
出演：佐藤和美（ピアノ）、市山ひろみ（ピアノ）、今道まさみ（ピアノ）
曲目：森の精、ソナタOp.27-2“月光”、ヴォカリーズ　ほか

出演：山口こうじ（シンガーソングライター）、松田依子（ヴァイオリン）
　　 石田裕美子（ピアノ）
曲目：僕らは皆んな誰かの子、アディオス・ノニーノ　ほか

5/27［ 水 ］Vol.231『僕らは皆んな誰かの子 ～音楽で綴る、
 様々な愛のかたち～』

6/24［ 水 ］Vol.232『東大和の音楽家たち パート34
 ～ピアノの調べを初夏の風に～』

講師：荒井雅至（ヴァイオリニスト）
定員：先着10名　対象：成人
（貸出楽器あり、全9回で3,000円＋弦張替え代）

〈一般・友の会〉500円5/30［ 土 ］10：00～12：00大ホール

レセプショニスト講座〈全席指定〉10/31［ 土 ］開場13：30  開演14：00小ホール

ケロポンズ ファミリーコンサート開催決定！

ヴァイオリン初級講座（グループレッスン）

7/25［土］ 8/8［土］全10回
パフォーマンスキッズ・トーキョー　
東大和市民会館ハミングホール×白井剛
「ダンスワークショップ＆公演」
 子供出演者募集！

7/19［日］
〈受講料（教材費込）〉一般：11,000円、友の会：10,000円 

リハーサル室

5/15［金］·29［金］·6/5［金］·19［金］·26［金］
7/3［金］·10［金］·17［金］13：30～15：00

18：00～19：30予定（全9回） 小ホール

速 報！

出演：増圭介（ユーフォニアム）、鈴木瑛子（ピアノ）
曲目：酒とバラの日々、いつか王子様が、ふるさと　ほか

『ユーフォニアム ～ちょっとおしゃれな
 ジャズライブ～』4/22［ 水 ］Vol.230

※4月の開催日は最終水曜日ではありません。

～

昨年に続き、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心構えの基本から応用までを学びま
す。（講座、質疑応答、実践含む）
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、ぜひお申し込みください。）
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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。

5月30日(土)開演17：30 〈全席指定〉8,250円
お問い合わせ：福生市民会館 ℡.042-552-1711

渡辺美里
35th Anniversary Live Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020

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（共催事業）

6月20日(土)開演15:00 〈全席指定・前売〉4,200円

卓也・ゆうとの ときめき歌謡ステージ
～歌に恋して～

●武蔵村山市民会館（さくらホール）

4月29日(水・祝)開演15:00 〈全席自由・前売〉1,000円
お問い合わせ：武蔵村山市民会館 ℡.042-565-0226

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

◎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。［4/19～7/11］

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

4/19（日） マーサ ダンススタジオ
パフォーマンス 大 マーサ ダンススタジオ

（詳細はホームページをご覧ください）

4/19（日） 小 13:30 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

4/25（土） 大 未定 無料 KEI音楽学院 ℡.0120-658-64950th KEI Concert

4/26（日） 大 10:15 無料 斉木ゆみサイキ音楽教室　発表会

4/26（日） 小 13:00 無料 佐々木ピアノ教室リトルコンサート
佐々木ピアノ教室発表会

5/3（日・祝） 大 13:30 無料JTC吹奏楽団　第16回定期演奏会

5/2（土） 
 ～4（月・祝） 会1・2 無料 墨遊会 佐竹雲遊

℡.042-565-0444水墨画墨遊展

5/4（月・祝） 小 15:30
（予定） 無料 成澤 ℡.090-4063-5604成澤教室　ピアノ発表会

5/5（火・祝） 大 16：00頃
（予定） 無料 ラ・クロンヌ・バレエ・アカデミー

℡.080-4142-8318
バレエ発表会
ラ・クロンヌ・バレエ・アカデミー

5/5（火・祝） 小 14:00 無料 宇賀音楽教室
℡.080-5461-3732ピアノ発表会

5/6（水・祝） 小 13:30 無料 清水 ℡.080-3382-4787「ピアノ発表会」
ピアノ教室Confetti

5/10（日） 大 14:00
大人・学生500円
障害者300円
高校生以下無料

前川喜平講演会実行委員会
安部雅祥 ℡.042-566-4521前川喜平講演会

5/10（日） 小 10:00 無料 佐々木一松永
℡.FAX.042-564-8708

ぽこあぽこ音楽教室

鈴木真理子 ℡.042-519-1087

福馬キミ子 ℡090-2420-0482

東大和市民謡連盟 民謡大会

5/16（土）

5/16（土）

5/17（日）

5/30（土）

大 14:30 1,000円
女声合唱団Via  NoVa
菊地℡.090-8031-5789
辻℡.090-3247-5010　

女声合唱団Via  NoVa
第4回定期演奏会

ぽこあぽこスプリングコンサート

6/7（日） 大・小 10:00 無料 日本吟詠総連盟関東地区常任理事会
髙橋嶺香℡.042-565-5643

第48回関東地区
吟詠コンクール大会

6/14（日） 大 17:30 無料 遠藤謙一 ℡.042-590-3364第30回拓殖大学第一高等学校
定期演奏会

5/31（日） 小 13:30 無料 竹田℡.080-1092-2753
友永℡.090-6493-9584

スプリングコンサート
（未来の音楽家達）

6/18（木） 大・小 12:50 東京都立上水高等学校
℡.042-590-4580

東京都立上水高等学校
校外進路相談会

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

6/20（土） 第43回ピアノ発表会 小 11:00 無料

無料

6/19（金） 小 ①10：30
②14：00

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

前売券1,200円
当日券1,500円

音楽愛好会カンパネラ
阿部℡.080-3451-7445

6/21（日） 大 12:30 日本マリンバ協会東京支部
森山℡.04-2934-4759

第60回記念　東京マリンバ
コンサート

6/21（日） 小 10:00 無料 高杉嘉陵 ℡.080-6730-0787吼山流東部多摩地区総連合会
詩吟発表会

6/26（金）
 ～28（日） 会1・2

6/26(金)
13：00～17：00
6/27(土)
9：00～17：00
6/28(日)
9：00～16：00

無料 東大和市書道連盟
柳澤冬明℡.090-8772-3604

創立50周年記念
第20回書道連盟会員展

6/27（土） 大 14:00 混声合唱団やまなみ
坂下 ℡.042-563-7498第17回定期演奏会 無料

6/28（日） 小 13:30 無料 東大和市音楽連盟東大和市音楽連盟主催
フレッシュコンサート

7/4（土） 大 13:00 無料 東大和市社会を明るくする運動推進委員会 
℡.042-563-2111(内線1132)

令和2年度東大和市社会を
明るくする運動主要事業

7/4（土） 小 13:45 無料 樋口直子ピアノ発表会

7/10（金）
～11（土） 小 10:00 無料 東大和市手工芸連盟

川村 ℡.042-561-3297
東大和市手工芸連盟50周年
記念作品展

7/11（土） 大 13:30 無料 東大和市教育委員会第18回けやきジュニア音楽祭

6/13（土） 小 13:30
無料

整理券お持ちの方
優先

多摩湖音楽祭実行委員会
℡.080-6056-3725第4回多摩湖音楽祭

無料

6/6（土） 小 10:00 無料 社会福祉法人蓮花苑
℡.042-561-2341

社会福祉法人蓮花苑主催
地域貢献活動

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。

主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
　　 特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち
共催：東大和市民会館ハミングホール　後援：東大和市教育委員会
助成・協力： 東京都

源氏物語－語りと雅楽で楽しむ平安絵巻－
～第五帖「若紫」より～

小ホールリハーサル室 参加無料

ハミング
ホール

窓口で
購入できま

す！

スプリングコンサート

カラオケキミコ第6回発表会

小

小

小

小

15:00

14:10

10:30

無料

無料

無料

ジョイフル・トーン・カンパニー ℡090-7592-0167
joyful-tone.company@ezweb.ne.jp

〈参加無料・要事前申込〉
対象学年：小学3～6年生　定員：15名
振付家・ダンサーの白井剛さんと一緒に、オリジナルの舞台作品
をつくりませんか？10日間のワークショップを経て、最終日には東
大和市民会館ハミングホール 小ホールで発表公演を行います。

《ワークショップ実施日時》
7/25(土)、26(日)、29(水)、30(木)、31(金)
8/4(火)、5(水)、6(木)  1時30分～午後4時30分
8/7（金）午前10時00分～午後4時00分
《発表》8/8（土）午前10時～ リハーサル 午後2時30分～本番

申込締切：6/9(火)当日受信有効（6/16(火)までに参加可否をご連絡します。）
※応募多数の場合は抽選となります。
  （ただしパフォーマンスキッズ・トーキョー未経験者が優先となります）
申込方法：下記URLにてお申し込みください。
https://www.children-art.net/pkt-higashiyamato2020-kodomo/
【お問い合わせ】
特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち
℡.03-5906-5705　 https://www.children-art.net/

ヴァイオリンに触れたことがあり、
ごく簡単な曲が弾ける方を対象に、
長年音楽学校で講師を務め、現在
も各地で演奏活動をされている荒
井先生が、優しく丁寧にご指導い
ただきます。　

子どもだけでなく大人も一緒
に楽しめる、歌あり、笑いあり
のケロポンズがハミングホー
ルに登場！
さあ！みんなでいっしょにエビ
カニクス！
※０歳からご入場いただけます
※小さなお子さまでもひとり１枚
　のチケットが必要です。

詳細は
イベント

インフォメー
ション

7月号で発表
！

〈電話・窓口発売〉
［一般・友の会］
4/18（土）

〈電話・窓口発売〉
［一般・友の会］
4/18（土）

講師：中村貴代
対象：成人　定員：先着20名

※福生市民会館取り扱い分には限りがございます。

講師：白井 剛
（振付家・ダンサー・映像作家）

しらい つよし

©仙道美穂子

※3/22時点の情報となります。

8/29(土)に延期予定

中止となりました

中止となりました

中止となりました

10/3（土）に延期となりました


