
開場16:30 開演17:00
〈全席指定〉※未就学児入場不可
一般：4,500円、友の会：4,000円5/23［ 土 ］大ホール

開場16:30 開演17:00
〈全席指定〉※未就学児入場不可
一般：5,000円、友の会：4,500円3/1［ 日 ］

大ホール

開場15：30 開演16：00
〈全席指定〉※未就学児入場不可 ※25歳以下チケットは当日年齢確認証提示
一般：6,800円、友の会：6,400円、25歳以下：4,000円4/29［水・祝］大ホール

文化と未来を創造するコンサートホール

発行：東大和市民会館ハミングホール　発行日：2020年 1月  指定管理者：株式会社 コンベンションリンケージ

※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。

MAIL:info@humming-hall.jp  〒207-0013 東京都東大和市向原6-1TEL. 042-590-4411 FA X.042-590-4412[お問い合わせ]

イベントインフォメーション

Event   nformation
2020年 1月 3月

三遊亭円楽 柳家三三 二人会
人気落語家 三遊亭
円楽・柳家三三が
ハミングホールに
登場！

企画・制作：ゴッド・フィールド・
　　　　   エンタープライズ
制作協力：バンブートゥリー 主催：オールドキッズ

開場13:30 開演14:00
〈全席指定〉一般：3,700円、友の会：3,500円
　　　　　当日券：（一般・友の会共通）4,000円3/15［ 日 ］大ホール

和太鼓ワークショップ
講師：TAIKO-LAB 西多摩 小沼惟
定員：20名 対象：成人
ストレス発散できると今、話題沸騰中！和太鼓初心
者向けにレッスンを行いますので、安心して楽しめま
す。少しでもご興味のある方はこの機会にぜひご参
加下さい。

かんたん足もみ健康講座
講師：河合里美（国際若石スクール認定 初級プロ養成講座講師）
定員：10名 対象：成人

講師：藤村美映 定員：10名
対象：小学校高学年以上

足もみは自然治癒力・免疫力を高め、病気の予防や
改善が期待できる健康法です。今回の講座では、足
裏の主要な反射区の紹介や、自分でできる足もみの
方法をお教えいたします。

小椋佳「歌紡ぎの会」
「愛燦燦」「愛しき日々」「シクラメン
のかほり」「夢芝居」「俺たちの旅」
など数多くのヒット作品を世に送り
出した小椋佳の歌と語らいのひとと
きをお楽しみください。

東京ゲゲゲイ歌劇団 vol. IV
《キテレツメンタルワールド》プレビュー公演
演奏：須藤豪（キーボード・マニピュレーター）
　　 園畑貴之（キーボード）
　　 松原 “マツキチ“ 寛（ドラムス）

小松亮太＆オルケスタ・ティピカ　
～アルゼンチン・タンゴ・コンサート～

お陰様で東大和市民会館ハミングホールは開館20周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝を致しまして
特別企画を始めとする、各種イベントを開催します。ご来場を心よりお待ちしております。

錦織健テノール・リサイタル
ピアノ：河原忠之

開場13:30 開演14:00

一般：4,000円、友の会：3,600円 1/18［ 土 ］小ホール
〈全席指定〉※未就学児入場不可

ハミングシネマ『カサブランカ』

開場18:30 開演19:00

一般・友の会：500円 2/21［ 金 ］小ホール
〈全席指定〉※未就学児入場不可

懐かしの名画をワンコインでご観
賞いただけます。
仕事帰り、夕食後にハミングホール
にてお楽しみください。
（日本語字幕）

視覚障害を持った3名の音楽家たち
を含めた演奏会。地域の合唱団員と
の共演や、障害者への理解、音楽を通
した交流をお楽しみいただけます。

企画：株式会社パルコ
制作協力：株式会社キテレツメンタルワールド、株式会社エフ・スクエア
　　　　 株式会社ハンズオン・エンタテインメント

東大和市内を舞台に若手落語家が対決！
全3回の「落語バトル」優勝者は
3/15「三遊亭円楽 柳家三三 二人会」への
出演権を獲得します！

世界的バンドネオン奏者小松亮太と
本場アルゼンチンの伝統的な編成
『オルケスタ・ティピカ』による本格的
なタンゴコンサート。

〈電話・ネット発売〉
［友の会］1/10（金）［一般］1/11（土）

〈窓口発売〉［一般・友の会］1/12（日）
〈電話・ネット発売〉
［友の会］1/17（金）
［一般］1/18（土）
〈窓口発売〉

［一般・友の会］1/19（日）

〈電話・ネット発売〉［一般・友の会］1/11（土）
〈窓口発売〉［一般・友の会］1/12（日）

石鹸を使ってお花や模様を彫ってみませんか？はじ
めての方でもお楽しみいただける内容をご用意して
おります。自分だけの作品作りを楽しみましょう！

周辺地域で活動している団体や講師とハミングホールがコラボしたイベントです！

2/16［日］ リハーサル室

〈受講料〉一般：5,300円、友の会：5,000円
14:00～15:30 3/14［土］・21［土］・4/4［土］・18［土］

〈受講料〉一般：4,200円、友の会：3,800円
会議室 10:00～12:00（全4回）

ソープカービング
ワークショップ

3/15［日］ 会議室

〈受講料〉一般：2,300円、友の会：2,000円
10:00～12:00

〈全席自由〉一般：2,000円
友の会・障害者・介助者：1,500円 

※未就学児入場不可
まちなか落語バトル

【第2回】1/28［火］ 開場12：30 開演13：00

※入場制限有 定員20名 事前予約制
電話・窓口にて申込受付中！ ※未就学児入場不可
出演：林家木りん、三遊亭好吉

東大和市創業チャレンジ施設チェレステガーデン

【第3回】2/26［水］ 開場14：30 開演15：00
イトーヨーカドー東大和店 桜街道側特設会場
出演：三遊亭好吉、春風亭昇吾

ハミングホール20周年記念ワークショップシリーズ ハミングホール20周年記念ワークショップシリーズ 

〈電話・ネット発売〉
［友の会］2/19（水）～21（金）［一般］2/22（土）
〈窓口発売〉［一般・友の会］2/23（日）

〈電話・ネット発売〉
［友の会］2/7（金）［一般］2/8（土）
〈窓口発売〉［一般・友の会］2/9（日）

［予定曲目］
山田耕筰：この道
小林秀雄：落葉松
菅野よう子：花は咲く
スッペ：恋はやさし野辺の花よ
モーツァルト：「ドン・ジョヴァンニ」より 
                “恋人を慰めて“
クイーン：伝説のチャンピオン  ほか

第 1 弾

出演：小松亮太（バンドネオン）、早川純（バンドネオン）
　　 鈴木崇朗（バンドネオン）、近藤久美子（ヴァイオリン）、パク・ヨンウン（ヴァイオリン）

CHICA（ヴァイオリン）、鈴村大樹（ヴィオラ）、西谷牧人（チェロ）
田中伸司（コントラバス）、鈴木厚志（ピアノ）

©YUSUKE TAKAMURA

※イメージ

[予定曲目] アメージング・グレイス
ミュージカル「天使にラブソングを」ハイライト　ほか

STOMP MUSIC

指定席完売

認知症予防!

〈電話・ネット発売〉
［友の会］1/24（金）［一般］1/25（土）
〈窓口発売〉［一般・友の会］1/26（日）

ゆったり日和のラブソング
［ 土 ］
大ホール5/9 開場13:30 開演14:00

入場無料

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）2/23［ 日 ］大ホール

チルコット「レクイエム」
&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

主催：東大和市民会館ハミングホール、（公財）東京都歴史文化財団（東京文化会館）
企画協力：東京オーケストラ事業協同組合

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」

時任康文 種谷典子 小堀勇介

林家木りん

春風亭昇吾

三遊亭好吉

ぱんだウインドオーケストラメンバー《チームＤ》による
「ぱんだがお願い」優勝記念コンサート
東京公演
若手プレーヤーが結集した注目の吹奏楽
団「ぱんだウインドオーケストラ」のメン
バーが贈るソロ＆アンサンブルコンサー
ト。チケット購入者を対象とした無料クリ
ニックを同日開催。
※クリニック受付はお電話
　または窓口にて

開場14:00 開演14:30
〈全席自由〉※未就学児入場不可
一般・友の会：500円3/7 小ホール

［ 土 ］

藤本 茉奈美 住谷 美帆

西内 智洋伊藤 優里 日比 彩湖

童謡・唱歌をもっと楽しく
～音楽の教科書を一緒に歌おう～

［ 火 ］
小ホール3/31 開場13：00 開演13：30

〈全席自由〉
一般1,000円、友の会800円

お話・ピアノ：伊藤康英
　　　　　 （作曲家・洗足学園音楽大学教授）
ソプラノ：見角悠代（二期会会員）

「ふるさと」「ふじ山」「春が来た」などのさまざまな歌に、伊藤康英
先生のピアノ伴奏編曲が新たな命を吹き込みます。
歌の背景を知り、深く味わいながら歌ってみませんか。

フラダンス・ヒップホップ・ジャズダン
ス・バトンワリングなど様々なダンスを
披露します！
小さいお子様から大人の方まで、イキ
イキと踊る姿を最後までご覧ください！
※出演団体はHPをご確認ください。

Dance Dance Dance
in Humming Hall

［ 土 ］
大ホール3/7 開演予定15：00

終演予定19：00
〈全席自由〉

入場無料

ハミングホ
ール　　　  周年

公演間近！


