
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。

森麻季 音の美術館～イタリア美への旅路　

［出演］ 森麻季（ソプラノ）、山岸茂人（ピアノ）、浦久俊彦（ナビゲーター）
［予定曲目］ジャコモ・プッチーニ：
 歌劇『ジャンニ・スキッキ』より わたしのお父さん
 歌劇『ラ・ボエーム』より　ムゼッタのワルツ 他

開場 13：30 ／ 開演 14：00   10/30（土） ※未就学児入場不可

［全席指定］ 一般：4,500円 ｜ 友の会：4,000円
大ホール
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開場 15：30 ／ 開演 16：30   12/11（土）大ホール
※未就学児入場不可［全席指定］ 一般：5,000円 ｜ 友の会：4,500円

〈電話・ネット発売〉 友の会：10/15（金）、 一般：10/16（土）
〈窓口発売〉 一般・友の会：10/17（日）～

魂を揺さぶるスペインの調べ！
日本を代表するフラメンコ・ギタリスト 沖仁
――その爪弾きは、あたり一面にアンダルシアの風を呼ぶ あの「ルパン三世のテーマ」をライブで！ゴージャスなサウンド

が織り成す、至極のルパンワールドをご堪能あれ！！

沖仁 フラメンコギター・コンサート　 大野雄二＆ルパンティックシックス
LUPIN JAZZ LIVE in 東大和

［出演］沖仁（フラメンコギター）、須藤信一郎（ピアノ）、ホセ・コロン
（フラメンコパーカッション・ドラム）、伊集院史朗（踊り・カホン・
パルマ）、清水順子（踊り・パルマ）

［予定曲目］チック・コリア：スペイン、ホアキン・ロド
リーゴ：アランフェス協奏曲よりアダー
ジョ、スペイン民謡/禁じられた遊び 他

［出演］大野雄二＆ルパンティックシックス
大野雄二（Pf）、市原康（Dr）、ミッチー長岡（Eb）、
松島啓之（Tp）、鈴木央紹（Sax）、和泉聡志（Gt）、
宮川純（H.Org）

須藤信一郎 伊集院史朗ホセ・コロン 清水順子

沖仁

開場 16：30 ／ 開演 17：00   2/5（土）大ホール

※未就学児入場不可［全席指定］ 一般：4,500円 ｜ 友の会：4,000円
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友の会限定！

チケットをご購入いただき、チケット右側の半券に記載のサイン色紙を「希望する」に
当日ご来場いただき半券を回収箱に入れるだけ！当選者は終演アナウンスにて『会員
番号』をお呼びし、1週間以内にご登録済みのご住所宛に発送いたします。
※落選の通知は致しません。予めご了承ください。

12/5（日） 10：00～12：00
会議室

［受講料（教材費込）］
一般：2,300円
友の会：2,000円
【講師】藤村美映
【対象】小学校高学年以上
【定員】先着10名

ソープカービング
ワークショップ

石けんを使ってお花や模様を
彫ってみませんか？今回はク
リスマスツリーに挑戦します！

［受講料（教材費込）］一般：5,900円、友の会：5,700円
（前回受講者は1,700円引き）

【講師】斉藤ゆき子
（朗読家、ソフィアの森ボイスアカデミー主宰）
【対象】成人
【定員】先着12名

11/25、12/9・23
（木）

心に響く 朗読講座 14：00～15：30（全6回）

会議室

小ホール

文章に込められた想いを感じ取り
ながら朗読を学んでみませんか？
※前回受講者は教本をお持ちください。

西洋文明の発祥地、イタリア。
多岐にわたる魅力を持った国の言葉、
気楽にたしなみましょう。

［受講料（教材費込）］一般：12,000円、友の会：11,000円
【講師】ファジョーリ・アレッシオ
【対象】中学生以上（初心者）
【定員】先着15名

11/18・25、12/2・9・16・23
　1/6・13・20・27（木）
気楽に学ぶ、イタリア語入門 19：00～20：30

（全10回）

会議室

楽しく始める♪
はじめてのヴァイオリン講座（グループレッスン）　

リハーサル室

はじめてヴァイオリンに触れる方を対象としたヴァイオリ
ン講座。簡単な曲が弾けるまでチャレンジしていきます。

12/3・17・24、　1/21・28
2/4・11・18・25、3/4（金） 13：30～15：00（全10回）

※2/25（金）のみ10：30～12：00

11/17、12/15、 （水）

想いが届く、はじめての絵手紙教室

「ヘタでいい、ヘタがいい」が合言葉。
絵手紙をかいて、想いを届けましょう。

13：30～15：00
（全3回）

［受講料（教材費込）］一般：5,500円、友の会：5,000円
【講師】早川八千代（日本絵手紙協会 公認講師）
【対象】成人　【定員】先着15名

会議室

①11/17（水）…絵手紙の基本
②12/15（水）…クリスマスの絵手紙、ゴム印作り
③1/19（水）…絵手紙で福くばり 

【初回持ち物】ポケットティッシュ、
朱肉、ピーマン又はパプリカ
※詳細はHP、チラシを参照。

12/3・10・17・24 ・26（金） （日）

ざっくり丸わかり！
ポップスから深めるジャズの聴き方講座

10：00～12：00（全5回）※12/26のみ19：00～20：30

［受講料（教材費込）］一般：5,500円、友の会：5,000円
【講師】増圭介（ジャズユーフォニアム奏者）、鈴木瑛子（ジャズ作編曲家）
【対象】どなたでも　【定員】先着15名

リハーサル室
小ホール 小ホール

①12/3(金)様々なジャズのスタイル
②12/10(金)ジャズの歴史
③12/17(金)その場で作曲！

ジャズコンポーズのいろは
④12/24(金)即興を知ろう、触れてみよう
⑤12/26(日)受講者限定！

ミニライブ
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秋～冬を
楽しむ♪

開場 13：30 ／ 開演 14：00   12/4（土）小ホール
※未就学児入場不可［全席自由］ 一般：1,000円 ｜ 友の会：800円

ハミングホール レクチャーコンサートシリーズ。昨年
に引き続き、見角悠代×伊藤康英のコラボが再び実現
します。歌に込められたエピソードとともに、日本の歌
の魅力をお楽しみください。

ハミングホール レクチャーコンサートシリーズ

［ピアノ・お話］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）
［予定曲目］この道、あわて床屋（北原白秋×山田耕筰）、冬の花（江間章子×伊藤康英）他

童謡・唱歌を　　　　　 楽しく
～コンサートで映える日本の歌～

もっと もっと

〈電話・ネット発売〉 友の会：10/15（金）、 一般：10/16（土）　〈窓口発売〉 一般・友の会：10/17（日）～

1/19
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2022

2022 1/13・27、2/3

〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：10/9（土）～〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：10/16（土）～

〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：10/9（土）～

〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：10/16（土）～

〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：10/16（土）～〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：10/16（土）～

※予定内容などの詳細は
　HP、チラシを参照。

予定内容

［受講料（教材費込）］一般：12,000円、友の会：11,000円
（貸出楽器有、全10回で3,000円+弦が切れた場合は弦張替え代）
※講座期間中、自宅練習での貸出可能
【講師】荒井 雅至（ヴァイオリニスト）
【対象】成人　【定員】先着10名

TICKET

〈電話・ネット発売〉
友の会：10/1（金）、一般：10/2（土）

〈窓口発売〉 一般・友の会：10/3（日）～
好評

発売中！

申込
方法

〈上記3公演〉抽選で
出演者のサイン色紙をプレゼント!!

みかど   はるよ いとう  やすひで

下記ご案内しておりますイベントは2021年9月22日（水）時点の情報となります。
ご来場の際はマスクの着用・手洗い消毒・咳エチケットなど新型コロナウイルス感染症予防対策に
ご協力いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
日々状況が変化する中で、お席に関して当初お約束したことと異なる場合（空席の追加販売、当日現地でのお座席の
移動、公演中止・延期等）がございます。予めご了承の上お申込みいただきますようお願い申し上げます。

ご来館いただく
皆さまへお願い

必ずお読みください！
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※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。イベ ント 情 報

東大和市民会館ハミングホール
イベントインフォメーション

TEL 042-590-4411
FAX 042-590-4412

TEL 042-590-4414

MAIL info@humming-hall.jp

〒207-0013
東京都東大和市向原6-1

■お問い合わせ

■チケット専用ダイヤル


