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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

※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。

9/16（月祝）開演 17:00
〈全席指定〉4,000円
お問い合わせ：福生市民会館 ℡.042-552-1711

10/20（日） 開演 15:00 〈全席自由〉500円

マンハッタン・ジャズ・クインテット
ジャパンツアー2019

相田麻純 メゾ・ソプラノ リサイタル

アクセスチケットのご予約・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・イオンモールむさし村山・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。

〈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

ネット
予約

https://www.humming-hall .jp
24時間受付 ※要オンライン会員登録

〈受付時間〉9:00～20：30 毎週月曜休館、祝日の場合は翌日
ハミングホール１階 事務所受付

ハミングホールイベント一覧

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

9/14（土） 小 10:15 無料 有限会社根本ウクレレ教室 
℡.080-5528-1283

第28回根本ウクレレ教室
サークル別ウクレレ演奏発表会

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

9/15（日） 東大和おどりフェスティバル 大・小 10:45
（予定） 無料 東大和おどりフェスティバル実行委員会 

http://odori.org

9/16（月祝） 大 未定 無料 東大和警察署・東大和地区交通安全協会
℡.042-566-0110（内線4112）交通安全市民のつどい

9/21（土） 小 11：00
（予定） 無料 石川ピアノ教室

℡.042-564-6067ピアノ・フルート発表会

9/23（月祝） 小 13:00 無料 岩佐真理
℡.090-4542-13762019ピアノ発表会

9/29（日） 大 13:30 無料 Hiroe Hula Studio 
hiroe.72-hula.saito@i.softbank.jp

Hiroe Hula Studio
フラ フェスティバル

9/29（日） 小 10:00 無料 鎌田バイオリン教室
℡.042-563-4255鎌田バイオリン教室発表会

10/5（土） 小 14:00 3,000円
東大和市音楽連盟
℡.080-3451-7445（阿部）
℡.090-1535-3943（諸隈）

音楽連盟ジョイントコンサート

10/12（土） 小 10：00
（予定） 無料 東大和市民文化祭実行委員会 

℡.042-563-2111（内線1554）
第49回 東大和市民文化祭
開会式

10/12（土） 小 13:50 200円 東大和介護予防リーダー会歌のひろば 
後藤キヨエ ℡.042-562-9558

五周年記念東大和元気ゆうゆう
体操と歌のひろば

10/13（日） 大 14:00 無料 アルフェスタ吹奏楽団 吉村兼一 
℡.090-3695-8875

アルフェスタ吹奏楽団
第13回 定期演奏会

10/13（日） 小 10:00 無料 東大和市民謡連盟
℡.042-564-8708（佐々木）

第49回 東大和市民文化祭
東大和市民謡連盟（秋季大会）

10/14（月祝） 大 14:00 無料 ウインドオーケストラ・ユニゾン 柳内 
zxc00462@nifty.com

ウインドオーケストラ・ユニゾン
第１７回定期演奏会

7/20（土） 小 13:00 無料 石塚佐智子
℡.080-5485-4574ピアノ発表会

7/21（日） 小 12:00 無料 サウンドポケット音楽教室
℡.042-561-3326サウンドポケット音楽教室発表会

7/28（日） 小 10:00 無料 音楽スペースHoihoi 
hoihoi20124@yahoo.co.jp

音楽スペースHoihoi
第4回ピアノ発表会 スマイルコンサート

8/11（日） 大 11:00 1,000円 カフェバー空Coo
℡.090-6165-2017第１５回ピース＆ミュージック

8/24（土） 大 未定 無料 下拂 桃子
℡.080-3177-3350

Ballet Studio Plaisir
第5回発表会

9/1（日） 大 11:00
（予定） 無料 音楽愛好会カンパネラ

℡.080-3451-7445（阿部）夏の音楽祭

9/7（土） 小 18:30 無料 瀬戸ピアノ発表会
瀬戸尚子 ℡.042-341-1454瀬戸ピアノ教室発表会

9/8（日） 小 13：00
（予定） 無料 ピアノ教室Confetti

℡.080-3382-4787
ピアノ発表会教室Confetti
「発表会」

9/14（土） 大 13：00 無料 東大和市老人クラブ連合会 
℡.042-561-0341第４４回長寿の集い

9/7（土） 小 13:30
前売

一般1,200円
障がい者・付添・
子ども1,000円
当日300円増

東大和障害福祉ネットワーク
自立生活センター東大和
℡.042-567-2622

上映会「やさしくなあに」

〈施設〉大：大ホール、小：小ホール、会：会議室

※2019年4月より駐車料金の上限を500円に改定しました。

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

※詳細は今後チラシやウェブサイトでお知らせします。8/28［水］Vol.222

出演：女声合唱団クール・ラシーヌ 指揮&ピアノ 中村直樹
曲目：空のうた、白い雲、月の角笛 ピアノ・ソロ演奏あり

9/25［水］Vol.223

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）

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

[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

発会式：2019年7月18日（木）18:20
練習日：毎週木曜日 19:00～21:00
会場：ハミングホールほか
参加費：22,000円ほか楽譜代など
演奏会：2020年2月23日（日）15:00
申込み・お問合せ：「第九を歌う会」
岡田 ℡.090-7838-7576
本荘 ℡.090-1773-8897

申込み方法：WEBフォーム https://www.tmso.or.jp/j/activities/premium/
または往復はがき
募集締切日：8月16日（金）WEBは当日18:00まで、はがきは当日消印有効

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～

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

プレミアムコンサート ～未来へのハーモニー～
東大和公演

開場14:20 開演15:00 （終演予定16:10）
〈全席指定〉入場無料（4歳以上）9/22［ 日 ］大ホール

［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」

指揮：梅田俊明　司会：西山琴恵
管弦楽：東京都交響楽団
［曲目］
古関裕而：オリンピック・マーチ（1964）
シューベルト：交響曲第7番 ロ短調 《未完成》ほか

好評発売中！

©Kiyotaka Saito

問い合わせ：プレミアムコンサート東大和公演事務局 ℡.03-3669-8551（平日10～18:00）
主催：東京都、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）

好評発売中！

「美しく書く」ことを意味するカリグラフィー。インクとペンを
使い、基本の書体から始めてアルファベットの様々な書体を
学んでゆきます。素敵なクリスマスカード制作を目指してみ
ませんか？

チルコット作曲「レクイエム」やオペラ合唱の
名曲に挑戦。時任康文指揮 東京フィルハーモ
ニー交響楽団の演奏で歌う貴重な機会です！

講師：金子薫（日本ペンマンシップ協会講師）
定員：先着20名　対象：成人

はじめてのカリグラフィー
会議室 10:00～11:30（全6回）〈受講料（教材費込）〉一般：4,500円、友の会：4,000円
10/5･12、11/2･16･30、12/14 ［土］

〈申込開始〉
［友の会・一般］7/20（土）

透明な器の中に色のついた砂を積み重ねて模様を作るグラスサンド
アート。小さなお子様から大人まで楽しめるワークショップです。
自分だけのオリジナルグラスサンドアートを作ってみよう！
※作品1個につき受講料がかかります。
※スプーンを持てる小さなお子様から制作できます。

講師：小林由紀子（グラスサンドアートインストラクター）
定員：先着15名　対象：どなたでも

グラスサンドアートを作ってみよう♪

東大和市民合唱団
「第九を歌う会」第20回演奏会

合唱団員募集!

9/23［月・祝］ 14:00～15:00
〈受講料（教材費込）〉一般：2,200円、友の会：2,000円
会議室

指揮：時任康文

［出演］～ピアノ演奏～ 飯田礼香、友永恭子、清水智子
［曲目］バラード第4番Op.52、即興曲Op.90-3、ハンガリー狂詩曲第2番

7/31［水］Vol.221 東大和市音楽連盟によるコンサート
『ロマン派ピアノの魅力』

『国立音楽大学学生によるコンサート』

『女声合唱とピアノによるイマージュ』

近隣ホール公演のご案内
●福生市民会館

●武蔵村山市民会館（さくらホール）

好評発売中！

7/6（土）発売

9/23（月祝） 開演 14:00 〈全席自由〉1,000円
東京楽竹団 ～竹の音コンサート～ 7/12（金）発売

10/13（日） 開演 14:00 〈全席指定〉6,000円
ミュージカル「ザ・デイサービス・ショウ」7/27（土）発売

ハミング
ホール窓

口で

購入できま
す！

〈申込開始〉
［友の会・一般］
7/20（土）

※小さなお子様も1名につきチケット1枚が必要です。

［7/16～10/15］ ◎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。

9/28（土） 小 10:00 無料 歌謡愛好会・式澤秀夫
℡.090-1841-1776歌謡愛好会・歌の祭典

お問い合わせ：武蔵村山市民会館 ℡.042-565-0226


