呉信用金庫ホール ネーミングライツパートナー 記念事業

初開

オープンデイ

入場無 料

催

事前応募制

Vol.1
〜音楽を楽しんで K U R E 2 0 2 0 〜
2021年2月23日［火・祝］11：00〜17：00
呉信用金庫ホール（呉市文化ホール）
振替公演

こどもと楽しむ音楽の時間
11：00〜11：10 一日館長 就任式・開会式 ▶会場：呉信用金庫ホールロビー
11：20〜12：00

応募締切1月２５日
（月）
※応募者多数の場合は
抽選となります。

感染拡大防止策
・来場者の検温
・施設内の定期的な換気・消毒
・指定席
（グループごとに間隔をとります）

ご協力お願いいたします。

こどものためのバックステージツアー
Ⓐ出演者になってみよう 小学生以上推奨
Ⓑアナウンス体験 小学 3 年生以上推奨

対象：未就学児童

０歳から楽しめるおやこのためのコンサート

12：10〜12：40

インリーチ ❶12：20〜、インリーチ ❷13：20〜

【出演】
愛音の会 武安宏子（クラリネット）
、
湊英幸
（テューバ）
吉田亜希子（マリンバ）、
田村智早（ピアノ）

※インリーチ❶または❷の本番アナウンスを体験していただきます。

プチコンサート

呉シティ・ウィンド・アンサンブル

12：50〜13：25 対象：小中学生
聴いて学べる新しいカタチのコンサート

①12：25〜12：40 ②14：25〜14：40

インリーチ ❶

楽器作り体験

【出演】
呉市文化振興財団登録アーティスト

●マラカス
●オーシャンドラム

デュオ クレタ

（ピアノ）
、川岡光一
（チェロ）
Ｄｕｏ Ｋｒｅｔａ 小蔦寛二

※材料費無料

13：50〜14：25 対象：小中学生
聴いて学べる新しいカタチのコンサート

自然の
音体験

インリーチ ❷

【出演】
呉市文化振興財団登録アーティスト
松尾桜
（マリンバ）
、初島真菜（ピアノ）

①14：10〜14：30 ②14：40〜15：00

● 椿 ●竹

キッズコーナー

対象：中学生以下

呉氏と踊ろう
「君くれハート」

呉氏によるダンスレッスンを受けた後、
15：20から
「みんなで楽しむコンサート」
のステージに呉氏と一緒に出演し、
ダンスを踊っていただきます。

【出演】呉氏

みんなで 楽しむコンサート
15：２０開演（14：20開場）

●授乳室・休憩室あります

米良美一さんが
一日館長に就任。

みんなで楽しむコンサートにも
ご出演されます。

呉信用金庫オリジナルキャラクター

“れもネコ”も登場します

【出演】スペシャルゲスト 米良美一
呉市文化振興財団 登録アーティスト
呉少年合唱団 呉氏 ほか

閉会式・一日館長 退任式

オープンデイの
イベント情報
発信中

※出演者・曲目は変更になる場合があります。
※写真・イラストはイメージです。

事前応募制

呉信用金庫ホールオープンデイVol .1

呉信用金庫ホールのホームページ
からお申込みください。

ボランティアスタッフ募集

https://www.kure-bunka.jp/?cn=102735 スマホから▶

※抽選結果は2月8日
（月）
頃発送予定

呉信用金庫ホールオープンデイVol.1で、受付・会場整理・お客様
対応等をしてくださるボランティアスタッフを募集します。
※詳しくは呉信用金庫ホールのホームページをご覧ください。

楽々アクセス

主催：呉信用金庫ホールオープンデイ実行委員会 共催：公益財団法人呉市文化振興財団、呉市
助成：エネルギア文化・スポーツ財団
後援：呉市教育委員会、呉商工会議所、呉市音楽家協会、呉市子ども会連合会、呉市私立幼稚園協会、呉市保育連盟、呉市すこやか子育て協会、
公益社団法人 呉青年会議所、呉市社会福祉協議会
【お客様へのお願い】
●発熱、咳、咽頭痛の症状があるなどの体調不良の場合は、入場及び利用を自粛してくださ い。
●２歳以上のお客様はマスクを着用してご来場ください。●手洗いや手指のアルコール消毒を行ってください。
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、変更・中止になる場合もございます。最新情報は呉市文化振興財団のホームページをご覧ください 。

公益財団法人

呉市文化振興財団

呉市中央3丁目10番1号 呉信用金庫ホール内

お問合せ

［ 呉市文化ホール ］

［主催］愛音の会 ［共催］公益財団法人 呉市文化振興財団 ［後援］呉市、中国新聞社

☎（0823）
25 -7878 受付時間
9：00 〜19：00

※月曜日休館（月曜日が休祝日の場合は翌平日）

［助成］公益財団法人 エネルギア文化・スポーツ財団

初開催

〜音楽を楽しんで K U R E 2 0 2 0 〜
2021年

2 月23 日［ 火・祝 ］11：00〜17：00

こどもと楽しむ音楽の時間
歌ってもＯＫ。泣いてもＯＫ。
途中入退場自由。
ぼくとわたしの
コンサートデビュー応援企画。
ご家族一緒にお楽しみください。

０歳から楽しめる
おやこのためのコンサート
【会場】

11：20〜12：00 対象：未就学児童 ホール前方席のみ
（238席）

【出演】愛音の会

※希望されるイベントを選んでお申込みいただけます。
※参加者の中に対象者がいない場合の応募は無効です。

聴いて学べる新しいカタチのコンサート

インリーチシリーズ Vol.1

【会場】
ホール前方席のみ
（238席）

インリーチ ❶

インリーチ ❷
13：50〜14：25 対象：小中学生
テーマ

テーマ

「音」が「音楽」になる瞬間。
耳と目で楽しもう。

チェロとピアノで旅するヨーロッパ

【出演】呉市文化振興財団登録アーティスト

デュオ クレタＤｕ
ｏ Ｋｒｅｔａ

武安 宏子

湊 英幸

（テューバ）

吉田 亜希子
（マリンバ）

インリーチとは・・・呉市内の小学校の音楽室
等で行っている出前公演（アウトリーチ）を
呉信用金庫ホールのロビーで開催。お客様を
ホールに招いて行うからインリーチ。みなさ
んも音楽の授業を体験してみませんか。

13：00〜13：35 対象：小中学生

【出演】呉市文化振興財団登録アーティスト

（クラリネット）

振替公演

田村 智早
（ピアノ）

【曲目】
トトロメドレー、
スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス ほか

川岡 光一
（チェロ）

呉氏によるダンスレッスン

小蔦 寛二

松尾 桜

（ピアノ）

（マリンバ）

初島真菜
（ピアノ）

こどものための

呉氏と踊ろう
「君くれハート」

バックステージツアー

❶14：10〜14：30 ❷14：40〜15：00

出演者になってみよう 小学生以上推奨
12：20〜12：40 こども20名＋保護者
アナウンス体験 小学 3 年生以上推奨 各回3〜4名

【会場】リハーサル室 【出演】呉氏
対象：中学生以下／定員：各回12名

（レッスン受講する中学生以下の方）
※レッスンを受けない人は周りに見学エリアを準備いたします。

インリーチ①12：20〜 ※インリーチ❶または
❷の本番アナウンスを
インリーチ②13：20〜 体験していただきます。

ダンスレッスンを受けた後15：20から、
みんなで楽しむコンサート
のステージに呉氏と一緒に出演しダンスを踊っていただきます。

上記イベントのいずれかに当選された方は、
どなたでもご参加いただけます。

一日館長 就任式・開会式
呉シティ・ウィンド・アンサンブル

プチコンサート

❶12：25〜12：40
❷14：25〜14：40 呉シティ・ウィンド・アンサンブル

楽器作り
体験

自然の音
体験

●マラカス
●オーシャンドラム

●椿 ●竹

※材料費無料

みんなで 楽しむコンサート 会場：呉信用金庫ホール

15：２０開演 14：20開場（17：00終演予定）

【出演】スペシャルゲスト 米良 美一
呉市文化振興財団 登録アーティスト
呉少年合唱団 呉氏 ほか

呉市文化振興財団
登録アーティスト

【プログラム】
①呉氏とこどもたちによる
澤原 行正
「君くれハート」
ダンス発表
（テノール）
②呉市文化振興財団登録アーティストによる
リレー演奏
Yoshikazu Mera 米良 美一
動物の謝肉祭より 序曲・化石・白鳥
（アレンジ）
カウンター・テナー歌手
ハンガリアン・ラプソディ ／オーソレミオ
1994年洗足学園音楽大学 を首席で 卒業。第8
河原柳／グラナダ
回古楽コンクール2位（１位なし）
。1995年奏楽
デュオ ピックス Duo Pix
堂日本歌曲コンクール第3位。1996年よりオラ
組曲より第一楽章：アレグロ
（F.サイ）
初島 真菜
西川 祐太
ンダ政府給費留学生としてアムステルダム音楽
この素晴らしき世界／3つのダンス
（ピアノ）
（サクソフォン）
院に留学。国内外でのコンサートをはじめ講演
会、文筆活動やテレビ・ラジオ等幅広い活動を 休憩／換気(15分）
行っている。
CDはキングレコード他から多数リ ③ボーイソプラノの美しい歌声とハーモニー
リースされている。第12回日本ゴールドディスク
呉少年合唱団による歌唱
大賞、第21回日本アカデミー賞協会特別賞とし
よろこびのうた with 呉氏2020
て主題歌賞をそれぞれ受賞。
④スペシャルゲストコーナー 米良美ーさん
米良美一オフィシャル・ホームページ
もののけ姫(with 呉少年合唱団）
http://yoshikazu mera.info/
米良美一のメラメラブログ
花は咲く
呉信用金庫
https://ameblo.jp/mera0521/
オリジナル キャラクター
呉氏
⑤閉会式・一日館長 退任式
“れもネコ”

Duo Kreta デュオ クレタ

川岡 光一
（チェロ）

水川 沙絵

（フルート）

小蔦 寛二
（ピ アノ）

宮原 律

（フルート）

松尾 桜

（マリンバ）

森保 由美子

（クラリネット）

呉少年合唱団
※出演者、
曲目は変更になる場合があります。

事前応募制

こどもと楽しむ音楽の時間、
みんなで楽しむコンサートは
事前に申込みが必要です。

呉信用金庫ホールのホームページからお申込みください。
https://www.kure-bunka.jp/

応募締切1月２５日
（月）

※応募者多数の場合は抽選となります。
※２月８日
（月）
頃チケットをお送りします。

