
電話
予約

※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。

TEL.042-590-4414
［一般・友の会共通］

〈受付時間〉
9：00～17：00

24時間受付
ネット
予約

https://www.humming-hall.jp
※要オンライン会員登録

窓口
販売 〈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

チケットのご予約・お申込のご案内

10/27（水）

11/24（水）
【出演】齊藤珠希 他
【曲目】コーヒールンバ、アンダー・ザ・シー、明日があるさ 他

ロビーコンサート250回記念！
航空中央音楽隊による
室内楽コンサート12/22（水）

【出演】航空自衛隊航空中央音楽隊　【曲目】未定
※要整理券 小ホールでの公演となります。
詳細は後日HP、チラシにて発表予定。

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！

～スチールパンで奏でる、
　カリブの音色～

東大和の音楽家たち パート37
～深まりゆく秋に～

【出演】矢澤知嘉子（ソプラノ）、井上千華（ソプラノ）、都丸万梨恵（ピアノ） 他
【曲目】オペラ「ロミオとジュリエット」より「私は生きたいの」

オペラ「ドン・パスクワーレ」より「あの目に騎士は」、幻想即興曲 他

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。

Vol.
���

Vol.
���

Vol.
���

〈施設〉大：大ホール、小：小ホール
※9/22（水）時点の情報となります◎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。〈10/2～1/10〉

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設
10/2（土）

10/16（土）

10/16（土）

10/19（火）

10/20（水）

10/23（土）

11/2（火）

11/3（水・祝）

①13：30
②18：00

19:00

18:00

14:00

15:00

19:00

13:30

16:00

リサイタル実行委員会
kamimura.sei1.25@gmail.com
ＫMK文化芸術企画
takamaru081228@gmail.com
TAKAKO  Music Office　
ooetakakoooe@gmail.com
（有）マーガレット
Tel：042-397-4191 
東大和市教育委員会
Tel：042－563－2111
上村誠一　
kamimura.sei1.25@gmail.com

東大和市介護予防リーダー会
Tel：042-843-8192（伊藤）

東大和市洋舞連盟　
vivid_d_company@yahoo.co.jp

小

大

小

小

大

小

大

大

（前売）3500円
（当日）4000円

（前売）2000円
（当日）2500円

2000円

2000円

2000円

無料

無料

無料

鈴木萌依ファーストリサイタル

東大和 元気が出る！
バラエティスペシャル寄席
秋の夜長の
アコースティックライブ
猪村浩之 押川浩士
Duo Concert
教育の日東やまと　講演会

鈴木香栞・上村誠一
デュオリサイタルwith關奈々子
「東大和元気ゆうゆう体操フェスタ」
第1部
米空軍太平洋音楽隊「パシフィック
ショ－ケース」による本場のジャズ！
第2部
東大和元気ゆうゆう体操などリフ
レッシュ体操＆ピアノ演奏
ピアノ演奏：山内和子（音楽療法士）

バレエ＆ダンス秋の祭典

開催日 公演名・展示名 開演予定 料金 主催者施設

11/6（土）

11/7（日）

11/13（土）

11/14（日）

11/23（火・祝）

11/27（土）

12/5（日）

12/10（金）

12/12（日）

12/18（土）

12/24（金）

12/25（土）

12/25（土）

12/26（日）

1/8（土）

1/9（日）

1/10（月・祝）

15:00

14:00

14:00

10:30

12:30

18:00

13:00

13:45

13:30

14:00

①14：00
②18：00

18:00

10:30

13:00

12:00

関係者のみ

12:00

ピアノ教室Ｚａｒｔ
NPO法人エトワール音楽教室
Tel：042-595-6775
東大和市音楽連盟　 
tamaope2013@yahoo.co.jp
ルロット・オーケストラ事務局
Tel：090-3961-3368（濱川）
salon.roulottes@gmail.com

ミュージック企画
Tel：090-4427-6850（五十嵐）
090-1853-5397（石川） 
Aya Arts Company
（アヤアーツカンパニー）
aac2016jp@gmail.com
ドレミキ音楽教室
Tel：070-5086-7547
doremiki.com
音楽愛好会カンパネラ
Tel：080-3451-7445
ノーティミュージックアカデミー

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
RUPINASU音楽企画　
setsuko@clarinet-tokyo.com
早稲田大学アンサンブルギタール
wguitare56@gmail.com
日本バッハコンクール
立川実行委員会
成澤いづみ

InDaHouse事務局
indahouseofficial2020@gmail.com
大和富士幼稚園課外ピアノ教室　
Tel：090－4228－1493（杉原）
東大和市教育委員会社会教育部
社会教育課 Tel：042-563-2111
（内線1552～1555）

小

大

小

小

小

小

小

小

大

大

小

大

小

小

大・小

小

大

ピアノ教室Ｚａｒｔ発表会　
「Afternoon Concert」
第19回NPO法人エトワール
音楽教室発表会
ジョイント・コンサート
～カンツォーネとオペラアリア名曲集
ルロット・オーケストラ
楽器の国のフシギな舞踏会

合同発表会

「海老満月」
英語字幕作品完成記念コンサート 

Joint Recital 2021
 
大人のピアノコンサート
第19回ノーティミュージックアカデミー
クラスコンサート
プロフェッショナルズオーケストラ多摩
第1回定期演奏会

RUPINASU
クリスマスコンサート 
早稲田大学アンサンブルギタール
第56回定期演奏会
日本バッハコンクール
立川地区大会
成澤教室ピアノ発表会
Link Style Vol.4
～舞道会&InDaHouse2021 FINAL
ピアノ発表会

令和4年第68回
東大和市成人式

無料

無料

3000円

無料

無料

2800円

無料

800円

無料

指定席3000円
自由席2500円 
大人 3000円 
子供（小~高校生）
2000円
無料

無料

無料
関係者のみ
来場可
無料

無料

ハミングホールイベント一覧

1/29（土）開場 14：00開演 14：30  
［全席自由］ 一般：1,500円 ｜ 友の会：1,000円

小ホール

ハミングホール歴史講演会
鎌倉殿と北条義時
鎌倉時代の政治史を専門とする
時代考証者が、ドラマの主人公
北条義時と源頼朝・頼家・実朝三
代の鎌倉殿との関係、幕府内の
権力闘争など、鎌倉初期の激動
の歴史について解説します。
（90分予定／休憩なし）

大好評につき第5弾の開催です♪
大ホールで自由に2台のピアノを弾いてみませんか？

【利用料】1区分50分 一般：2,000円、友の会：1,800円
【募集枠】11区分／日（先着）※1組様につき、連続利用は2区分まで。
【対象】小学生以上（グループ参加も可）

●舞台面のみのご使用に限ります。客席の利用不可。
●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・ネット発売〉 友の会：10/29（金）、一般：10/30（土）
〈窓口販売〉 一般・友の会：10/31（日）～ 〈電話・窓口発売〉 一般・友の会：10/16（土）～

【講師】坂井孝一（歴史学者）

※未就学児入場不可

東大和市民合唱団「第九を歌う会」
��周年記念演奏会
ベートーヴェン作曲交響曲
第�番ニ短調「合唱付」

大ホール

東大和市民合唱団「第九を歌う会」
岡田：090-7838-7576
本荘：090-1773-8897

申込み・
お問合せ

2/27（日）開場 14：00 開演 14：30  

【管弦楽】東京都交響楽団団友会オーケストラ12/15 ・16　・17（金）（水） （木）

大ホール

9：10～20：00

【内容】

Vol.5

ソプラノ：大隅智佳子
おおすみ ちかこ こばやし ゆか さわさき かずあき むらまつ こうや

ふくしま あきやす

アルト：小林由佳 テノール：澤崎一了 バリトン：村松恒矢

2022

2022

〈チケット発売〉12/2(木)予定

ハミングホールHP 吹奏楽ワークショップイベントページ　https://www.humming-hall.jp/event/220325.php

開講式 1/23

2022 （日）
13：30～17：00 

ハミングホールで吹奏楽ポップスをやろう！
吹奏楽ワークショップ

【指揮・指導】増圭介（Wind Roots代表）　【合奏曲】宝島／和泉宏隆 ほか
【参加費（練習・本番参加費、楽譜代含む）】一般・友の会 1名：8,000円 ／ 団体（5名以上） 1名：7,000円　

①中学生以上（未成年は要保護者同意）
②開講式、合奏及び本番に参加できる方
③楽器・譜面台を持参出来る方
　（大型打楽器を除く）

募 集 対 象

［申込期間］2021年11月2日(火）～12月19日（日）必着　
所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、ご来館またはメール（info@humming-hall.jp)
かFAX（042-590-4412）にてお申し込みください。

［申込方法］

※合奏練習を小ホール等で数回予定しています。3/25

2022 （金）演奏会 14：00～開演予定 大ホール大ホール

大ホール大ホール

ジャズやポップスのアーティストから、吹奏楽でのジャズポップスの吹き方・
ニュアンスの“コツ”を一緒に学びましょう！

〈電話・ネット発売〉 友の会：10/29（金）、一般：10/30（土）～　〈窓口発売〉 一般・友の会：10/31（日）～  

宮崎駿監督、大野雄二の音楽でお送りする「ルパン三世」劇場版シリーズ最高傑作！

［全席指定］一般・友の会：500円

ルパン三世 カリオストロの城
1/15（土）
ハミングシネマ 小ホール小ホール

［スタッフ］監督：宮崎駿　原作：モンキー・パンチ　脚本：宮崎駿、山崎晴哉　音楽：大野雄二 他

①開場 13:30 ／ 開演 14:00　②開場 18:30 ／ 開演 19:00（約100分）
※未就学児入場不可

2022

原作：モンキー・パンチ ©TMS

※料金等詳細は後日発表

※開講式終了後は合奏練習を行います。


