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〒192-0066 八王子市本町24-1 TEL 042(621)3001

ホール

月
物

名

施設

1 金 若草先生と集うカラオケ発表会

八王子市民吹奏楽団
第５７回 定期演奏会

5 月 16 日 現在
問合せ先（主催者名）

入場方法

開場 開演 終演

小 10:00 10:30 19:45 無料

全席自由

めぐみふれあい会 八王子支部
０９０－４１２３－７５４５（田村）

大 18:00 18:30 20:10 無料

全席自由

八王子市民吹奏楽団
０４２－６２５－４７８６（川井）

2 土

ワークショップ

≪八王子音楽祭2018≫
弾こう！ 聴こう！ だれでもユース！

小 16:30

全席自由

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団

０４２－６２１－３００５

18：30 20：30

（主催事業）

≪八王子音楽祭2018≫
錦織 健 テノール・リサイタル

17：00 18：00 無料

公開リハーサル （要 事前申込）

友の会 ３，２００円
３，５００円

大 13:30 14:00 16:00 一般

全席指定

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団

０４２－６２１－３００５

（主催事業）

3 日
第４５回 おなか健康シリーズ
大腸の病気とおしりの病気

小

9:30 10:00 11:45 無料

全席自由

医療法人社団 おなか会 おなかクリニック
０４２－６４４－１１２７（田中）

5 火

Ｈｅａｒｔｆｕｌ Ｃｏｎｃｅｒｔ
歌の花束 ～中田喜直作品を唄う～

小 13:30 14:00 16:00 無料

全席自由

Ｔ.Ｉ.Ｊ声楽研究所
０４２－６６３－６３６３（井上）

7 木

《八王子音楽祭2018》
八人の王子たち 第3楽笑！？

小

13:30 14:00 16:00
18:00 18:30 20:30

（主催事業）

友の会１，８００円
一般 ２，０００円

第７回 河藤流舞踊勉強会

大 10:30 11:00 17:00 無料

外山会 民謡祭り

小

全席指定

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団

０４２－６２１－３００５

一部指定 ０８０－５０３０－２０３５（河藤）

9 土

10 日 第８回 故安保徹先生追悼健康講演会

9:30

9:45 17:30 無料

前売 ２，０００円

大 12:00 13:00 16:50 当日 ３，０００円

全席自由

外山会
０９０－８７７６－１１９６（外山）

全席自由

ＮＰＯ法人 一億健康の会
０４２－６７３－６４３４（根本）

全席自由

公益財団法人ベルマーク教育助成財団
０３－５１４８－７２５５

（共催事業）

12 火 ベルマーク運動説明会

小

15 金 八王子夕やけ小やけ童謡の会 ６月例会

小 13:00 14:00 16:00 関係者

17 日 民謡発表会（４５周年記念発表会）

小

9:30 10:00 11:30 関係者

9:15

9:30 16:30 無料

八王子夕やけ小やけ童謡の会
０４２－６３６－５４９５

全席自由

民謡・淡詔会
０４２－６２２－２８０８（武藤）

＊ 主催者の都合により、内容や時間が変更されることもありますので、詳細は直接 主催者 にお問合せ下さい。

*駐車場（有料）の台数には限りがありますので、ご承知おき下さい。

２３日以降のホール・展示室・ロビーコンサート等の情報は裏面へ

日程

催

物

名

施設

入場方法

開場 開演 終演

問合せ先（主催者名）

大 10:00 10:30 19:30 無料

全席自由

舞踊 東山流
０４２－６２４－５５５８（田倉）

小 12:30 13:00 16:30 無料

全席自由

ハーモナイズフルート
０４２－６６３－９３０２（片桐）

Ｈｅａｒｔｆｕｌ Ｃｏｎｃｅｒｔ
～歌の花束～

小 18:30 18:45 20:15 無料

全席自由

Ｔ.Ｉ.Ｊ声楽研究所
０４２－６６３－６３６３（井上）

24 日 創流５０周年記念 東山会

大 10:00 10:30 19:30 無料

全席自由

舞踊 東山流
０４２－６２４－５５５８（田倉）

全席自由

ブティックメロン
０４２－６４２－５４６６（鈴木）

創流５０周年記念 東山会

23 土 ハーモナイズフルート発表会

ブティックメロン

27 水 第２７回 メロンカラオケ祭

小

9:15

9:30 18:00 無料

大人 ２，５００円
大 13:30 14:00 16:00 中・高・障がい者
１，０００円

寺嶋陸也作品をうたう

30 土 「星への距離」

全席自由 絹の道合唱団
０９０－４２７２－０２１０（片山）

（車椅子席あり）

＊ 主催者の都合により、内容や時間が変更されることもありますので、詳細は直接 主催者 にお問合せ下さい。

展示室
日程
1
～
3

(金)

2

(土)

3

(日)

催

物

名

会場

開場

閉場

入場方法

パオ作品展2018
ゆるいほうへこしたんたん♪

第２展示室

13:00

19:00

無料

地域活動支援センター パオ
０９０－９６８０－０５６１（百瀬）

さつき展

第１展示室

9:00

無料

八王子さつき盆栽会
０４２－６２５－８１７８（常盤）

19:00
17:00

(日)

問合せ先（主催者名）

ロビーコンサート
日程
２（土）

９（土）

１６（土）

出演者

プログラム
ウェイブ（ジョビン）
水と光と（佐橋裕子） ほか

≪八王子音楽祭2018≫

佐橋 裕子（ピアノ）
≪八王子音楽祭2018≫

ensemble ひばり

渡辺 克枝（ヴァイオリン）
小林 颯希（チェロ）
藤原 律子（ピアノ）

伊集院 郁子（バスクラリネット）
守屋 沙織（ピアノ）

２３（土）

木島 明彦（ピアノ）

３０（土）

Mi Corazon

開催日 毎週土曜日
時 間 11:45から30分間
美しき青きドナウ（J.シュトラウス2世）
場 所 いちょうホール
シンコペーテッドクロック（L.アンダーソン） ほか
１階ロビー
入場無料！！
ルパン三世のテーマ（大野雄二）
お気軽にどうぞ♪
バソン・ソナタ（サン＝サーンス） ほか

7つの幻想曲Op.116（ブラームス）より抜粋
ノクターン第7番Op.27-1嬰ハ短調（ショパン）
ほか
竹井みき（ピアノ）
コジマフサコ（ヴァイオリン）

お問い合わせ
いちょうホール
TEL 042-621-3001

アマポーラ（ラカッレ）
リベルタンゴ（ピアソラ） ほか

＊内容が変更になる場合があります。

抽選日のお知らせ
２０１８年
２０１８年

八王子市内在住・在勤・在学の方対象です。
*午前９時～１０時 受付 午前１０時より抽選
*市外の方は翌日９時から受付・抽選（電話受付は９時５分から）
６月１日（金） ホール・展示室（展示） 2019年6月分／会議室・創作室・茶室 2018年12月分／練習室 2018年9月分
７月１日（日） ホール・展示室（展示） 2019年7月分／会議室・創作室・茶室 2019年1月分／練習室 2018年10月分
*駐車場（有料）の台数には限りがありますので、ご承知おき下さい。

ホールの情報は表面へ

