
◎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

●広域版 タブクレア

TABCLEA
February
2023
February
2023

●▼

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

※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

clea-konosu.com

クレアこうのすチケットセンター

クレアこうのすチケットセンター
電話受付（10：00～18：00）

窓口営業時間（9：00～18：00）

※予約番号をお伝えしますので、メモをご用意ください。
※一部携帯電話、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。

セブン-イレブン店頭でも購入可能
チケットぴあ

※一部オンライン予約を取り扱わない公演もございます。

●クレアこうのすチケットセンター（9：00～18：00）
●セブンｰイレブン（初日 10：00～24H）

ク ぴ

TEL.048-569-3811
（一般発売日～※直接購入のみ）

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

花久の里

イープラス
電話予約

インターネット

https://eplus.jp/ ※24時間対応
予約初日は10：00～

インターネット窓口販売

窓口引取

https://t.pia.jp/
インターネット

ローソンチケット

※ローソン・ミニストップ店頭Loppi
　初日は10：00～24時間対応

ロ

https://l-tike.com/
インターネット

チケットぴあ　興行名 検索

日

2/27
 大ホール［開場］14:15／［開演］15:00

TSUKEMEN
CONCERT the BEST
～Road to 15th Anniversary～    

アンサンブル鴻巣
ヴィルトゥオーゾ友の会 会員 500円引

TAIRIK（ヴァイオリン・ヴィオラ）／SUGURU（ピアノ）／
KENTA（ヴァイオリン）

主催事業

※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※会館主催の特別料金です。

全席指定 （税込）

4,500円

全席指定 （税込）前売 4,800円

企画制作／2ndNOTE、（株）さだ企画
提供／エニー・チケットポート（J:COMグループ）　後援／キングレコード

ネタ：COWCOW、とろサーモン、もう中学生、プラス・マイナス、ニューヨーク、
ゆにばーす、コットン 他
SPコメディ：ほんこん、シベリア文太、大山英雄、芦澤和哉、野性爆弾ロッシー、
カラテカ矢部、カートヤング、チャド・マレーン、三瓶、鈴木那奈
主催／吉本興業株式会社
企画・制作／吉本興業株式会社

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

共催事業

日

2/27
 大ホール［開場］①12:00 ②15:00／
　　　　［開演］①12:30 ②15:30

出張！
ルミネtheよしもとin鴻巣

ク 花ぴ ロ

後援／FM NACK5　企画制作／バンブートゥリー

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

全席指定 （税込）

5,500円

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 花ぴ ロ

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

※窓口販売はありません。

3月13日（月）よりオンライン
予約開始日

一般発売日 3月18日（土）

 大ホール［開場］15:30／［開演］16:30

青春のアイドル
ヒットステージ 主催事業

好評発売中！

好評発売中！

森口博子松本伊代早見優

3月12日（日）9：00～申込開始 ※オンライン予約のみ
　clea-konosu.com

（５名様まで／支払いは当日）　※同伴者は５名様まで。

1グループ1日1回限り

2,000円

①9：00　②11：00　③13：00　④15：00
⑤17：00　各回1時間50分（準備・片付け含む）

クレアこうのす大ホールで
演奏してみよう！

大ホールを貸し切りにして、ピアノ（スタインウェイD-274／ヤマハ）を弾くこと
ができます！この機会に大きな舞台でおもいきり演奏してみませんか♬　

4月29日（土・祝）／30日（日）
5月1日（月）／2日（火）／3日（水・祝）／4日（木・祝）／
5日（金・祝）／6日（土）

4/29・30
5/1～6

１グループ

3月4日（土）～一般発売日

主催事業

全席指定

おとな 1,000円
こども    500円

（すべて税込）

（高校生以下）
※3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料、
　ただしお席が必要な場合は有料。
出演者／4月以降にHPに掲載予定。お楽しみに！
主催／公益財団法人鴻巣市施設管理公社
制作／劇団東少

※ステージ写真は
　過去の公演です。

日

2/27
 大ホール［開場］13:30／［開演］14:00

劇団東少ファミリーミュージカル
「アルプスの少女ハイジ」

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

チケット購入者限定企画　バックステージツアー!! ～わくわくドキドキの舞台裏ご案内～
お申込／先着30名さま（チケット購入済で6歳以上の方）　クレアこうのすへお申込みください（048-540-0540）9:00～17:00
公演当日12：45スタート（申込をされた方は10分前を目安に大ホール前にお集まりください）

土

7/29

日

3/12

日

4/16

土

7/22

主催事業

 大ホール［開場］13:30／［開演］14:00　 

第十一回こうのす
能・狂言公演

全席指定

一般           4,000円
U-25チケット 1‚000円
市内小中学生・無料（枚数限定）

（すべて税込）

金春流 政木哲司 和泉流 野村万作

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

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

さっかあたか

能「安宅」 狂言「咲嘩」

好評発売中！

土

3/18
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クレアこうのす臨時休館日のお知らせ 2月28日（火）・3月23日（木）・4月20日（木）・5月30日（火）（クレアこうのすチケットセンター  窓口・電話受付もお休みです。）

公演実施にあたって
新型コロナウイルスの感染拡大等により、公演
及びチケット販売が中止・延期となる場合があり
ます。公演に関する最新情報はホームページ、又
はお電話でお問い合わせください。なお、状況に
応じて、公演時のルールと注意事項が変更とな
ることがあります。予めご了承ください。

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観
点から、みなさまに安心してご覧いただける
よう公演時のルールと注意事項をお知らせ
します。その内容をご理解いただいた上で、
入場券をご購入し、ご来場くださいますよう
お願い申し上げます。

●マスクの着用、手指のアルコール消毒を徹底してください。
●咳エチケット、手洗いの励行などにご配慮ください。
●入場口で体温を計測いたします（37.5℃を超えている方、風邪の症状等がある方は、入場できません。）
●入退場口やトイレ等を含め、館内でのソーシャルディスタンスに努めてください。
●ホール内での対面による会話・歓声はお控えください。

●開場時間が予定よりも早まる場合があります。

●換気のため、公演中でも扉を開放することがあります。

●休憩時間の延長により、公演終了時間が遅くなることがあります。

●ホール外でも対面の飲食は、避けてください。

ご
案
内

お
願
い

公
演
時
の
ル
ー
ル

注
意
事
項

好評発売中！ 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

3,000円
全席自由 （税込）

日

2/27
 小ホール［開場］①12:30 ②16:00／［開演］①13:00 ②16:30　 

津軽三味線
山中信人対〇〇奏者
津軽三味線
山中信人対〇〇奏者 共催事業

日

4/16
ゲスト奏者：三代目 角田洋若（踊）武田明美（箏）はせみきた（和太鼓） 
片野聡（篠笛）武田彰朗（和太鼓）津軽三味線と様 な々奏者との１対１の
コラボ！！！　山中信人と織りなす 5つの世界をご堪能下さい  

監修:柿沼伸美　指揮:須藤桂司　演出:喜田健司　ピアノ:田島葉子 他
バレエ振付:稲富優香　合唱:鴻巣OPERALIRICA合唱団　バレエ:
稲富優香モダンバレエスタジオ／「カヴァレリア・ルスティカーナ」キャスト
サントゥッツァ:竹内恵子　トゥリッドゥ:池本和憲（鴻巣市在住）　アルフィ
オ:大石洋史　ローラ:神田梓（鴻巣市在住）　ルチア:八木祐子

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

一  般            4,500円
子ども（小学生まで） 2,500円

指定席
（すべて税込）

一  般            4,000円
子ども（小学生まで） 2,000円

自由席
（すべて税込）
※当日券は500円増し

日

2/27
共催事業

 大ホール［開場］13:30／［開演］14:00　 

オペラ
『カヴァレリア・ルスティカーナ』
オペラ
『カヴァレリア・ルスティカーナ』

鴻巣OPERA LIRICA主催

日

5/21

2月26（日）～一般発売日

共催事業

日

2/27
日

5/28
 大ホール［開場］12:30／［開演］13:00

太鼓祭
第四回全国七人制和太鼓選手権大会
太鼓祭
第四回全国七人制和太鼓選手権大会

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

4月22日（土）～一般発売日

2,500円全席指定（税込）

コミュニティ事業日

2/27
月

3/20
 小ホール［開場］12:30／［開演］13:00　 

歌声カルテットの
昭和歌謡コンサート
歌声カルテットの
昭和歌謡コンサート

好評発売中！

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

前 売 　 2,000円
当 日 　2‚500円

全席自由 （すべて税込）
「昭和歌謡コンサート」は、長く愛される唱歌や歌謡曲など、誰も
が一度は口ずさんだことのある楽曲を、プロのボーカリストと共に楽
しむイベントです。友と駆け抜けた幼少時代、大切な人と過ごした
青春。唄と共に、あの頃にタイムスリップしませんか？  

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

一　般 　　1,000円
U-25チケット    500円

全席自由 （すべて税込）

※4歳以上入場可
アンサンブル鴻巣

ヴィルトゥオーゾ友の会 会員

500円引

日

2/27
自主事業

 小ホール［開場］14:30／［開演］15:00　 

「オーヴァー・ザ・レインボウ
volume19」
「オーヴァー・ザ・レインボウ
volume19」

鴻巣アーティスト応援コンサート

土

5/20

好評発売中！

松本聖菜
（ヴァイオリン）

持田真花
（チェンバロ）

原万佑子
（ピアノ）

麻生子八咫
（司会）

©戎康友

フォーレ「レクイエム」
ドビュッシー「小組曲」 ほか

曲
目

指揮：國土潤一　ソプラノ：内田由希
／斎木麻理／山吉穂乃香／山吉
理恵子　アルト：岩崎彩音／北添
智子／鞘脇祐里／竹井史子
テノール：大関謙徳／岸野裕貴
バス：竹井佑輔／中尾奎五
ピアノ：小山里巴／高橋和美

日

2/27
火

3/28
 小ホール［開場］13:30／［開演］14:00／リハーサル11：00～　 

Celeste チェレステ
第2回公演
Celeste チェレステ
第2回公演

前売
一  般　　   　3,000円
リハーサル観覧付き  3,500円
高校生以下     1,500円
当日
一  般　　   　3,500円
高校生以下      2,000円

全席自由 （すべて税込） 好評発売中！

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

共催事業

曲
目
【前半】グノー 歌劇『ファウスト』より 「宝石の歌」／ボッテジーニ 「世界
の果てのすべて」（ショパンのエチュード集 Op. 25 - 第7番 嬰ハ短調に
よる）／モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」より 「もう飛ぶまいぞこの
蝶々」／モーツァルト コントラバスのオブリガート付バスアリア 「この麗し
い御手と瞳のために」／サンサーンス 「夕暮れのヴァイオリン」
【後半】♪マイケル・ドアティ 「アダムとイブの日記」 ヴァイオリン、コントラ
バス、ナレーションのための

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

一　般 　　  2,000円
U-25チケット   1,000円

全席自由 （すべて税込）

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

アンサンブル鴻巣
ヴィルトゥオーゾ友の会 会員

1,000円

日

2/27
自主事業

 小ホール［開場］13:30／［開演］14:00　 

ヴィルトゥオーゾ
音楽の森・夏
ヴィルトゥオーゾ
音楽の森・夏

ヴィルトゥオーゾ団員によるトーク＆コンサート

本当の愛とは何なのか？グラミー賞作曲家ドアティが描く、人類の愛の原点
土

7/15

好評発売中！

鴻巣市をフランチャイズとする「弦楽合奏団アンサンブル鴻巣
ヴィルトゥオーゾ」定期演奏会でフォーレの「レクイエム」を一緒に
歌っていただける参加者を募集します！市内・市外を問いません。
是非この機会にクレアこうのす大ホールで歌ってみませんか！

公演概要
　日程：2024年10月を予定しています。
　場所：鴻巣市文化センター（クレアこうのす）大ホール
　曲目：フォーレ「レクイエム」
　合唱指揮：國土潤一（ヴィルトゥオーゾ楽団アドバイザー）
　演奏：アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ
練習日時
　2023年4月～ 月2回を予定しています。
　水曜日1回18:30～21:00
　土曜日1回18:30～21:00
　（本番近くなると回数をふやす予定です）
　※詳しくはHPをご覧ください。
練習場所
　クレアこうのす小ホール
費　用
　月4,000円（2回分）
　3か月ごとに12,000円お支払いいただきます。

参加にあたって
楽譜が読める・音程がとれる方で、合唱に熱意をもって取
り組んでいただける方を募集します。オーディションはござ
いません。発声指導者・合唱指導者・伴奏など優秀な指
導者が担当します。
事前に用意するもの
　楽譜　全音楽譜出版社
　※必ず指定の楽譜をご用意ください
※購入希望の方は申込時にお申し出ください
申込方法
　鴻巣市文化センターにご来館・TEL・メールにてお申込み
メールでお申し込みの場合、お名前・携帯電話番号・声種
（ソプラノ・アルト・テノール・バス）・メールアドレス・楽譜希
望の有無を明記してください。
TEL:048-540-0540　メール：info@clea-konosu.com
募集期間
　2023年2月2日（木）～4月5日（水）まで
　ご来館・お電話は9時～17時

合唱団員募集！

中村勇一
（コントラバス）

高橋和歌
（ヴァイオリン）

斉藤真歩
（ソプラノ・ナレ
ーション（イブ））

後藤春馬
（バス・ナレーシ
ョン（アダム））

寺本沙綾香
（ピアノ）

好評発売中！ 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

単独券    2,000円
全席自由 （すべて税込）

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

古今亭文菊 春風亭昇々 立川笑二

日
小ホール［開場］13:30／［開演］14:00

第二十三回おおとり寄席第二十三回おおとり寄席
三つ巴競演会
（古今亭文菊・春風亭昇 ・々立川笑二）

主催事業
土

2/25

柿沼伸美 須藤桂司 喜田健司 田島葉子

竹内恵子 池本和憲 神田梓 稲富優香


