
出演：中村初惠（ソプラノ）、中村直樹（ピアノ）
曲目：アヴェ・マリア、リラの花、Stand Alone　ほか

『ちょっぴり遅めのニューイヤーコンサート』1/29［ 水 ］Vol.227

出演：藤枝貴子（アルパ）、杉村香代子（ピアノ）、石田裕美子（ピアノ）
曲目：そりすべり、ブエノスアイレスの冬、パリの空の下　ほか

出演：森和樹（ソプラノサックス）、田中美織（アルトサックス）
　　  柏岡紗季（テナーサックス）、前澤彩香（バリトンサックス）
曲目：《無言歌集》第5巻より 春の歌、弦楽四重奏曲第2番第3楽章 夜想曲
 　　《四季》より　ほか

2/26［ 水 ］Vol.228『雪どけのとき ～冬から春へ...
 移りゆく季節を愛でて～』

3/25［ 水 ］Vol.229『サクソフォーン四重奏で春を感じる演奏会』
国立音楽大学学生によるコンサート

2/27［木］·28［金］

4/9［木］·30［木］·5/14［木］·28［木］
6/11［木］·25［木］

大ホール

スタインウェイ＆ベヒシュタインを
弾いてみませんか♪

〈電話・窓口発売〉
［一般・友の会］
1/12（日） 〈参加料〉一般：1,000円、友の会：900円4/2［ 木 ］14：00～17：00（予定）

講師：ハミングホール舞台スタッフ
定員：先着15名
対象：中学生～高校生
申込締切日：3/20（金・祝）
アンケート回収：3/25（水）まで

大ホール

第15回文化協会の祭典
〈全席自由〉［ 土 ］

大ホール2/29
ホールをのぞいてみよう！舞台裏ツアー

〈受講料〉一般：5,000円、友の会：4,500円 

うたとからだのワークショップ

13：30～15：00（全６回）
リハーサル室

講師：中村貴代　定員30名　対象：成人

〈電話発売〉
［一般・友の会］1/18（土）

〈窓口発売〉［一般・友の会］1/19（日）

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

1/18（土） 拓殖大学第一高等学校
ニューイヤーコンサート 大 18：30

（予定） 無料 拓殖大学第一高等学校　遠藤 
℡.042-590-3364

1/19（日） 小 13:00 無料 大和富士幼稚園　課外ピアノ教室
杉原 ℡.090-4228-1493　ピアノ発表会

1/22（水） 小 19:00 2,000円 SHINZO KINEN OPERA 伊藤太郎
tarocco1125je@gmail.com

SHINZO KINEN OPERA　
コンサートマスターが贈る
モーツァルトの室内楽
～管の名手とともに～

1/24（金） 大 18：30 2,500円 東京工学院専門学校 コンサート・イベント科
t.kogakuin2019@gmail.com

卒業制作ライブwacciとスケッチ
～New page～

1/25（土） 小 13:30
受付開始 無料 東大和市災害ボランティアセンター協議会

（社会福祉協議会内）℡.042-564-0035
東大和市災害ボランティア
体験訓練

2/1（土） 大 14:00 当日2,000円
前売1,500円

東大和市音楽連盟
鹿内℡.090-2912-5058

東大和市音楽連盟
２０周年記念コンサート

2/1（土） 小 14:30 無料 公益社団法人 東大和市医師会 
℡.042-563-4114

第18回市民講座「緑内障」～最近の
診断法と広がる治療法の選択肢～

2/2（日） 大 13:30
一般3,500円

（小中学生2,500円）
障害者

各500円引

「社会福祉法人みんなの会」　　　
支援コンサート実行委員会
℡.042-564-1900 FAX.042-564-1905
daiichiminnanoie@taupe.plala.or.jp

第29回「社会福祉法人 みんなの
会」支援コンサート 新春寄席　
話芸と三味線の世界
講談 神田京子 俗曲桧山うめ吉

2/2（日） 小 10:00 無料 鎌田バイオリン教室
℡.090-1767-8380鎌田バイオリン教室発表会

2/9（日） 小 9:45 無料
ジョイフル・トーン・カンパニー 
℡.090-7592-0167
joyful-tone.company@ezweb.ne.jp

JTCソロ・アンサンブル
コンテスト2020

2/9（日） 大 17:00 無料 萩原 ℡.080-4136-8138A・D・S発表会　Imagination

2/11（火） 小 13:00 無料 東大和市合唱連盟
小山尚子 ℡.042-342-6520第8回交流会

2/15（土） 小 13:30 無料 東大和市市民部地域振興課 
℡.042-563-2111（内線1715）第６回男女共同参画フェスタ

2/16（日） 小 13:00 無料 東大和市高齢介護課地域包括ケア
推進係 ℡.042-563-2111（内線1179）通いの場交流会「笑談会」

2/24（月祝） 大 14:00 無料 Choir CEO ℡.090-6595-5364　
choirceo@gmail.comChoir CEO Last Concert

2/29（土） 小 14:00 無料 東大和市 福祉部 高齢介護課 
℡.042-563-2111(内線1179）

平成31年度地域包括ケア
・ACPに係る市民向け講演会

3/1（日） 小 13:00 500円 TAIKO-LAB西多摩 担当：市川 
taikolab-nishitama@hotmail.com

TAIKO-LAB 西多摩
第１４回和太鼓定期演奏会

3/8（日） 大 13:30 無料 東大和市教育委員会 ℡.042-561-2322
東大和市立第二小学校千田

東大和少年少女合唱団
第12回定期演奏会

3/15（日） 小 11:00
（予定） 無料 北多摩三区吟詠剣詩舞道連盟 

℡.042-563-0372　吉田帛鵬
令和二年度北多摩三区吟詠コンクール
春季吟詠剣詩舞発表の集い

3/21（土） 小
12：00
（予定）

大人（18才以上）
1,500円

（当日1,800円）
子供 500円
膝上鑑賞無料

歌工房 Bon－Voyage 
℡.042-313-6929

O才から楽しめるファミリーコンサート 
二期会歌手たちによる歌とお芝居でつ
づる絵本シリーズ第三弾！！当団オリジ
ナル,新作,初演!! 「ねずみの嫁入り」

3/24（火） 大 18:00 無料 都立東村山高等学校吹奏楽部顧問 
℡.042-392-1235

第6回都立東村山高等学校
・都立東村山西高等学校
吹奏楽部ジョイントコンサート

3/18（水） 小 19:00 学生500円
一般1,000円

国立音楽大学　チェロ研究室
celoken.kunitachi@gmail.com

国立音楽大学
第10回チェロアンサンブル

3/25（水） 大 16:30 昭和第一学園高等学校吹奏楽部 
℡.042-536-1611

昭和第一学園高等学校吹奏楽部
第6回定期演奏会

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

3/26（木） 東京都立東大和高等学校吹奏楽
部第33回定期演奏会 大 18:00 無料

無料

東京都立東大和高等学校吹奏楽部 
℡.042-563-1741

3/27（金） 大 18:00 都立東大和南高校吹奏楽部 
℡.042-565-7117

都立東大和南高校吹奏楽部
第30回定期演奏会

3/28（土） 小 19:00 1,000円 音楽愛好会カンパネラ
℡.080-3451-7445阿部ジョイント コンサート

3/28（土） 大 14:00 無料 国立音楽大学附属高等学校合唱部
顧問　神林 ℡.042-572-4111

国立音楽大学附属高等学校
合唱部第25回記念定期演奏会

3/28（土） 小 13:00 コーラス ハミング
可児　℡.042-563-9303

コーラスハミング
第５回コンサート 無料

3/29（日） 小 13:00 無料 吉田音楽教室　吉田　康子 
℡.042-332-2751

第20回おんぷくらぶ
リトルピアノコンサート

3/29（日） 大 13:30 無料 東大和市立第一中学校吹奏楽部 
℡.042-561-2326

東大和市立第一中学校吹奏楽部
第40回定期演奏会

3/31（火） 大 15:00
（予定） 無料 立川女子高等学校ダンス部 

開演時間は本校ホームページをご覧ください
第4回立川女子高等学校
ダンス部自主公演

4/4（土） 大 16:00
（予定） 無料 東大和市立第三中学校吹奏楽部 

℡.042-564-5411第40回定期演奏会

4/5（日） 小 10：00 無料 政藤会 関本藤男
℡.042-565-969030周年記念政藤会民謡発表会

4/12（日） 大 14:00
（予定） 無料 WAVE DANCE 原奈美WAVE DANCE　ダンス公演

4/12（日） 小 13:00
（予定） 無料 小崎 ℡.042-564-3673第20回音楽を楽しむ会コンサート

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

3/22（日） 大 16:00 無料 堀江けんいち ℡.042-537-4731
b-puck@kdn.biglobe.ne.jp

エコール・ド・バレエ「パック」
発表会

大ホールで自由に2台のピアノを演奏し、音響の響き、良さを
実際にステージ上でご体験頂けます。

舞台、照明、音響、各役割のご説明と大ホールの舞台や調整室で
実際に簡単な操作を体験して頂けます。事前にアンケートを行
い、知りたいこと、やってみたいこと、等をお聞きして、その内容に
沿ったカリキュラムで開催致します。

～好評にお応えして第二回目の開催！初めての方でも大歓迎！～
・楽譜が読めなくても、声が出なくても大丈夫
・指先から肩・首・背中などゆっくりストレッチ
・身近な歌を中心に、まず口ずさむことから始めます
・歌の合間には、音楽よもや話
ドレミの歌ってどこから来たの？
ト音記号ってなぜあんな形？  など

ダンス・楽器演奏・郷土芸能等、日頃の
活動をうまかんべぇ～祭のステージで
発表してみませんか？ 来場者延べ8万
人以上のビッグイベント！一緒にお祭り
を盛り上げましょう！

● 文化協会加盟団体による
　作品展示 10：00～16：00
　※チャリティーバザーあり
　舞台発表 12：30～14：30
● 式　　 典 14：30～14：50
● 特別出演 15：00～16：00

津軽生まれの
澤田勝仁社中による
「津軽の唄ッコ・三味線コ」

日程：2020年4月25日(土)26日(日)
募集団体数：16団体程度（1団体2名以上）
　　　　　 ※応募者多数の場合は抽選。
発表時間：1団体30分（機材準備及び撤収、MC等を含む）
発表条件：1団体5,000円以上のうまかんべぇ～祭協賛団体であ

ること、うまかんべぇ～祭ステージ発表団体募集要項
の内容をご承諾された団体

募集期間：1/8(水)～2/9(日) 必着
申込方法：ハミングホール窓口またはFAX（042-590-4412）
※申込書はハミングホールHP・窓口より。

時間：9：00～19：50（2/28（金）は15：50まで）
利用料：1区分50分 一般：2,000円、友の会：1,800円　　　 
※1組様につき、連続ご利用は2区分まで。
対象：小学生以上（グループ参加も可）
定員：各区分1組様　
内容：●舞台面のみの使用に限ります。客席はご利用不可。

●スタインウェイ・ベヒシュタイン・音響反射板設置済み
  ピアノ椅子2脚まで無料。

※アコースティックなもの（ヴァイオリン等）に限り、
　ピアノ以外の楽器持込可。
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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。

3/21（土） 10:00～16:30　
お問い合わせ：福生市民会館 ℡.042-552-1711

「第6回 福生まちなかアートフェスティバル」開催！
パフォーマンスや地域の皆様による「ふっさものづくり市」出店、
飲食販売などイベントが盛りだくさん！

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。
※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

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

近隣ホール公演のご案内
●福生市民会館

2/11(火・祝) 開演 18:30 〈全席指定〉前売4,500円

KOBUDO－古武道－
～尺八・チェロ・ピアノ コンサート～

●武蔵村山市民会館（さくらホール）

3/7(土) 開演 14:00 〈全席自由〉前売500円
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。［1/18～4/12］

無料

3/19（木） 小 ①10：30
②14：00

前売券1,200円
当日券1,500円

現代ぷろだくしょん
℡.03-5332-3991

映画「一粒の麦 荻野吟子の生涯」
上映会

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。

うまかんべぇ～祭出演団体募集！

主催：うまかんべぇ～祭実行委員会
お問い合わせ：東大和市民会館ハミングホール

春の風にのせて トリオの調べ
ワンコインコンサート

うまべぇ

入場無料

主催：東大和市文化協会
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

入場無料

澤田 勝仁

〈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）

ハミング
ホール

窓口で
購入できま

す！


