
出演：岩下しのぶ（フルート）、松田依子（ヴァイオリン）、金子恵（ピアノ）
石田裕美子（ピアノ）

曲目：秋のメドレー、ショパン／バラード 第1番 ト短調 Op.23　ほか

秋風に吹かれて10/30［ 水 ］Vol.224

出演：大野真奈（テナーサックス）、栗原梢（ピアノ）、小崎幸子（ピアノ）
　　 山田菜穂子（フルート）、濱智子（ピアノ）
曲目：「タンゴの歴史」よりナイトクラブ1960、ピアノのためのトッカータ

ALL OF ME　ほか

出演：小澤恵美（クラリネット）、後藤竜士（クラリネット）、山田桃菜（ピアノ）
曲目：出会い、演奏会用小品、花は咲く、クリスマスメドレー　ほか

12/25［ 水 ］
Vol.226

開場14:30 開演15:00

〈自由席〉3,000円 
〈指定席〉一般3,500円、友の会3,150円
（指定席の販売はハミングホールのみ取り扱い）2/2320

20
年

［ 日 ］
大ホール

チルコット「レクイエム」
（フルオーケストラ日本初演）
&オペラ合唱名曲選！
（東大和市民合唱団「第九を歌う会」
第20回演奏会）

フレッシュ名曲コンサート

11/27［ 水 ］
Vol.225 東大和の音楽家たち パート33

『音楽のたのしみ』

『クラリネットとピアノで贈るクリスマスプレゼント』
国立音楽大学学生によるコンサート

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

10/16（水） 令和元年 地域安全市民のつどい 小 13:00 無料 東大和警察署、東大和地区防犯協会
℡.042-566-0110（内線2612）

10/19（土） 大 11:00 無料 川島房子 ℡.042-565-1694第49回 東大和市民文化祭
新舞踊大会

10/19（土） 小 12:00 無料 氏家琤山 ℡.042-561-3928第49回 東大和市民文化祭
三曲演奏会

10/20（日） 大 12:30 無料 不二智美 ℡.042-565-1518第49回 東大和市民文化祭
東大和市日本舞踊連盟発表会

10/20（日） 小 13:30 無料 東大和市音楽連盟
℡.042-396-7728

第49回 東大和市民文化祭
市民コンサート

10/23（水） 大 14:30 無料 東大和市教育委員会学校教育部教育指導課
℡.042-563-2111（内線1532）教育の日東やまと

10/26（土） 小 10:30 無料 社会福祉法人蓮華苑
℡.042-561-2341（れんげ南街保育園）リズムに合わせて歌って遊ぼう

10/27（日） 大 12:30 無料 東大和市合唱連盟
℡.042-342-6520（小山）

第49回 東大和市民文化祭
第42回市民音楽祭

10/29（火） 小 14:00 当日 2,500円/
前売り 2,000円

清水ピアノ会 後援：東大和市音楽連盟
℡.090-4203-2450（清水）マツオカ利休新曲演奏会

10/31（木） 小 13:00
(13:30上映開始）

1,000円 支援センターウエルカム
℡.042-564-0891映画「道草」上映会

11/1（金） 小 15:00 無料 渡邉陽香里
watanabe.hikari.ro4@st.kunitachi.ac.jp大倉門下 発表会

11/2（土） 小 15:30 無料 きたむらピアノ教室 ℡.080-5187-6806（北村）
瀧口ピアノ教室 ℡.090-1655-9992（瀧口）第15回音楽の森コンサート

11/3（日） 大 14:00 無料 長沼陽子 ℡.080-3088-5853第49回東大和市民文化祭
バレエ＆ダンス 秋の祭典

11/3（日） 小 12:00 無料 橋本智保子 
hashimoto@mcmk.net

第49回東大和市民文化祭
音楽愛好会コンサート

11/3（日） 小 19:00 無料
第49回東大和市民文化祭実行委員会
℡.042-563-2111
（内線1552～1555）

第49回 東大和市民文化祭 閉会式

11/4（月祝） 大 16:00 1,500円 La mer Ballet Company 
lamerballet.info@gmail.com

La mer 8th Performance
「CINDERELLA」

11/7（木） 小 9:30 無料 東大和市子ども家庭支援センター
℡.042-565-3651

東大和市子ども家庭支援
センター「かるがもまつり」

11/7（木） 小 14:00 無料 東京都小平児童相談所、東大和市東大和市「養育家庭（里親）体験
発表会」

11/9（土） 大 15:45 無料 シンモトダンスアカデミー 
info@shinmotodance.net

シンモトダンスアカデミー
第27回発表会

11/13（水） 大・小 13:15 無料 大和会研究集会準備委員会事務局
（企画庶務課） ℡.042-567-8307第19回大和会研究集会

11/16（土） 大 16:30
一般 4,000円 
ペア 7,000円  
学生 2,000円 
当日 5,000円 

ピーターパンJr.ピーターパンJr.大型ワンマン
LIVE2019「ピタジュジャック」

11/24（日） 大 14:00 2,500円
東大和フィルハーモニー合唱団
（共催：埼玉フィルハーモニー合唱団）
℡.090-1124-3747（丸山）
maru868131@yahoo.co.jp（丸山）

東大和フィルハーモニー合唱団・
埼玉フィルハーモニー合唱団　
第9回「協奏曲と合唱の調べ」演奏会

11/10（日） 小 14:00 2,000円 えごの樹　植村
℡.042-566-2264桂伸三を聴く会

12/1（日） 大 14:00

当日 1000円
前売り 800円
小学生以下800円
※未就学児童入場
可、60歳以上の方
無料（要証明書） 

東村山交響楽団
℡.080-5195-2876

東村山交響楽団第36回定期演
奏会　ベートーヴェン交響曲
第6番「田園」他

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

12/1（日） 小さな音楽家たちのコンサート 小 13:00 無料 すみれピアノ教室
ピアチェーレ音楽教室

12/6（金） 小 13：45
（予定)

800円
ケーキ・お茶付

音楽愛好会カンパネラ
℡.080-3451-7445（阿部）大人のピアノコンサート

12/7（土） 小 14：00
（予定) 無料 稲葉美貴

℡.070-5086-7547オペラ ヘンゼルとグレーテル

12/8（日） 小 13:00 無料 ジュニアイングリッシュ
渡邊二沙子 ℡.080-3481-7233

ジュニアイングリッシュ
クリスマスコンサート

12/14（土） 大 17:00 松岡浩司 
mandolin@sgrp.rikkyo.ne.jp

立教大学マンドリンクラブ
第53回定期演奏会 無料

12/14（土） 小 14:00 2,000円 コールアカデミーひがしやまと 
℡.090-1796-7164（事務局）

コールアカデミーひがしやまと 
第11回定期演奏会

12/15（日） 大 17:30 無料 Fairy Ballet Studio 
fairyballet.s@gmail.com第9回 Fairy Ballet Studio発表会

12/15（日） 小 14:30 500円
ジョイフルトーンカンパニー 
℡.090-7592-0167
joyful-tone.company@ezweb.ne.jp

セナクールクリスマスリサイタル
2019

12/21（土） 大 14:00 1,000円 飯田彩乃 
sophia_mando_stage@yahoo.co.jp

上智大学ソフィアマンドリーノ 
第92回定期演奏会

12/22（日） 小 13：30
（予定） 無料 松山紀子 ℡.042-564-1682X'masみに音楽会

12/27（金） 小 17:00
（予定） 無料 吉田音楽教室メロディパレット2019

1/8（水） 小 18:00 無料 青柳門下 
kuwanoako@gmail.com青柳門下発表会

1/11（土） 大 14:00 自由席2,500円
指定席3,000円

モーツァルトの音楽をたのしむ会
多摩支部 ℡.090-3217-8110

ニューイヤーおしゃべりオペラコ
ンサート2020～大隈智佳子（ソ
プラノ）,小林昭裕（バリトン）,プ
ロフェッショナルズ オーケストラ
多摩（管弦楽）他

1/12（日） 小 11：00
（予定) 無料 音楽愛好会カンパネラ

℡.080-3451-7445うたとピアノの新春コンサート

1/13（月祝） 大 13:00 無料 東大和市教育委員会社会教育部社会
教育課 ℡.042-563-2111（内線1553）第66回東大和市成人式

ハミングホールイベント一覧 〈施設〉大：大ホール、小：小ホール、会：会議室

11/16（土） 小 13:00 無料 ミュージック企画
℡.090-4427-6850合同発表会

北多摩の地域情報フリーペーパー『たまきた
PAPER』とハミングホール共同開催のマー
ケット！『Minna 東大和市みんなで子育て
BOOK』発刊を記念して、「子育て」をテーマ
に開催いたします。 ハンドメイドワーク
ショップ、雑貨の販売のほか
子育て情報などにも触れられ
る、『たまきた』ならではの
マーケットです。

日頃の活動を大ホールのステージで発表してみませんか？
ダンスのジャンルは問いません！お申込みお待ちしております。

このコンサートでは合唱を楽しみながら、視覚障害を持った3名の
演奏家との共演し、障がいへの理解を深めるとともに、音楽を通し
た交流を行い心通う音楽をつくります。ぜひご参加ください。

主催：東大和子ども劇場　共催：東大和市民会館ハミングホール
後援：東大和市、東大和市教育委員会
お申込み・お問い合わせ：東大和子ども劇場
yamatokogeki@yahoo.co.jp ℡.042-563-8934

参加料：20名までの団体は１人500円、21名以上の団体は
一律10,000円

募集人数：10組程度　
出演時間：15：00～19：00の間で10～15分程度
申込方法：申込書に必要事項を記入し、FAXもしくはハミン

グホール窓口へ。
※申込書の入手方法など詳細はハミングホールまでお問い合わせください。
応募期間：10/19(土)～12/22（日）※必着

主催：東大和市民会館ハミングホール
東大和市民合唱団「第九を歌う会」
（公財）東京都歴史文化財団

指揮：時任康文
ソリスト：種谷典子（ソプラノ）、小堀勇介（テノール）
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
合唱：東大和市民合唱団「第九を歌う会」

練習日：1/12㈰、2/1㈯・16㈰、3/15㈰・29㈰、4/18㈯・26㈰
　　　 5/2㈯・6(水・祝)・8㈮ 18:30～20:00
公演日：5/9（日） 大ホール 開演時間未定
参加料：5,000円 ※楽譜代別途800円程度
対象：どなたでも ※但し年齢、性別等により出演部分の振分有り　
応募締切：12/27（金）※必着
申込方法：申込書に必要事項を記入し、FAXもしくはハミングホール窓口へ
講師：松井雅司（指揮者） ほか
共演：穴澤雄介（ヴァイオリン、ヴィオラ）、綱川泰典（フルート）、

田代つかさ（ギター、歌） ほか
曲目：「天使にラブソングを」より『Hail Holy Queen』『Oh Happy day』ほか

「たまきた Market」
ふれあいこどもまつり
＠ハミングホール

11/2［土］10:00～15:00 入場無料大ホールホワイエ

初開催!
!子育てマルシェ開催 11/4［月・祝］

Dance Dance Dance
in Humming Hall

桜街道

富士見
通り

銀行●

信金●

●
スーパー

●
南街交番

用水北
通り

道
街
梅
青

N

東大
和市
駅

ちょこ
バス「南街入口」

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。

12/20（金） 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

千住真理子ヴァイオリンリサイタル

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
駅西口・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

※2019年4月より駐車料金の上限を500円に改定しました。

近隣ホール公演のご案内
●福生市民会館

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2019」
●武蔵村山市民会館（さくらホール）

12/8（日） 開演 15:30
〈全席指定〉一般3,000円、高校生以下1,000円

フレッシュ名曲コンサート
MUSAMURAクラシック「第九」演奏会2019

ハミング
ホール窓

口で

購入できま
す！

お問い合わせ：武蔵村山市民会館 ℡.042-565-0226

◎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。［10/16～2020年1/13］

12月5日（木）より発売開始！好評発売中！

［ 土 ］20
20

年 大ホール3/7 開演予定15：00
終演予定19：00

13:00～14:30 『あそび広場』
15:00～16:00 『ル プチ プリンス～星の王子さま～』
　　　　　　  （劇団鳥獣戯画）

小ホールロビー

小ホール

ゆったり日和のラブソング ミニミュージカル
ワークショップ参加者募集!!

〈全席自由〉
大人：2,000円、子ども（4才以上18才以下）：800円
親子ペア券：2,500円

時任康文 種谷典子 小堀勇介

出 演 者 募 集 ！
入場無料

開場14：40

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）※出演者・曲目は変更する場合がございます。


