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くれフレンドリー

2023年

ニュース

1

1月22日［日］14：00開演

2023年

（13：15開場）

呉市制12０周年記念事業
呉市文化振興財団 設立４０周年記念事業

月

入場無料：事前申込制

「愛音的鍵盤祭り！」

2022
くれまちかど

品を通して呉の歴史や文化への理解を深めます。

全 2回

10：00〜17：00（入館は16：30まで） 火曜休館
明田 公司
《呉 川原石 露地と子どもたち》1955
（昭和36）年 明田フォトプロジェクト蔵

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。

2月19日［日］

13：30〜

（13：15受付）

参加無料：事前応募制

呉信用金庫ホール

バックステージツアー

〜こどもたちの舞台照明体験〜

●日時：2023年2月19日
（日）13：30〜 ●場所：呉信用金庫ホール
●応募資格：小学生以上高校生以下40名程度（申込み多数の場合は抽選）※中学生以下は保護者同伴。
（月）
までに呉信用金庫ホールホームページからお申込みください。
●申込方法：2023年１月23日
●抽選結果は2023年1月29日
（日）
頃メールにてお知らせします。
※演出効果体験のため、照明を暗くする場合がありますのでご理解のうえお申込みください。

入館料［税込］
一般1,100円(900円)・大学生500円・高校生以下無料

（五十音順）
［主な作家］

※
（ ）内は一般前売および20人以上の団体、
シルバー料金（70歳以
上［要証明書］）障害者手帳等がある人は無料（要証明書）。高大生は
要学生証。
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。

明田 弘司

朝井 清

池田 栄廣

上田 直次

宇根元 警

岡部 繁夫

高原 良雄

長田 健雄

船田 玉樹

南 薫造

小田宮 華渓《頂淑美》1921（大正10）年

※参加には当日の入館料が必要です。① ②は当日10：００より美術館
受付で整理券を配布いたします※開催情報に変更が生じる場合があり
ます。
最新情報は当館ウェブサイトまたはTwitterにてお知らせします。

［関連イベント］

コンサート

●会場：呉市立美術館地階講座室

●講師：東亜大学特任教授・元蘭島閣美術館名誉館長

広島大学名誉教授 金田 晉氏
●定員：30名

臨時休館のご案内

南 薫造《日の出》1949（昭和24）年 広島県立美術館蔵

など

コンサート
in 郷原

作品展示

2月26日［日］13：30開演 入場無料

郷原まちづくりセンター 2023年

2022
くれまちかど

Rakhmaninov

Piano Concerto No.2 C Minor Op.18

チャイコフスキー：交響曲 第５番 ホ短調 Op.64
Tchaikovsky

1月15日［日］14：30開演 チケット販売中 インターネット予約
（13：45開場）

202 3 Kure
Newyear Concert

Symphony No.5 E Minor Op.64

（13：00開場）

©️Hiromichi Uchida

© Roman Goncharov

指揮

ウラディーミル・フェドセーエフ

ピアノ 小山

入場料 指 未

※託児利用申込は2023年3月14日
（火）
まで。

《 メモリアル・イヤー同い年の作曲家たち 》

一般

S席：8,800円、
A席：6,600円、B席：4,400円、
学生席：2,000円

くれフレンドリー

S席：7,920円、
A席：5,940円、B席：3,960円、
学生席：1,800円

※学生席は、
S席、
A席、
B席いずれも購入可、
２８歳未満の学生に限ります。
入場時学生証をご 提示ください。
取扱は呉信用金庫ホール、新日本造機ホール、ローソンチケット、チケットぴ あ、財団インターネット予約のみ。

学生招待

●呉市在住または通学の小・中学生１名と保護者１名：25 組（50名）
●呉市在住または通学の高校生以上 28 歳未満の学生（短大・専門含む）
：50名
※小・中学生の応募には保護者の同意・同行が必要です。

神楽「呉」公演
出演団体・演目

レハール：ワルツ「金と銀 」
伊福部昭：マリンバとオーケストラのための
「ラウダ・コンチェルタータ」

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、中国新聞呉支社
広島地区：エディオン広島本店東館９階プレイガイド､中国新聞読者広報部
その他：中国新聞販売所（取り寄せ）
、チケットぴあ
（Pコード 231- 081）
、
ローソンチケット
（Lコード 63623）

友の会

【曲目】

実稚恵

Michie Koyama

Vladimir Fedoseyev

■琴庄神楽団（北広島町）
「土蜘蛛」

［生誕210年］ワーグナー

Shingo Azumaya

2023年1月20日
（金）
までにお申込みください。
インターネット応募フォームでの受付となります。
詳しくはホームページをご覧ください。

【出演】

※上演前に琴庄神楽団が儀式舞を奉納いたします。

管弦楽：広島交響楽団

写真提供：株式会社RCC文化センター

定員 170名様

※要整理券 ※整理券は2023年1月23日（月）から郷原まち

づくりセンターにて先着順で配布いたします。

2023年

【出演】登録アーティスト デュオ ピックス
初島 真菜（ピアノ）、西川 祐太（サクソフォン）

11：00〜11：30、
14：00〜14：30
●会場：呉市立美術館2階ホール
●出演：谷本 惣一郎氏
（テノール）
●協力：呉市 藤井清水の会

（12：30開場）

●日時：2023年１月７日、21日
●解説：担当学芸員

各土曜日 11：00〜12：00
展示室内

●会場：呉市立美術館

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12 月13日
（火）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 @kure̲bi をご覧ください 。
呉市幸町入船山公園内 ☎（0823）
25 - 2007
メール：kure-bi@abeam.ocn.ne.jp

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：エディオン広島本店東館９階プレイガイド､中国新聞読者広報部
その他：中国新聞販売所（取り寄せ）、チケットぴあ
（P コード 226-945）
ローソンチケット
（Lコード 63512）
※学生席は、
Ｓ席、
Ａ席、
いずれも購入可、
２８歳未満の学生に限ります。
入場時学生証をご提示ください。
※学生席販売の取扱店は呉信用金庫ホール、
新日本造機ホール、
チケットぴあ、
ローソンチケットのみ。

くれフレンドリー

友の会

1月21日
（土）一 般

2023年

1月28日
（土）

2023年

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。

神楽「呉」公演

琴庄神楽団「土蜘蛛」

宮乃木神楽団「滝夜叉姫」

石見神楽亀山社中
「大蛇」

春到来、呉の神楽ファンに
お届けする伝統の神楽舞。

※出演団体、
演目など詳しくは本紙中面をご覧ください。

原田神楽団「紅葉狩」

入場料 指

一般

※３歳未満のお子様は膝上鑑賞可。
但し、お席が必要な場合は学生 くれフレンドリー
席をご購入ください。
友の会

チケット販売場所

S席：3,900円、
A席：2,900円、学生席：1,000円
S席：3,510円、
A席：2,610円、学生席： 900円

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：チケットぴあ
（Pコード516-829）
、RCCオンラインチケット

日時：開催中2023年１月29日
（日）
まで
11：00 〜15：00 月・火休館（１２月29日〜2023年１月３日休館）
会場：呉市立美術館別館ギャラリー

④担当学芸員による作品解説

S席：3,960円、A席：2,970円、学生席：1,350円

呉信用金庫ホール開館35周年・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

③「呉を描く2022コンテスト」

ギャラリートーク

S席：4,400円、A席：3,300円、学生席：1,500円

4月23日（日）13：30開演 発売日

【曲目】石川亮太：台湾ラプソディー
J. S. バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番ト長調
A.ピアソラ：孤独の歳月
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。

一般

チケット販売場所

マリンバ：塚越 慎子

本紙表紙をご覧ください。

※託児申込は2023年1月６日
（金）
まで。

くれフレンドリー

友の会

指 揮：末廣 誠

■宮乃木神楽団（広島市）
「滝夜叉姫」 ※公演日時・入場料等は、

■石見神楽亀山社中（島根県浜田市）
「大 蛇」 ■原田神楽団（安芸高田市）
「紅葉狩」

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
より 第1幕への前奏曲
第1幕への前奏曲 ほか

［生誕210年］ヴェルディ
：歌劇「椿姫」
より

入場料 指 未

絵画の入賞作品など約36点を展示します。

●日時：2023年1月14日
（土）

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

2023年の幕開けを飾る広島交響楽団による
恒例のニューイヤーコンサートいよいよ開演です。

●内容：呉市内の小・中学生から募集した呉をテーマとする

②ミュージアムコンサート
「赤煉瓦の街から紡ぐ歌にのせて」

［Webチケット販売］
ご利用いただけます。

2023 くれ ニューイヤーコンサート

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 Op.18

Ticket

※学生席は、
未就学児童及び小学生以上２８歳未満の学生の方が対象。
S席、
A席いずれもご購入できます。
入場時学生証をご提示ください。
取扱は呉信用金庫ホール、新日本造機ホール、チケットぴあのみ。
※託児利用申込は2023年４月14日
（金）
まで。

チケット販売情報・インターネット予約

パソコンからは▶https://www.kure-bunka.jp/?cn=100025

スマートフォンから

◀楽々アクセス

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12 月13日
（火）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 。

2023年1月30日
（月）
〜2月3日
（金）
まで展示替え等により臨時休館いたします。※１月31日
（火）
は通常休館日。

KURE MUNICIPAL
MUSEUM OF ART

月

（マリンバ・パーカッション）

ホルスト：惑星より
【曲目】唱歌メドレー、
「木星」
メンケ：アイネクライネ ティッシュムジーク ほか

2023年

益井 三重子《トラック島に於る戦艦武蔵・大和》1972（昭和49）年 靖國神社遊就館蔵

1

呉市制12０周年・呉市文化振興財団 設立４０周年記念事業

【出演】登録アーティスト
松尾 桜（マリンバ・パーカッション）
賛助出演：松田 亜希子・福場 史子

in 蒲刈

※年末年始休館：12月29日
（木）〜2023年1月3日
（火）

2023年

2023年

Program

定員 60 名様
13：30開演 入場無料※要整理券 ※整理券は2023年1月10日
（火）
から蒲刈まち
土
・祝
日
［ ］
（13：00開場）
づくりセンターにて先着順で配布いたします。

コンサート

（日）
まで
開催中 2023年1月29日

ニュース

ーー 哀愁にみち 華やかで美しい旋律 ーー
ラフマニノフとチャイコフスキーのロマンチックな名曲に酔いしれる

the second

2月11

蒲刈まちづくりセンター 2023年

ける近代的な美術の流れを辿り、呉ゆかりの美術作

くれフレンドリー

公益財団法人 呉市文化振興財団：令和４年12月25日 発行

【曲目】美しく青きドナウ（ J. シュトラウスⅡ世 作曲、→Pia-no-jaC← 編曲）
チャールダーシュ（ V. モンティ 作曲、デュエットゥ 編曲）
サザエさんメドレー（筒美京平 · 越部信義 作曲、柴垣佳予子 編曲）ほか

市制120年、開館40周年の節目にあたり、呉市にお

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

呉市制12０周年・呉市文化振興財団 設立４０周年・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

徳満 しのぶ（ピアノ）、田村 智早（ピアノ）

激動の時代を越えて

●日時：2023年1月15日
（日）
13：30〜14：30
（開場13：00）

（15：15開場）

【出演】吉田 亜希子（マリンバ · パーカッション）、梶梅 綾（ピアノ）

呉の美術

①「芸南の風土と美学」

2023年

11：00開演
日
［土］
（10：30開場） 入場無料

2023年

呉市制12０周年・呉市立美術館 開館40周年記念

講演会

3月21日（火・祝）16：00開演

申込は締め切りました

海上自衛隊呉音楽隊 ハートフルコンサート

1月28
2022年度 愛音の会 音楽の花束シリーズ

公益財団法人 呉市文化振興財団：令和４年12月25日 発行

◀折

◀折

［呉市文化ホール］

新日本造機ホール［ 呉市民ホール］

☎ 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

詳しいご案内はホームページをご覧ください

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/ スマホから楽々アクセス▶
呉市文化振興財団

設立４０周年

https://www.kure-shimin.jp/ スマホから楽々アクセス▶

公益財団法人

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

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

