
電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

Pコード 131-262・ぴあ Lコード 32140・ローソンチケット

プレイガイド ク 花ぴ ロ

主催事業

2019. 3/10日

2019.1/11金

 大ホール［開場］14:30／［開演］15:00　 

・窓 口   9:00～18:00
・TEL 10:00～18:00
・WEB 10:00～24H

◎一般発売日 10 ⁄ 27(土)

※窓口販売の受付は8：45～です。

全席指定

S席 4,000円
A席 3‚500円
大学生以下 各半額

（すべて税込）

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※曲目が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

曲目

・Ｊ.Ｓ.バッハ ： 無伴奏チェロ組曲第１番より プレリュード （Vc.）
・ポッパー ： ハンガリー狂詩曲 （Vc. / Pf.）
・ドビュッシー ： 月の光 （Pf.）
・ショパン ： バラード 第１番（Pf.） 
・マスネ ： タイスの瞑想曲（Vn. / Pf.）
・パガニーニ ： ２４のカプリス より 第２４番（Vn.）
・Ｊ.Ｓ.バッハ ： インヴェンション 第１番（Vn. / Vc.）
・Ｊ.Ｓ.バッハ ： インヴェンション 第７番（Vn. / Vc.）
・Ｊ.Ｓ.バッハ ： インヴェンション 第８番（Vn. / Vc.）
・メンデルスゾーン ： ピアノ三重奏曲第１番 （Vn. / Vc. / Pf.）

千住真理子（Vn／ヴァイオリン）

ⓒKiyotaka Saito（SCOPE） ⓒKiyotaka Saitoⓒ塩澤秀樹

仲道郁代（Pf／ピアノ）長谷川陽子（Vc／チェロ）

アンサンブル鴻巣
ヴィルトゥオーゾ
友の会 会員
※大学生以下券は対象外です。

1割
引

◎オンライン先行予約日
  10 ⁄ 26(金)
・WEB予約のみ 10:00～18:00

［開場］18:15 
［開演］19:00（終演予定20：30）

出演者：野性爆弾 他

発売日・出演者は後日ホームページにて発表!!

全席指定

前売  3,500円／当日 4‚000円
（すべて税込）

CLEA KONOSU
Event Information

［　　　　　　　］［　　　　　　　］クレアこうのすクレアこうのす

街に笑顔と感動を。鴻巣市文化センター「クレアこうのす」がお届けするイベント情報誌

【編集・発行】公益財団法人鴻巣市施設管理公社 〒365-0032 埼玉県鴻巣市中央29-1 TEL：048-540-0540　E-mail：info@clea-konosu.com
vol.57vol.57
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“女神たちの愛のうた”
音楽の女神たちによる豪華共演!

よしもと
新春初笑いまつり 
in 鴻巣2019

先行
告知!

次回発行は2月15日を予定しております

クレアこうのす自主事業等の公演時には、ホール前ロビー付近でその公演の関連物品（音楽商品・書籍等）
を観覧者へ販売するスペースを提供しています。観覧者へのサービスの一環として行っていますので、出店
のご希望がある場合は、申請してください。

◎自主事業等公演時の物品販売出店には申請が必要です

クレアこうのすには、大小の会議室やバンド練習ができる練習室もござ
います。ホールでコンサートや演劇をご鑑賞いただくほかにも、会議はも
ちろん研修会や勉強会、パーティー等でのみなさまのご利用もお待ちし
ております！ 詳しくは鴻巣市文化センター まで。

「クレアこうのす」を
使ってみませんか？

鴻巣市文化センター（クレアこうのす）
〒365-0032 鴻巣市中央29-1
TEL：048-540-0540／FAX：048-543-0640

※下記休館日は、文化センターとチケットセンターの業務はお休みとなります。あらかじめご了承ください。
10/23（火）・11/29（木）・12/27（木）～1/4（金）・1/30（水）・2/26（火）・３/26（火）

＜11月〉 ＜11月〉 ＜1月〉

＜2月〉

＜12月〉

＜1月〉

＜2月〉

＜12月〉

2018.11.30 ▶ 2019. 2.28  EVENT CALENDAR
大ホール

1
（木）

3
（土）

8
（木）

9
（金）

18
（日）

24
（土）

26
（月）

11
（日）

14
（水）

16
（金）

鴻巣市立吹上北中学校合唱コンクール

市民文化祭 芸能発表会

鴻巣市立小・中学校音楽会

埼玉県小中学校音楽会 南部北地区大会

市民文化祭 鴻響楽2018

埼玉県吹奏楽連盟第42回埼玉県アンサンブルコンテスト南部地区大会

第42回関東甲信地区中学校英語教育研究協議会埼玉大会

2018高橋佳子講演会★

埼玉県吹奏楽連盟第42回埼玉県アンサンブルコンテスト南部地区大会

鴻巣市青少年健全育成「市民のつどい」

犯罪・交通事故防止 年末年始特別警戒出陣式

問鴻巣市立吹上北中学校 ☎048-548-0081

問鴻巣市生涯学習課 ☎048-544-1216

問鴻巣市学校支援課 ☎048-544-1214

問埼玉県音楽教育連盟

問鴻巣市生涯学習課 ☎048-544-1216

問埼玉県吹奏楽連盟 ☎048-832-0162

問埼玉県英語教育研究会 ☎048-862-6847

問高橋佳子講演会実行委員会 ☎050-3535-0515

問埼玉県吹奏楽連盟 ☎048-832-0162

問鴻巣市生涯学習課 ☎048-544-1216

問鴻巣警察署 ☎048-543-0110

クレアこうのす

［開演時間］10:00

［開演時間］9:30

［開演時間］9:15

［開演時間］9:30

［開演時間］12:40

［開演時間］10:00（予定）

［開演時間］9:40

［開演時間］13:00

［開演時間］10:00（予定）

［開演時間］13:30

［開演時間］14:00

小ホール

3
（土）

4
（日）

6
（火）

11
（日）

18
（日）

19
（月）

24
（土）

12
（月）

16
（金）

17
（土）

26
（月）

25
（日）

鴻巣革新懇第8回総会

鴻巣幼稚園関口ピアノ声楽教室・LIETOピアノ教室合同発表会

歌声コンサート4★

鴻巣市第38回健康まつり

体験能楽講座①（要申込）★

うたえ！ 鴻巣ほっとパーク歌う会★

くらし講演会「人生を楽しむ秘訣・心と体と財布の健康」

さちピアノ教室発表会

体験能楽講座②（要申込）★

鴻巣市生涯学習フェスティバル

あさひギターサークル発表会

体験能楽講座③（要申込）★

問鴻巣革新懇 ☎048-542-5120

問関口志津子 ☎048-541-7275

問クレアこうのす

問鴻巣市健康づくり課 ☎048-543-1561

問クレアこうのす

問うたえ！ 木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問鴻巣市自治文化課 ☎048-541-1321

問さちピアノ教室 ☎090-9240-2751

問クレアこうのす

問鴻巣市生涯学習課 ☎048-544-1216

問あさひギターサークル ☎048-542-4194

問クレアこうのす

［開演時間］13:30

［開演時間］14:15

［開演時間］14:00

［開演時間］10:00

［開演時間］13:30

［開演時間］10:00

［開演時間］14:00

［開演時間］13:15

［開演時間］13:30

［開演時間］10:00

［開演時間］13:00

［開演時間］13:30

17
（木）

19
（土）

28
（月）

20
（日）

25
（金）

26・27
（土・日）

市民文化講演会

第十九回おおとり寄席①「三遊亭鬼丸の会」★

鴻巣市人権を守る市民のつどい

うたえ！ 鴻巣ほっとパーク歌う会★

県民リフォーム祭

①楽しく踊って介護予防
②介護予防に有効な踊りの体験と支援法

問鴻巣市文化団体連合会（事務局 生涯学習課） ☎048-544-1216

問クレアこうのす

問鴻巣市やさしさ支援課 ☎048-541-1321

問うたえ！ 木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問㈱ハウスドゥ ☎048-773-3119

問（公財）いきいき埼玉 ☎048-728-7951

［開演時間］13:30

［開演時間］14:00

［開演時間］13:30

［開演時間］10:00

［開演時間］10:00

［開演時間］①10:00／②13：30

2
（土）

3
（日）

8
（金）

10
（日）

11
（月）

16
（土）

17
（日）

22
（金）

23
（土）

24
（日）

和太鼓講座①（要申込）★

第十九回おおとり寄席②「柳家喬太郎独演会」★

宅建協会オープンセミナー

飛び出そう、舞台へ！ ピティナ・ピアノステップ

和太鼓講座②（要申込）★

ヴィルトゥオーゾ音楽の森・冬

和太鼓講座③（要申込）★

うたえ！ 鴻巣ほっとパーク歌う会★

第19回小さな歌の祭典

“お囃子太鼓 交流発表会”（6団体による合同発表会）

問クレアこうのす

問クレアこうのす

問宅建協会彩央支部  ☎048-591-7007

問ピティナ・ソノリティ鴻巣ステーション ☎0120-837-150

問クレアこうのす

問クレアこうのす

問クレアこうのす

問うたえ！ 木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問小さな歌の祭典実行委員会 ☎048-542-5244

問宮地お囃子連 世話人代表 八木橋 ☎090-1457-4677

［開演時間］キッズ 13:30／一般 15：00

［開演時間］14:00

［開演時間］13:00

［開演時間］10:00

［開演時間］キッズ 13:30／一般 15：00

［開演時間］15:00

［開演時間］キッズ 13:30／一般 15：00

［開演時間］10:00

［開演時間］9:40

［開演時間］13:00

1
（土）

2
（日）

3
（月）

16
（日）

21
（金）

22
（土）

23
（日）

24
（月）

群読劇「面影」★

埼玉SOUZOU文化祭2018★

体験能楽講座④（要申込）★

ジュニアオリジナルコンサート

うたえ！ 鴻巣ほっとパーク歌う会★

第28回三宅ユミ新体操教室発表会（らいふ）▲

ドルチェ音楽教室・棚澤音楽教室 クリスマスコンサート

津軽三味線山中信人 対 ○○奏者★

問平山八重 ☎090-6179-8587

問埼玉SOUZOU文化祭2018実行委員会 ☎048-782-7895

問クレアこうのす 

問㈱タニタ楽器 ☎048-522-5507

問うたえ！ 木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問カルチャーセンターらいふ ☎048-592-1204

問棚澤音楽教室 ☎048-577-4852

問山中信人コンサート事務局 ☎090-1405-7958

［開演時間］14:00

［開演時間］10:00

［開演時間］13:30

［開演時間］11:00

［開演時間］10:00

［開演時間］14:00

［開演時間］13:30

［開演時間］13:00

9
（水）

13
（日）

14
（月）

31
（木）

19
（土）

26・27
（土・日）

埼玉県高等学校文化連盟「器楽・管弦楽専門部会」埼玉県代表選考会

成人式

第七回新春こうのす能・狂言公演★

鴻巣市立鴻巣北小学校校内音楽会

劇団仲間公演「森は生きている」★

厚友会 第８回サークル合同発表会

鴻巣市立鴻巣東小学校校内音楽会

ヤマハ音楽教室発表会

鴻巣市立中央小学校 校内音楽会

問埼玉県高等学校文化連盟
「器楽・管弦楽専門部会」（事務局：大宮光陵高校）
☎048-622-1277

問鴻巣市教育委員会生涯学習課 ☎048-544-1216

問クレアこうのす

問鴻巣市立鴻巣北小学校 ☎048-596-5239

問鴻巣ひかり幼稚園観劇実行委員会 ☎048-541-3506

問厚友会鴻巣分会長 ☎048-596-2810

問鴻巣市立鴻巣東小学校 ☎048-541-1118

問㈱タニタ楽器 ☎048-522-5507

問鴻巣市立中央小学校 ☎048-543-7111

［開演時間］10:30

［開演時間］10:15

［開演時間］14:00

［開演時間］14:30

［開演時間］9:30

2
（土）

3
（日）

9
（土）

10
（日）

28
（木）

23
（土）

24
（日）

第23回こうのす男女共同のつどい

やなぎ幼稚園 表現発表会

認定こども園エンゼル幼稚園 発表会（関係者のみ）

私の趣味・特技発表会

太鼓祭in鴻巣びっくりひな祭り2019

カラオケスタジオ萩原発表会

ロボット＆ICT農機実演検討会

問こうのす男女共同のつどい実行委員会 ☎048-541-1321

問やなぎ幼稚園 ☎048-559-1001

問認定こども園エンゼル幼稚園 ☎048-541-1677

問非営利活動団体 いきがい健康スタジオ ☎048-541-2460

問（一財）鴻巣市観光協会 ☎048-544-１７３０

問カラオケスタジオ萩原 ☎048-541-0775

問日本農業機械化協会 ☎03-3297-5640

［開場時間］12:00

［開演時間］12:00

［開演時間］9:40

［開演時間］10:30

［開演時間］13:00（予定）

［開演時間］9:15

［開演時間］13:00

8
（土）

9
（日）

10
（月）

15
（土）

21
（金）

23
（日）

24
（月）

鴻巣幼稚園 発表会

第13回ファミリーコンサート★（高校生以下無料）

体験能楽講座⑤（要申込）★

愛和学園めぐみの木こども園ゆめのはなこども園 表現発表会

鴻巣市防犯講習会

男声合唱 鴻巣グリークラブ第15回定期演奏会▲

第29回マヤバレエスタジオ発表会（らいふ）▲

問鴻巣幼稚園 ☎048-541-0575 

問鴻巣フィルハーモニー管弦楽団 ☎048-597-2850

問クレアこうのす

問愛和学園めぐみの木こども園ゆめのはなこども園 

問鴻巣市自治文化課 ☎048-541-1321

問鴻巣グリークラブ ☎048-596-2145

問カルチャーセンターらいふ ☎048-592-1204

［開演時間］①9:30／②14：00

［開演時間］14:00

［開演時間］13:30

［開演時間］①9:30／②12：35

［開演時間］14:00

［開演時間］14:00

［開演時間］15:30

20
（火）

20
（日）

22
（火）

24
（木）

705

1122

※車椅子スペース
　４組あり
※注①
　D列６～10・23～27

は催し物によって設
置いたします。

※掲載した内容は申込があったイベントのみとなっており、平成30年10月末日現在のものです。※★印があるものは有料公演です。▲は入場チケットが必要です。
※開演時間未定の公演については、ご確認ください。※公演の時間・内容については、変更する場合がありますのでご了承ください。



CLEA

※サービス利用料とコンビニ発券手数料が別途掛かります。

0570-666-534
クレアこうのすチケットセンター ローソンチケット

●クレアこうのすチケットセンター
　（窓口営業時間 9：00～18：00）

電話受付（10：00～18：00）
※一部携帯電話、PHS、IP電話からは受付できません。
※通話料はお客様ご負担となります。 0570-02-9999 0570-084-003

※一部オンライン予約を取り扱わない公演もございます。

※一部オンライン予約を取り扱わない公演もございます。

※24時間対応／予約初日は10：00～

●クレアこうのすチケットセンター（9：00～18：00）

下記窓口で直接購入・引取いただけます

●セブンｰイレブンｰジャパン（初日 10：00～24H）

●チケットぴあのお店
　（店舗により営業時間は異なります）

●セブンｰイレブンｰジャパン（24時間対応）
※発売初日は10：00～

●サークルK・サンクス（あさ5：30～深夜2：00）
※発売初日は10：00～

インターネット

電話予約

窓口販売

インターネット

電話予約

窓口販売

窓口引取

http://l-tike.com/

http://eplus.jp/

※24時間対応／予約初日は10：00～

※24時間対応／予約初日は10：00～

0570-000-407
※オペレーター対応10：00～20：00
※ローソン・ミニストップ店頭Loppi
　初日は10：00～24時間対応

インターネット

インターネット

電話予約

ク ぴ

TEL.080-5006-8744
（一般発売日～※直接購入のみ）

花吉（道の駅いちごの里よしみ内）花

（一般発売日～※直接購入のみ）
TEL.048-569-3811

花久の里
● チケットのお引き換え場所は、必ずオペレーターにご確認くださ
い。● チケット引き取りの際に必要ですのでメモをご用意ください。
●ご予約後は引き取り期限までにお引き換えください。● チケット
ぴあ・ローソンチケットでのご予約はコード番号を入力していただく
とスムーズです。

ロ

イープラス

●▼ プレイガイド

自主事業

・窓 口   9:00～18:00
・TEL 10:00～18:00
・WEB 10:00～24H

◎一般発売日 10 ⁄ 20(土)

※窓口販売の受付は8：45～です。

全席自由

一　般  2,000円
U-25チケット 1‚000円

（すべて税込）

※U-25チケット：25歳以下の方対象のチケッ
トです。当日入場時、年齢確認ができる証明証
をお持ちください。※4歳以上入場可

※都合により、曲目・出演者を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

曲目 ・W.A.モーツァルト／セレナーデ第13番K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
・S.シェーファー／「ゾルターネ」
・A.ドヴォルザーク／弦楽五重奏曲第2番B.49，op.77

アンサンブル鴻巣
ヴィルトゥオーゾ友の会 会員
※U-25チケットは対象外。 5割

引

ヴィルトゥオーゾ音楽の森・冬
中欧セレナーデ

弦楽合奏団アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ団員による
トーク＆コンサート

ク

プレイガイド

電話番号等はプレイガイドを
ご参照ください。

2018年11月～2019年2月 クレアこうのすイベント情報

主催事業2019.1/14月  大ホール ［開場］13:30／［開演］14:00　

能 ：「小鍛冶」
狂言：「茶壺」

第七回 新春こうのす能・狂言公演

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※学生はS・A席共通

全席指定

S席 3,500円
A席 2,500円
学生（大学生まで） 1,000円
市内小中学生 無料

（すべて税込）

11/12月・19月・26月・12/3月・10月（計5日間）

 小ホール（12月10日は大ホール）13:30～15：30頃まで（休憩10分あり）

クレアこうのすワークショップ事業
『第十回 体験能楽講座』
受講者募集中！

好評
発売中 お申込み

受付中
電話番号等はプレイガイドを
ご参照ください。

プレイガイド

ク 花

●▼ ご来館・お電話・FAX・メールでお申込みできます。
 （9：00～18：00）

【 TEL 】048-540-0540  
【 FAX 】048-543-0640 
【 メール 】info@clea-konosu.com

お一人様 2,500円 （謡本代・資料代込み）

2019. 2/2土・11月　・17日・3/ 2土・9日（計5日間）

2019. 2 /16土  小ホール［開場］14:30／［開演］15:00　 

今年もクレアこうのすワークショップ事業「体験能楽講座」を、シテ方金春流
能楽師・政木哲司先生を迎えて行います。皆さんの参加をお待ちしております。

料　　金

30名 先着順 ※定員になり次第、締め切りとさせていただきます人　　数

シテ方金春流能楽師 政木哲司先生講　　師

今回の演目は「小鍛冶（こかじ）」です講座内容

各自白足袋をご用意ください。仕舞体験のときに体を
動かすため、動きやすい服装でお越しください。

そ の 他

大藏流 大藏彌太郎

能：｢小鍛冶」

金春流 政木哲司

2019.①1/19土 ②2/3日 ③3/16土

第十九回おおとり寄席
①三遊亭鬼丸の会
②柳家喬太郎独演会
③旬なよったり競演会

 小ホール ［開場］13:30／［開演］14:00　

全席自由

3公演セット券

単独券（10/28発売開始）

5,000円

2‚000円

（すべて税込）

好評発売中

※未就学児には親御様の補助が必要となります。

受講料（5回分）

子供 5,000円／一般 10‚000円

（資料代含む）

 小ホール（3月2日・9日は大ホール）
［キッズ］13:30～14：30（休憩含む）［一般］15:00～16：30（休憩含む）

共催事業

和太鼓講座 受講生募集

イメージ写真

●▼ ご来館・お電話・FAX・メールでお申込みできます。
 （9：00～18：00）

【 T E L 】048-540-0540  【 FAX 】048-543-0640 
【 メール 】info@clea-konosu.com
お申込み 2018年10月15日(月）～

【対象】キッズ：満4歳～小学3年生まで／一般：小学4年生～

※定員になり次第、締め切りと
　させていただきます  

各クラス30名定員

日本太鼓協会 講師 講師

主催事業

※未就学児のご入場は
　ご遠慮ください。

電話番号等はプレイガイドを
ご参照ください。

今回もおおとり寄席は
小ホールでの

3回公演！

柳家わさび 柳亭小痴楽 桂宮治 立川吉笑

ゲスト：古今亭菊志ん三遊亭鬼丸

1/19（土）

3/16（土）

ゲスト：林家二楽柳家喬太郎

髙橋和歌（ヴァイオリン）櫻井慶喜（チェロ）

中村勇一（コントラバス） 小池彩織（ヴァイオリン）植村理一（ヴィオラ）

2/3（日）

窓口 9:00～／TEL 10:00～／WEB 10:00～

窓口 9:00～／TEL 10:00～ ※WEBの取扱いはございません。

①三遊亭鬼丸の会

③旬なよったり競演会

②柳家喬太郎独演会

ク

プレイガイド

オンライン会員
割引対象公演 10OFF%

全席自由

前売 1,500円
当日 2‚000円

（すべて税込）

全席自由

前売 1,500円  当日 2‚000円
（すべて税込）

コミュニティ事業

 小ホール［開場］13:30／［開演］14:00　 2018.11/6火

歌声コンサート4
歌って健康！！

主役はお客様！上手・下手なんてココでは関係なし！
楽しく元気に思いっきり歌いましょう！

杉山
 公章の

 小ホール［開場］13:30／［開演］14:00　 
2019. 3/7木

歌声コンサート5歌って
健康！！

歌詞はスクリーンに表示されます。

好評
発売中

プレイガイド ク 電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

プレイガイド ク 電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

※前売りで完売した場合は、当日券の販売はございません。

・窓 口     9:00～18:00
・TEL   10:00～18:00
・インターネット 10:00～24H

◎一般発売日 11 ⁄ 6(火)

オンラインチケット予約 ご利用ガイド

会員登録

チケットの決定

STEP

1

クレアこうのすホームページからインターネットによるオンラインチケット予約が便利です。

公演によって、オンラインチケット
予約割引があります！

チケット購入の流れ

お名前・住所・電話番号・メールアドレス等
お客様情報を入力します。

会員ID・パスワードを任意に決めます。

（登録料、年会費は無料）

ご登録のメールアドレスに確認メールが届きます。

● 会員ID・パスワードを
　入力しログイン

● 座席表を見ながらお好きな
　席を確保！

● 　　　　　　   を押し、引取方法を選択

予約する● 予約内容を確認し　　　　　をクリック！

検索クレアこうのす

●トップページから
　ご希望の公演を
　選択し

をクリック！

● ご希望の公演の　 　　　を
　クリックし席種・枚数・
　座席指定方法を選択

良いお席はお早めに…

セブンイレブン支払いもできます予約完了！

ID パスワードは忘れないように保管しましょう！

http://clea-konosu.com/

クレアこうのすチケットセンター ⇒ 受付番号
セブンイレブン ⇒ 払込票番号

が表示されますのでメモしてください。

予約時に
※支払い手数料が別途かかります

オンライン会員

割引対象公演

※個人情報は、公演のチケット販売やご案内、公演に関
する変更・中止等の連絡やその他チケット販売に関する業
務に必要な範囲でのみ利用します。

お支払い
予約期日までに、受付番号／払込票番号を
お持ちの上、代金を支払いチケットを
お引取りください。

予約・購入 座席を選んで予約します（自由席は座席指定できません）
STEP

2
STEP

3


