳以上有料。2歳未満は保護者１名につき
　１名膝上鑑賞無料。但し、２歳未満でもお席
　が必要な場合はご購入ください。

チケット販売中インターネット予約
［Webチケット販売］ご利用いただけます。

チケット販売中インターネット予約
［Webチケット販売］ご利用いただけます。

チケット販売中インターネット予約
［Webチケット販売］ご利用いただけます。

【お問合せ：中国ユース音楽コンクール事務局】〒730-0854広島市中区土橋町7-1中国新聞　企画サービス内☎082-236-2244（平日9：30～17：30）https://www.chugoku-np.co.jp/stp/prf/youth-music/

入場無料7月2日［日］
第40回中国ユース音楽コンクール
ピアノ部門呉地区予選

ウルトラ6兄弟   THE LIVE
 ウルトラマン編

次世代を担う若き音楽家の登竜門。金賞入賞者は本選へ進めます。さらに最優秀賞受賞者は受賞記
念演奏会に出演、その中の1人には令和6年川崎市で開催する全国新聞社音楽コンクール上位入賞
者演奏会「交流の響き」で演奏していただきます。

出場者
募集中

呉市中央3丁目10番1号 呉信用金庫ホール内
☎（0823）25-7878　呉市文化振興財団

公益財団法人
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。
※本文部分

～小さな勇気と絆の力～

お得なファミリー券▶４枚以上購入で１枚3,000円 ※ファミリー券の販売は呉信用金庫ホール
　新日本造機ホール窓口のみ。

18：30開演
 （17：45開場）7月19日［水］
©円谷プロ

入場無料：全席自由（整理券不要）7月15日［土］16：00開演 （15：30開場）

呉シティ・ウィンド・アンサンブル 
第28回ファンタジーコンサート

吹奏楽コンクール課題曲とディズニー100周年に
ちなんだ曲をお楽しみください。

東京スカパラダイスオーケストラ 2023 HALL TOUR
「JUNK or GEM～Spring&Summer」

6月17日（土）

【小学生～高校生キャッシュバック】
●小学生～高校生の方は、当日会場受付「キャッシュバック受付窓口」にて学生証提示で現金
　3,000円をキャッシュバックいたします。
●通常料金のチケットをご購入の上、年齢の確認できる身分証（小学生の方は年齢を証明できる
　もの、中学生・高校生の方は学生証）を必ずご持参ください。
●当日ご来場された方限定、終演後の対応はできませんのでご注意ください。
　詳しくは呉信用金庫ホールホームページをご覧ください。https://www.kure-bunka.jp/

チケット販売場所

一般 一般：7,700円 友の会
くれフレンドリー 一般：7,300円指入場料

呉地区：呉信用金庫ホール､新日本造機ホール、イオン広店
その他：ローソンチケット（Lコード62669）、チケットぴあ（Pコード236-649）、イープラス

※小学生以上有料。未就学児童は、保護者１名に対してお1人様まで膝上鑑賞無料
　（ただし席が必要な場合は有料）。

17：45開演
 （17：00開場）

ガラクタかオタカラか？スカしてるならそれがタカラだ。

新日本造機ホールから音楽の贈り物

愛音の会
あ い ね か いランチタイムコンサート Vol.6

入場無料

この公演はお子様もご入場いただけますことをご了承のうえご来場ください。※保護者の方は、お子様の鑑賞マナーにご配慮お願いいたします。

【出演】 水川 沙絵（フルート）
【賛助出演】志波 千華（フルート）、 齊田 美緒（フルート）、 目良 直子（フルート）
【曲目】カステレード：フルート吹きの休日／いずみたく：見上げてごらん夜の星を　ほか

12：10開演
 （11：40開場）6月9日［金］ ※入場券不要。ご自由にお入りください。

※定員になり次第入場をお断りする場合がございます。ご了承ください。

T-BOLANライブ
９月１０日（日）呉信用金庫ホール開催決定
大ヒットシングル満載のフルボリュームライブ開催！
「離したくはない」「By For Now」「じれったい愛」
「マリア」「刹那さを消せやしない」･･･日本音楽史に刻まれた名曲を、
その目でその耳で。どうぞご期待ください。

※チケット発売日など詳細はくれフレンドリーニュース６月号でご案内いたします。

※チケット発売場所など詳細はくれフレンドリーニュース６月号でご案内いたします。

©松️竹

10：00～17：00（入館は16：30まで）火曜休館
6月11日（日）まで開催中

【出演】ジョゼ・ソアーレス（指揮）、角野 隼斗（ピアノ）、 広島交響楽団（管弦楽）
【曲目】ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第4番（管弦楽版）
　　　ガーシュウィン：ピアノ協奏曲ヘ長調
　　　バーンスタイン：「ウエスト・サイド・ストーリー」よりシンフォニック・ダンス

©@ogata_photo

一般

友の会
くれフレンドリー

SS席：8,000円、S席：6,600円、 A席：4,400円
B席：3,300円、学生席（イヤホンガイド付き）：2,000円
SS席：7,200円、S席：5,940円、 A席：3,960円
B席：2,970円、学生席（イヤホンガイド付き）：1,800円

指入場料

※３歳未満のお子様のご入場はお断りいたします。

◀折 ◀折 ◀折


