
（土）

舘野泉
ピアノリサイタル
クラシック界のレジェンド、左手のピ
アニスト、舘野泉。揺るぎない信念と
ひたむきな姿で奏でられる、身体を
超える境地に至った「真の巨匠」によ
る音楽を、ハミングの大ホールで。
［出演］舘野 泉（ピアノ）
［予定曲目］村田昌己：時のはざま、バッハ（ブラームス編曲）：シャコンヌ ほか

©満田聡

開場 14：15 ／ 開演 15：00  
［全席指定］
一般：3,500円｜友の会：3,000円｜高校生以下：1,500円

※未就学児入場不可11/19

（土）

トルヴェール・クワルテット
コンサート
結成から35年を迎えたトルヴェールのネクストステージは“5人で奏で
るオーケストラ”。ピアノの小柳美奈子と共にお届けする「ローマの松」必
聴です！トルヴェールと共演できるプレコンサート企画も実施します！
［出演］トルヴェール・クヮルテット（須川展也、彦坂慎一郎、神保佳祐、田中靖人）

G.ホルスト（長生淳 編）／トルヴェールの惑星より「木星」
G.ビゼー（長生淳 編）／カルメン・ラプソディー
O.レスピーギ（長生淳 編）／ローマの祭り ほか

［予定曲目］

開場 13：15 ／ 開演 14：00
［全席指定］

※未就学児入場不可
一般：3,000円｜ 友の会：2,500円｜学生：1,500円10/29

開演前のプレコンサートでご共演いただけます。
ふるってご参加ください。（曲目：酒井格／たなばた）
［対象］中学生以上・合奏経験者（要楽器持参）

サクソフォンアンサンブル・
ワークショップ

10/26（水）18:30～21:00 小ホール 参加費
無料

（土）
開場 13：30 ／ 開演 14：00
［全席自由］12/10

共 演 者 募 集 !

大
ホール

大
ホール

伊藤康英の
童謡・唱歌、そして日本をめぐる歌の数々を

３回目を迎えた、お馴染み、見角悠代＋伊藤康英のコラボレーション。
コロラトゥーラ・ソプラノの見角悠代の愛らしい美声と、作曲家の立場から
作品に切り込む伊藤康英がお送りする日本の歌シリーズ。これまでの童謡
や唱歌に加え、今回は日本各地の歌つまり「民謡」へと幅を広げます。
新しい装いとなった民謡を、世代を超えて楽しんでいきます。

楽しく

好評発売中！

好評発売中！

一般：1,000円｜ 友の会：800円

（日）
開場 14：30 ／ 開演 15：00
［全席指定］1/22 一般：1,500円｜ 友の会：1,000円

小
ホール

［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）

《童謡・唱歌》夕焼け小焼け・七つの子、《日本各地の歌》琵琶湖周航の歌・城ヶ島の雨・ふじの山
《日本の民謡を新たな装いで》八木節・草津節・木曽節 ほか

［予定曲目］

〈友の会先行予約〉 10/14（金）～、〈一般発売〉 10/16（日）～

もっともっともっと

〈友の会先行予約〉 10/21（金）～
〈一般発売〉 10/23（日）～

プロによるジャズ吹奏楽団「Wind Roots（ウインドルーツ）」が
登場！本格的なジャズ・ポップス吹奏楽を堪能いただきます。
後半のステージでは、８月から実施している吹奏楽ワークショップ
の成果発表＆合同ステージも！！

大
ホール

大ホール

※未就学児入場不可

1部：ウインドルーツによるジャズステージ（ニュー･ライフ/C.コリア ほか）
2部：東大和ウインドオーケストラとのジョイントステージ（トリビュート・トゥ・

カウントベイシーオーケストラ、宝島／和泉宏隆 ほか）

［予定曲目］

（指揮）増圭介　（吹奏楽）Wind Roots、東大和ウインドオーケストラ
（吹奏楽ワークショップ参加者によって構成）

［出演］

ジャズ吹奏楽団 Wind Roots＆
東大和ウインドオーケストラ
ジョイントコンサート

（金）

開場 19：00 ／ 開演 19：30  
［全席指定］
一般：1,500円｜ 友の会･学生：1,000円

12/16

［出演］丸田 悠太（フルート）、宮村 和宏（オーボエ）、原 浩介（クラリネット）、
福井 弘康（ファゴット）、堀 風翔（ホルン）

J.イベール：三つの小品、D.ミヨー：ルネ王の暖炉、
G.ガーシュイン：ラプソディインブルー ほか

［予定曲目］

小
ホール

東京佼成ウインドオーケストラメンバー
木管五重奏団「東京ELEMENTS」コンサート
東京佼成ウインドオーケストラ
(TKWO)メンバーによる木管五重奏
団「東京ELEMENTS」！
同じオーケストラで演奏を重ねてきた
五人が織りなす、卓越したアンサンブ
ルを是非お楽しみください。

※未就学児入場不可

〈友の会先行予約〉 10/14（金）～、〈一般発売〉 10/16（日）～

（日）

開場 14：00 ／ 開演 15：00  
［全席指定］
一般：1,000円｜ 友の会･学生：800円

2/19 大
ホール

洗足学園音楽大学
吹奏楽特別公演

※未就学児入場不可

[出演]伊藤康英（お話と指揮）、宮下秀樹、洗足
学園音楽大学グリーン・タイウインド・
アンサンブル（吹奏楽）ほか

フランス組曲／D.ミヨー、2023年度吹奏楽コンクール課題曲 ほか［予定曲目］

［指揮］大塚直哉
［独唱］中山美紀、野間愛、沼田臣矢、池内響
［管弦楽］コーヒーカップ・コンソート

（日）2023 2/26 開演14:00

申込み・お問合せ： 東大和市民合唱団「第九を歌う会」
090-7838-7576（岡田）／090-1773-8897（本荘）

東大和市民合唱団
「第九を歌う会」第��回演奏会
ヘンデル作曲
オラトリオ「メサイア」（全曲演奏）

©Eiji Shinohara［チケット］指定席：3,500円　自由席：3,000円

友の会限定！ このアイコンが目印！

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！詳細はHPをご確認ください。

友 の 会
サイン色紙 抽選有抽選で出演者のサイン色紙を

プレゼント!!

TICKET

チケット発売12/1(木)予定

©島﨑信一

※未就学児入場不可

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

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

発行：東大和市民会館ハミングホール
発行日：2022年9月
指定管理者：株式会社 コンベンションリンケージ 

2022年

10月

12月

下記ご案内しておりますイベントは2022年9月21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！

友 の 会
サイン色紙 抽選有

（金）

開場 19：00 ／ 開演 19：30  
［全席指定］
一般：1,500円｜ 友の会･学生：1,000円

1/27

［出演］小田桐 和寛（ドラムス）、兼松 衆（ピアニスト）、
 寺尾 陽介（ベース）

Cole Porter：So in Love、The Beatles：Blackbird
小田桐和寛：Autumn Mountain ほか

［予定曲目］

小
ホール

小田桐和寛
ジャズトリオコンサート
ジャズ界の第一線で活躍し、巧みな技術とセン
スで魅了する小田桐和寛。
新進気鋭のジャズドラマーの華麗なテクニック
をぜひご堪能ください！

※未就学児入場不可

〈友の会先行予約〉10/21（金）～
〈一般発売〉 10/23（日）～〈友の会先行予約〉 11/11（金）～、〈一般発売〉 11/13（日）～

友 の 会
サイン色紙 抽選有

2008年国立音楽大学打楽器科へ進学後、
Newtide Jazz Orchestraでドラムを担当し、
「山野ビッグバンド・ジャズコンテスト」では最優
秀賞を3年連続で受賞。その後は小曽根真氏の推
薦でバークリー音楽大学に特待生として留学、首
席で卒業した。

〈小田桐 和寛プロフィール〉


