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小ホール300席の空間で味わうひととき。
第一線のアーティストたちの名演にご期待ください！

仲道郁代ピアノ・リサイタル
～オール・ベートーヴェン・プログラム～

渡辺えり主宰 オフィス3○○
「私の恋人」プレビュー公演

 予約先着限定 50席 9,500円セット価格
〈電話〉TEL.042-590 - 4414（9:00～17:00/月曜休館）
〈インターネット〉https://www.humming-hall .jp/（24時間）
〈申込期間〉4/13（土）～4/17（水）※4/15（月）は休館日

お申込み

劇作家･演出家･女優の渡辺えりが主宰するオフィ
ス３○○(さんじゅうまる)の新作舞台。小日向文世
とのんの二人を迎え、“たくさんの役柄を少人数で
演じきる”という手法に挑み、時を超え、性を超え、
物理も超えて30の役をたった3人で演じます。三島
由紀夫賞を受賞している話題の原作を演技派の
3人がどのように表現していくのか。全国ツアーに
先駆けて東大和で公開です。

0才のお子さまからご入場いただける約１時間のクラ
シック・コンサート。楽しいお話や、リズミカルな曲を
交えながら、おとなにも聴き応えのある演奏をお届け
します。授乳室やおむつ交換室をご用意しております。
さあ、人生初のコンサート･デビュー！！

企画制作：公益財団法人ソニー音楽財団（Sony Music Foundation）

「色育」「ポコアポコカード」を使った色あそびを通し
て「集中力・コミュニケーション力・想像力」を育てる
親子参加型の講座です。

アート技術を学ぶのではなく、どなたでも手軽に創作が出来る
「臨床美術」で、楽しみながら脳を活性化してみませんか。見る、
聞く、触るなど五感を使いながら、毎回違ったアート制作が体
験できます。

［脚本・演出］渡辺えり　［原作］上田岳弘「私の恋人」（新潮社）
［出演］小日向文世／のん／渡辺えり ほか
主催：オフィス３○○

開場18:30 開演19:00
〈全席指定〉※未就学児入場不可
一般：3,500円、友の会：3,150円7/19［ 金 ］小ホール

講師：原田まみ（色育シニアインストラクター）
対象：２歳～小学校３年生までの子どもと保護者
定員：先着15組
申込み：４月13日㈯より電話またはウェブサイト受付

講師：大野恭裕（臨床美術士）
対象：成人　定員：先着15名
申込み：4月27日㈯より電話またはウェブサイト受付

開場13:30 開演14:00
〈全席指定〉
一般：5,000円、友の会：4,500円 ※未就学児入場不可8/7［ 水 ］

大ホール

Concert for KIDS
～０才からのクラシック®～

開場10:30 開演11:00
〈全席指定〉一般：1,500円、友の会：1,350円
　　　　　小学生以下700円10/5［ 土 ］

大ホール

チャップリンに恋して
～奥村愛が仲間たちと贈るメロディと映像の出会い～

錦織健テノール・リサイタル
ピアノ：河原忠之
日本歌曲からカンツォーネ、オペラ･アリアまで錦織健の魅力
溢れる楽しいコンサートです。

開場14:30 開演15:00
〈全席指定〉※未就学児入場不可
一般：3,500円、友の会：3,150円11/9［ 土 ］小ホール 開場13:30 開演14:00

〈全席指定〉※未就学児入場不可
一般：4,000円、友の会：3,600円1/1820

20
年

［ 土 ］
小ホール

親子でわくわく！色あそびしよう♪

五感アート講座～簡単アートで脳を活性化～

身体に無理な負担をかけずに行なうチェアヨガ（椅子ヨガ）
の講座。毎日のチェアヨガ習慣で心身ともにスッキリ。

オペラ歌手といっしょに良い声の出し方、歌い方を練習しよう！
童謡・唱歌、合唱曲、ジブリ音楽など、みんなで歌う楽しさを感じ
よう！

講師：青山千恵美（ヨガインストラクター）
対象：成人　定員：先着25名
申込み：４月13日㈯より電話またはウェブサイト受付

はじめてのチェアヨガ

講師：高柳圭（二期会会員）　対象：小学生　定員：先着30名
申込み：4月27日㈯より電話またはウェブサイト受付
日程詳細：６/13・20・27、７/４・11・25（木）
　　　　  ８/６（火）・15（木）・20（火）・27（火）

子どもコーラスワークショップ

5/12［日］19［日］会議室 10:00～11:30（全２回）
〈受講料（教材費込）〉一般：2,800円、友の会：2,600円

6/5 7/31［隔週水］会議室 10:00～12:00（全5回）
〈受講料（教材費込）〉一般：5,000円、友の会：4,500円

会議室 14:00～15:15（全８回）

※出演者や曲目・公演内容等は予告なく変更になることがあります。予めご了承ください。※各料金は税込です。※詳細はウェブサイトをご確認いただくか、お問い合わせください。

3公演セット券
友の会アートメンバーズ限

定！

5/14 6/25［毎週火］7/9［火］～

〈受講料（教材費込）〉一般：6,400円、友の会：5,800円

6/13 7/25［木］17:30～19:00
～ 8/6 27［火・木］10:30～12:00

～

〈受講料（教材費込）〉一般：10,000円、友の会：9,000円
～

　　

（全10回）
小ホール リハーサル室

〒207-0013 東京都東大和市向原6-1T E L .  0 4 2- 5 9 0 - 4 411 FA X .0 4 2- 5 9 0 - 4 412[お問い合わせ]

イベントインフォメーション

Event   nformation
2019年 4月 7月

［曲目］
ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ 第8番
ハ短調 Op.13「悲愴」
ピアノ・ソナタ 第14番
嬰ハ短調 Op.27-2「月光」
ピアノ・ソナタ 第23番
ヘ短調 Op.57「熱情」
ピアノ・ソナタ 第26番
変ホ長調 Op.81a「告別」

［出演］
奥村愛（ヴァイオリン）
最上峰行（オーボエ）
加藤昌則（ピアノ）
［曲目］
チャップリン映画と音
楽のコラボレーション
J.S.バッハ：
ヴァイオリンとオーボ
エのための協奏曲
ニーノ・ロータ：
映画「道」より　ほか

会員先行予約 4/19[金]
一般発売 4/20[土]

会員先行予約
一般発売
７月中旬 会員先行予約・一般発売

７月中旬

会員先行予約
5/17［金］

一般発売5/18［土］
会員先行予約5/24（金）
一般発売5/25（土）

©Kiyotaka Saito

[出　演]鵜木絵里（ソプラノ）／礒絵里子（ヴァイオリン）
加藤直明（トロンボーン）／新居由佳梨（ピアノ）

[演奏曲]オペラ「ラ・ボエーム」より『私が街を歩くと』
（プッチーニ）、きらきら星変奏曲（モーツァルト）
威風堂 （々エルガー）ほか

奥村愛

渡辺えり

小日向文世 のん

加藤昌則

最上峰行

©Wataru Nishida

チャップリンの傑作サイレント映画が、
クラシックの生演奏と共に蘇る

たまねぎの量感画
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立川駅発、東村山駅、
イオンモール行きバス
東大和市内循環バス
「南街入口」バス停

立川駅発、南街、芝中団
地行きバス
「南街入口」バス停

〒207-0013
東京都東大和市向原6-1

プロのレセプショニストを講師に迎え、ホール公
演における立ち居振る舞いやサービスの基本マ
ナーを学びます。
学んだ成果を実際にハミングホールのイベント
で活かしてみません
か？（ハミングホール
のサポーターとして公
演イベントのレセプ
ショニスト参加をご希
望の方はぜひご受講く
ださい）

レセプショニスト講座

※出演者や曲目・公演内容等は予告なく変更になることがあります。予めご了承ください。※各料金は税込です。

10:30～12:30
〈受講料〉無料6/1［ 土 ］会議室大ホール

ハミングホールを練習などに活用しませんか？
個人や少人数グループ、団体利用に制限はありません。

対象：成人　定員：先着20名
申込み：4月27日㈯より電話または来館受付

ハミングホールエントランスで開催する
無料コンサート！ （開場11:30 開演12:00）

出演：荒井雅至（ヴァイオリン）
曲目：組曲第2番ニ短調
　　 ソナタ第1番ト短調

バッハ無伴奏
ヴァイオリン・コンサート

4/24［水］Vol.218

福生市民会館大ホール
〈全席指定〉
2,700円（当日3,000円）

出演：中村貴代（うた）、安里佳子（ピアノ）
曲目：ことりの歌、しゃぼん玉、みかんの花咲く丘、夏の思い出、故郷  他

～童謡は そよ風にのって～5/29［水］Vol.219

詳細は今後チラシや
ウェブサイトでお知らせします。6/26［水］Vol.220

アクセスご予約・お申込のご案内
■西武拝島線東大和市駅より徒歩7分
■ JR立川駅北口から西武バス東村山
駅・イオンモール・南街・芝中団地
行きバスで「南街入口」下車徒歩2分

■多摩都市モノレール上北台駅から
『ちょこバス』（内回り）で「ハミング
ホール」下車

※公演・イベントにより、販売･予約数に制限をさせていただく場合がございます。
※ご購入後の、変更キャンセルはお受けできませんのでご了承ください。

※一般発売初日ならびに、会員先行予約期間の窓口販売はございません。

〈車で来館される方へ〉
地下有料駐車場をご利用ください（駐車台数60台）
料金：30分につき100円／上限500円

P

電話
予約

窓口
販売

TEL .  0 4 2-59 0-4 414
［一般・友の会共通］〈受付時間〉 9：00～17：00

ウェブ
予約

https://www.humming-hall .jp
24時間受付 ※要会員登録

〈受付時間〉9:00～20：30
ハミングホール１階 事務所受付

7/28［日］
米村でんじろうおもしろ
サイエンスショーin福生

①13:00開演（12:30開場）
②15:30開演（15:00開場）

お問い合わせ：サン・プロジェクト TEL.03-5454-8877

※3歳以上有料、2歳以下は
　保護者1名につき膝上鑑賞無料

ハミングホールイベント一覧 ◎こちらに掲載されている内容に関してのお問い合わせは各主催者へお願いします。

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

4/6（土） TAIKO-LAB西多摩
第13回和太鼓演奏会 小 15:30 無料

（但し入場券必要）
TAIKO-LAB（ラボ）西多摩
taikolab-nishitama@hotmail.com

※その他、イベントにより特典を設けます。

「友の会」会員募集のお知らせ
入会金：無料　年会費：1,000円

主 な 会 員 特 典

ハミングホール主催
イベント等の先行予約

ハミングホール主催
イベント等の料金割引

チケットは原則として１会員につき４枚まで、講座は会員
ご本人様分またはご家族1名分をお申込みいただけます。

ht tps: //w w w.humming-hal l . jp
T EL .  0 4 2-59 0 -4 411お問い合わせ

新規会員募集を4月より開始いたします

チケット発売日
4/27［土］

福生市民会館イベントのご案内

4/7（日） 小 13:00 無料 成澤いずみ
℡.090-4063-5604成澤ピアノ教室 ピアノ発表会

4/14（日） 小 13:00 無料 小崎 ℡.042-564-3673第19回 音楽を楽しむコンサート

4/20（土） 小 14:00 無料 佐藤ピアノ教室
℡.042-306-3215佐藤ピアノ教室 ピアノ発表会

4/21（日） 小 12:30 無料 川口ゆかりピアノ発表会

4/27（土） 小 14:00 1,500円 コールアカデミーひがしやまと 
℡.090-1796-7164（事務局）WAKUWAKU CONCERT

4/29（月祝） 小 13:00 無料 佐々木
℡.042-566-5284

リトルコンサート
佐々木ピアノ教室発表会

5/3（金祝） 大 18:00 2,500円 上間正之輔
shinzokinenopera@gmail.com

SHINZO KINEN OPERA 
Vol.5　オペラ「カルメン」

5/5（日祝） 大 14:00 無料 JTC吹奏楽団事務局
℡.090-7592-0167

JTC吹奏楽団
第15回定期演奏会

5/11（土） 小 14:00 2,500円 K＆T企画　田中和男
℡.090-6021-7314フレッシュ・グリーンコンサート

5/12（日祝） 小 10:00 無料 斉木ゆみ
℡.080-3456-1855サイキ音楽教室 発表会

5/12（日祝） 会 14:00 無料 ヒッポファミリークラブ
℡.0120-557-761家族で楽しむ多言語講座

5/16（木）
～18（土） 会 10:00～17:00

（最終日は16:00まで） 無料 中野多栄子トールペイント・シャドーボックス・
アーティフィシャルフラワーの作品展

5/18（土） 小 10:30 無料 福馬キミ子
℡.090-2420-0482カラオケキミコ発表会

5/19（日） 小 13:30 無料
竹田典子・友永恭子
℡.080-1092-2753（竹田）
℡.090-6493-9584（友永）

スプリングコンサート
（未来のピアニスト達）

5/25（土） 小 14:00 無料 鈴木真理子リトル・コンサート

5/26（日） 小 14:00 無料 尾崎節子 ℡.042-562-0385
FAX.042-561-5868

くっきい20周年コンサート
～平成から新しい時代へ～

5/26（日） 大 14:00 500円 おそきウインドアンサンブル青樹
seiju.wind@gmail.com

おそきウインドアンサンブル青樹 
第2回演奏会

6/1（土） 小 14:00 1,000円
コールゆいまある（亀井）
℡.090-6476-0176
chor.saison@gmail.com

コールゆいまある with コールセゾン
10周年記念コンサート

6/2（日） 大 13:00 無料 KEI音楽学院 ℡.042-564-2533第49回KEIコンサート

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

6/8（土） 46回若幸会発表会 小 12:00 無料 小林幸扇
℡.042-561-0677

6/9（日） 大・小 9:00 無料 日本吟詠総連盟関東地区常任理事会事務局
高橋嶺香  ℡.042-565-5643

日本吟詠総連盟
第47回関東地区吟詠コンクール

6/20（木） 大 13:00 無料 都立上水高等学校
℡.042-590-4580

都立上水高等学校
校外進路相談会

6/22（土） 大 14:00 1,000円 NSO Tokyo 実行委員会 
nsotokyo@gmail.com

Non Strings Orchestra 
Tokyo コンサート

6/22（土） 小 14:00
前売2,000円
当日2,500円
障害者割引有

多摩湖音楽祭実行委員会
℡.080-6056-3725

第3回多摩湖音楽祭 スペシャル
ゲスト 晃（元フィンガー5）

6/23（日） 小 10:00 無料 高杉嘉陵
℡.080-6730-0787

吼山流東部多摩地区
詩吟発表会

6/29（土） 大 14:00 無料 立川リコーダーアンサンブル 
℡.042-531-1289（波多野）

立川リコーダーアンサンブル
第32回 リコーダーコンサート

7/6（土） 小 11:00 無料 音楽愛好会カンパネラ
℡.080-3451-7445（阿部）第42回ピアノコンサート

7/6（土） 大 13:00 無料 東大和市福祉推進課
℡.042-563-2111（内線：1132）

東大和市
“社会を明るくする運動”主要事業

7/7（日） 小 10:30 無料 ℡.090-4438-2184（小野）
℡.090-3546-0008（石田）

昼カラオケこすもす・スナックこすもす 
10周年記念カラオケ発表会

7/7（日） 大 14:00 無料 北多摩ハイドンアンサンブル 
kitatamahaydn@gmail.com

北多摩ハイドンアンサンブル
第3回演奏会

7/13（土） 小 12:00 無料 小嶋京子
℡.080-5466-1081第36回小嶋音楽教室発表会

7/13（土） 大 13:30 無料 東大和市教育委員会
℡.042-563-2111

第19回東大和市立中学校による
けやきジュニア音楽祭

7/13（土） 小 19:00 前売2,500円
当日3,000円

青木健詞オペラ茶房事務局 
℡.090-1773-8897（本荘）オペラ茶房 Vol.2

7/14（日） 大 13:30 無料 おんたま実行委員会 
ontama.kunitachiedu@gmail.comおんたま 2019～Summer～

7/14（日） 小 14:00 3,000円 佐藤達男
℡.070-6529-2356

佐藤達男ギターソロCD発売記
念コンサート

7/15（日祝） 大 10:30 無料
日本吟詠総連盟関東地区
常任理事会事務局　髙橋嶺香 
℡.042-565-5643

日本吟詠総連盟 第46回関東
地区吟詠剣舞詩舞大会

　　　　

〈施設〉小：小ホール、大：大ホール、会：会議室

◎ハミングホールでチケット取扱い

うたや体操、手遊びを通して
体を意識しリラックスした、い
い声を出します。童謡唱歌に
まつわるエピソードを交え、頭
も使って学んで元気に楽しみ
ましょう！
日程詳細：7/4・18、8/8・22、
9/5・19・26、10/3・17、11/7

14:00～15:30（全10回）
〈受講料〉一般：8,000円
　　　   友の会：7,300円7/4 11/7

これなら私も歌えそう！
うたとからだのワークショップ
講師：中村貴代（歌手）　対象：成人　定員：先着30名
申込み：5月25日㈯より電話またはウェブサイト受付

～
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リハーサル室

対象日：4/28（日）4/29（月祝）5/6（月祝）5/11（土）5/12（日）
各日10:00～21:00

料　金：1時間3,000円（最低2時間利用より）
内　容：●客席入場のない練習や録音等を目的とした利用（撮影機材の

客席設置は可）
●音響反響板（セット済）、ピアノ、椅子、録音機材、3点吊りマイク
は無料

申込み期間：4/6（土）～各日の3日前まで先着順受付
申込み・お問い合わせ：ハミングホール TEL.042-590-4411

～1時間単位の特別貸出イベント～
大ホールでリハーサル！�

先着順です！

来館またはウェブでお申込みください。

う た

※2019年4月より駐車料金の上限を500円に改定しました。
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