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〒192-0066 八王子市本町24-1 TEL 042(621)3001

名

施設

開場

開演

入場方法

終演

7 月 16 日 現在
問合せ先（主催者名）

「あさかわ」例会 東京芸術座
「蟹工船」

大 18:00 18:30 21:10 無料

全席指定 演劇をみる会「あさかわ」
関係者のみ ０４２－６５７－４０８２（山口）

Ｔシャツデザイン画表彰式

小 12:30 13:00 14:30 無料

全席自由 八王子ファッション都市協議会
関係者のみ ０４２－６２３－６３１１（北島）

「あさかわ」例会 東京芸術座
「蟹工船」

大 13:00 13:30 16:10 無料

全席指定 演劇をみる会「あさかわ」
関係者のみ ０４２－６５７－４０８２（山口）

1 水

大 18:00 18:30 21:40 前売３０００円
当日４０００円

2 木

全席自由
どりぃむフェスタプロジェクト
０４２－６５１－１０００（平野）

どりぃむフェスタ２０１８
小 9:50 10:00 17:30 無料

4 土 第２６回イマキュレート・ハート・コンサート 小 13:30 14:00 16:00

5 日

創価大学新世紀管弦楽団
サマーコンサート

前売・当日
１０００円

Y's DANCE STUDIO 発表会
DANCE HOLIC ２０１８ KID’ｓ

全席自由

第２展示室でイマキュレート・
ハート作品展を同日開催

前売８００円

15 水 バレエ発表会

全席自由

イマキュレート・ハート・コンサート
０９０－４０２１－６５９１（上原）

大 18:00 18:30 20:10 当日１０００円

全席自由 創価大学 新世紀管弦楽団
０８０－６６２６－７５９８（大友）

大 16:30 17:00 20:30 無料

全席指定 HOJOバレエスタジオ
０４２－６４９－１５４１（北條）

前売・当日

大 17:30 18:00 20:30 １０００円

関係者のみ Y’ｓダンススタジオ
０４２－６４６－３６６７（井上）

18 土
八王子夕やけ小やけ童謡の会
０４２－６３６－５４９５

八王子夕やけ小やけ童謡の会 ８月例会 小 13:00 14:00 16:00 関係者のみ

Y's DANCE STUDIO 発表会
DANCE HOLIC ２０１８ 一般

大 17:00 17:30 20:00 ２０００円

カラオケ発表会

小 9:30 10:00 21:00 無料

前売・当日

関係者のみ Y’ｓダンススタジオ
０４２－６４６－３６６７（井上）

19 日
全席自由 どんぐり歌謡研究会
０９０－９８４４－５９８３（小坂）

＊ 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。

２７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
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問合せ先（主催者名）

13:30 14:00 15:40
22 水 ミュージカル「魔女バンバ」

前売１６００円
当日１８００円

大
（共催事業）

26 日

17:30 18:00 19:40

小 15:00 15:30 18:00 無料

25 土 フラパマカニ発表会

八王子ユースオーケストラ
第２回演奏会

座席
八王子こどもミュージカル
一部指定 ０４２－６３７－２０８８（斉藤）

大 14:00 14:30 16:30

（主催事業）

友の会５００円
一般８００円

全席自由 フラパマカニ
０９０－６４８４－０１３２（清水）

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
※４歳未満入場不可
４５００円

全席自由

28 火 第３回ニューオリンズフェスティバル 大 17:30 18:00 20:00
※未就学児入場不可

（共催事業）

株式会社クレア
０４２－６４３－１１１０

中学生以下無料

前売・当日

小 14:30 15:00 17:30 学生１０００円

31 金 第２回グローカルフェスタ

座席
おもてなし国際協議会
一部指定 ０８０－３５７２－９０２５（長野）

一般２０００円

展示室
日程

催

物

名

会場

開場

閉場

入場方法

11:00

19:00

無料

問合せ先（主催者名）

8/1㈫
～

イマキュレートハート作品展 第２展示室

イマキュレートハート作品展
０７０－１４７０－１３０５（中山）

8/5㈰

ロビーコンサート
日程

出演者

１１（土） 江原千咲子（ピアノ）

１８（土）

金子正幸（独唱 バリトン）
浅岡尚子（ピアノ）

２５（土）

熊谷真理子（ピアノ）
熊谷亜由美（ピアノ）

プログラム

開催日 毎週土曜日
時 間 11:45から30分間
太陽おどり～新八王子音頭～２０１８’（いずみたく/江原千咲子編） 場 所 いちょうホール
ピアノ組曲 全曲（伊福部 昭）ほか
１階ロビー
入場無料！！
お気軽にどうぞ♪
カルメンより「闘牛士の歌」（ビゼー）
出船（杉山長谷夫）、あざみの歌（八州秀章）ほか
お問い合わせ
いちょうホール
TEL 042-621-3001
「相棒」より相棒オープニングテーマ（池 頼広）
＊内容が変更になる場合があります。
スラヴ舞曲OP７２－２（ドヴォルジャーク）ほか

※４日（土）のロビーコンサートは八王子まつりのためお休みします。

抽選日のお知らせ
２０１８年
２０１８年

*午前９時～１０時 受付 午前１０時より抽選
八王子市内在住・在勤・在学の方対象です。
*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）
８月１日（水） ホール・展示室（展示） 2019年8月分／会議室・創作室・茶室 2019年2月分／練習室 2018年11月分
９月１日（土） ホール・展示室（展示） 2019年9月分／会議室・創作室・茶室 2019年3月分／練習室 2018年12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

