
チケットのご予約・お申込のご案内

※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。
※会員先行予約期間の窓口販売はございません。

電話
予約

窓口
販売

TEL.042-590-4414
［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

アクセス

〈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

〒207-0013　東京都東大和市向原6-1
■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・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（循環バス・内回り）〉で「ハミングホール」下車

公演時の会場案内係「レセプショニスト」の立ち回
り方法や心得などポイントを絞って学べます。イベ
ント関係者や接客される方にもオススメです。

大ホール13：00～14：00　一般・友の会：500円

【対象】成人　【定員】15名
【講師】中村貴代（エフ・プラス・ワン代表）

レセプショニスト講座

表情筋を鍛えて老け顔を解消すると自信も回復して
きます。マイナス10歳顔を目指しましょう！3か月間
かけて、元気にじっくりトレーニング！
【対象】成人※女性向けの講座となります
【持ち物】スタンドミラー、飲み物（水分補給）、メモ
【定員】15名　【講師】木下珠　

一般：5,500円｜友の会：5,000円
顔ヨガ （ 全 � 回 ）

開場 13：30 ／ 開演 14：00   
10/30（土）大ホール

森麻季 音の美術館
～イタリア美への旅路
日本を代表するソプラノ森麻季がハミングホールに。
映し出される数々のイタリア絵画と共に美しく響き
渡る歌声。まるで美術館を巡るようなコンサートを、
あなたに。

詳細はイベントインフォメーション
�月号にて発表！

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。

会議室

近隣ホール公演のご案内

※受付で氏名、連絡先、当日の体温、体調などについてお伺いします。

Eriu �&�（エリュー）

［受付］15：00
［開演］15：30　
◎福生市民会館 エントランスロビー

4/10（土）
先着 15名 入場

無料

お問合わせ 福生市民会館 
TEL.042-552-1711（9：00～19：00）

〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：4/10（土）～

6/11 （金） （金） （金）25・ ・30 ・277/9, 8/13,
14：00～15：00

一般・友の会 4,000円 ※教材費含む

Cello Ensemble 008や、YAMATO String Quartetなど、多く
のグループでリーダーを担う阪田宏彰先生に、楽しく、分かりやすく、
今後の演奏に繋がる「目から鱗」のノウハウをご指導いただきます。

※お申込情報(経験年数、希望枠、他)を受けて、講師と相談の上で時間帯・受講
内容をお知らせいたします。貸出楽器（子供用楽器含みます。数に限りあり)に
ついては、お問合せ下さい。５月中旬までに時間枠等を調整し、ご連絡いたします。

チェロ講座 （ 全� 回 ）

〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：4/17（土）～

〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：4/17（土）～

練習室

6/5（土） （日）（日） （土）13・ ・26 7/4, 13：00～17：00の中で1時間程度

6/19（土）

【対象】未経験者から中級者まで ※基本的にグループレッスンとなります
【定員】15名　【講師】阪田宏彰（チェリスト）

はじめての

4/21（水）・22（木）・23（金） 大ホール 9：00～19：50

スタインウェイ＆ベヒシュタインを
弾いてみませんか♪ vol.�

【利用料】 1区分50分 一般：2,000円　友の会：1,800円　※1組につき、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（先着）
【 内 容 】 ◎舞台面のみのご使用に限ります。客席のご利用不可。
 ◎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。

〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：4/6（火）～

◎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。 〈施設〉大：大ホール、小：小ホール、会：会議室
※3/23（火）時点の情報となりますハミングホールイベント一覧〈4/25～7/11〉

予告！

©Yuji Hori

※PMのみ ※合計30区分

『初夏の風を感じて』5/26（水）
Vol.���

【出演】岩下しのぶ（フルート）、石田裕美子（ピアノ）、
冨岡春絵（パーカッション）

【曲目】ワンノートサンバ、アイゴットリズム 他

東大和の音楽家たち パート36
『思い出を未来へ』6/30（水）

Vol.��� 【出演】飯田礼香、清水麻美、高尾郁江、廣田真理子（ピアノ）
【曲目】即興曲 Op.142-3（シューベルト）、
 バラード第1番（ショパン） 他

『クラリネットの響き』4/28（水）
Vol.���

【出演】山橋司（クラリネット） 他
【曲目】未定

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

4/25（日）

4/25（日）

4/29（木・祝）

5/2（日）

５/4（火・祝）

5/5(水・祝）

5/8（土）

5/9（日）

5/15（土）

5/16（日）

5/22（土）

5/23（日）

大

小

大

小

小

小

小

大

大

大

小

小

10：00

10：30

13：00

14：00

17：30

10：00

16：00

13：30

13：30

14：00

14：00

10：30

斉木ゆみ
Tel：080-3456-1855

ピアノ教室confetti

奥村千鶴子　
studioacty2012@gmail.com
竹田典子Tel:080-1092-2753
友永恭子Tel:090-6493-9584
東大和子ども劇場　
yamatokogeki@yahoo.co.jp
アコースティックサウンド愛好会(大原）
Tel:090-6543-8408
吉田音楽教室　
Tel:090-6197-5622
JTC吹奏楽団
Tel:090-7592-0167
海野
pathos.drive@gmail.com
前川喜平講演会実行委員会　
Tel:090－1856-3388（鳥谷）
コールグレイス　
Tel:042-566-3846(高橋）
谷口剛　
Tel:090-5780-0302

サイキ音楽教室発表会

「ピアノ発表会」
ピアノ教室 confetti
ジャズマシン・スタジオＡCTY
発表会　DREAM STAGE4
スプリング・コンサート
（未来の演奏家達）
モテたい症候群～岡田健太郎
のピアノ弾き語りコンサート～
2021アコースティック
ミュージック・フェスティバル

メロディパレット2021

JTC吹奏楽団
第１６回定期演奏会
ダブルダッチイベント
"Pathos Drive 2021”

前川喜平講演会 in東大和

コールグレイスコンサート　
Vol.8

東大和市民謡連盟　春季大会

無料

無料
（関係者のみ）

無料

無料
（関係者のみ）
会員のみ
お問い合わせ
ください

無料

無料

無料

未定
大人５００円
障がい者３００円
高校生以下無料

無料

無料

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

5/29（土）

5/30（日）

6/5（土）

6/6（日）

6/13（日）
6/15（火）
～6/17（木）
6/26（土）

6/27（日）

7/4（日）

7/11（日）

7/11（日）

小

大

大

大

小

会1・2

大

大

大

大

小

14：00

13：00

14：00

未定

13：30
15（火）13：00～17：00
16（水）9：00～17：00
17（木）9：00～16：00

10：00

13：00

14：00

13：00

13：00

日本マリンバ協会東京支部
事務局（生田）Tel・Fax:04-2966-3383

オルケストラ・スフィーダ事務局
SYC実行委員会

KEI音楽学院

東大和市音楽連盟　
onren.freshconcert@gmail.com
東大和市書道連盟
柳澤冬明 Tel:090-8772-3604
日総連関東地区常任理事会 事務局
髙橋嶺香Tel:042-565-5643
AKIYO-PLANNING 千葉章代　
chiba-akiyo@giga.ocn.ne.jp
北多摩ハイドンアンサンブル 楯岡
kitatamahaydn@gmail.com
ジョイフル・トーン・カンパニー
Tel:090-7592-0167

小嶋京子Tel:080-5466-1081

モーツァルトの音楽をたのしむ会
多摩支部 Tel:090-3217-8110 
mozart@haydn.jpn.org

おしゃべりオペラコンサート2021～
大隅智佳子、内山信吾、小林昭裕ほか

第60回記念
東京マリンバコンサート

SYC スーパー・エール・コンサート

51th KEI Concert

フレッシュコンサート

創立50周年記念
第20回書道連盟会員展
第49回関東地区
吟詠コンクール大会
おしゃべりコンサート
in ひがしやまと
北多摩ハイドンアンサンブル
第4回演奏会
サマー・ブラス・フェスティバル
2021

第39回 小嶋音楽教室発表会

未定

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

事前申込上限有、
空きがあれば
当日入場可能（　　　　　　　　　　　）


