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平成 30

年

7

日程

ホール

月

催

物

☆

〒192-0066 八王子市本町24-1 TEL 042(621)3001

名

施設

入場方法

開場 開演 終演

6 月 16 日
現在
問合せ先（主催者名）

全席自由

新八王子ウインドオーケストラ
０９０－６５０７－３７９３（隅田）

大 13:30 14:00 16:00 無料

全席自由

八王子市保健所 生活衛生課
０４２－６４５－５１１５（宮崎）

大 10:00 10:30 19:30 無料

全席自由

舞踊 東山流
０４２－６２４－５５５８（田倉）

みなみ野キッズシンガーズ 第３回定期演奏会

大 13:30 14:00 16:00 無料

全席自由

みなみ野キッズシンガーズ
０９０－７８１３－３４４９（梶山）

サウンドポケット音楽教室 ピアノ発表会

小 11:40 12:00 17:00 無料

全席自由

サウンドポケット音楽教室
０４２－５４５－６７２５(上野)

小 12:30 13:00 15:00 無料

全席自由

すずらんピアノ教室
０４２－６５１－５５４８（小林）

八王子市シニアクラブ連合会 芸能大会

大 10:00 10:30 16:30 無料

一部指定

八王子市シニアクラブ連合会
０４２－６４９－８２２８（平林）

フェリーチェ歌謡教室 発表会

小 13:00 13:30 16:30 無料

全席自由

フェリーチェの会
０４２－６６５－３８７０

小 10:00 10:30 17:30 無料

全席自由

創舞錬
０９０－２３２２－１０７７（阿部）

第４２回 スズキ・メソード八王子
子どもたちによるコンサート

大 12:30 13:00 16:00 無料

一部指定

スズキ・メソード八王子支部
０４２－６２２－９８０２

芳野綾バレエスタジオ 第６回勉強会

小 16:00 16:30 18:30

全席自由

芳野綾バレエスタジオ
０８０－１０８１－１５５１（芳野）

新八王子ウインドオーケストラ
第２２回定期演奏会

1

日

5

木 平成３０年度 第１回食品衛生実務講習会

7

土 創流５０周年記念 東山会

大 13:30 14:00 16:10

前売 ８００円
当日 １０００円

15 日

16 月 すずらんピアノ教室 発表会

20 金

21 土 第２回 舞踊まつり

22 日
無料

整理券有

＊ 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

日程

催

物

名

施設

27 金 ふれんず・琴の会 発表会

Hａｗａｉｉａｎ ｆａｎｔａｓｙ
第２０回 ハワイアンファンタジー

入場方法

開場 開演 終演

問合せ先（主催者名）

小 11:00 11:30 16:00 無料

全席自由

ふれんず・琴の会
０４２－６２７－００３５（朝倉）

大 14:00 14:30 17:30 ３０００円

全席指定

フイ・オ・プアリリレフア秋山
０９０－６１１４－６５７８

（共催事業）

28 土
八王子夕やけ小やけ童謡の会
０４２－６３６－５４９５

小 13:00 14:00 16:00 関係者

八王子夕やけ小やけ童謡の会 ７月例会

すみれバレエスクール
第１０回 発表会

無料

29 日

大 16:30 17:00 20:00
★ホワイエにて同時開催
「Naomiチョークアート展」14：00～19：00

全席自由

すみれバレエスクール
０４２－６４２－３２４７（向井）

全席自由

クラシックスクールきらきら
０４２－６２０－２１８０（中村）

整理券有

31 火 クラシックスクールきらきら 第７回バレエ発表会

大 16:00 16:30 19:00 無料

展示室
日程

催

物

名

会場

開場

第１展示室
第２展示室

10:00

25 (水)
～

閉場

入場方法

問合せ先（主催者名）

18:00
墨のアトリエ 墨童舎
第２０回記念 書道展

無料

墨のアトリエ 墨童舎
０４２－６２３－３０２８（吉沢）

最終日17：00

29 (日)

ロビーコンサート
日程
７（土）

１４（土）

２１（土）

出演者
Piano & Piano

プログラム

𠮷田 淳子（ピアノ）
小松 玲子（ピアノ）

「くるみ割り人形」より
①小序曲 ②トレパーク （チャイコフスキー） ほか
ピアノ・ソナタHob XVI52 No,62第1楽章（ハイドン）
幻想曲op.49（ショパン）ほか

八木彩寿花（ピアノ）

吉開 政泰（バリトン）
久住 綾子（ピアノ）

GRANADA（AGUSTIN LARA）
夏の思い出（中田喜直） ほか

開催日 毎週土曜日
時 間 11:45から30分間
場 所 いちょうホール
１階ロビー
入場無料！！
お気軽にどうぞ♪
お問い合わせ
いちょうホール
TEL 042-621-3001
＊内容が変更になる場合があります。

２８（土）

井上＆帆足Duo

井上晴彦（ピアノ）
帆足真人（ギター）

夜のストレンジャー（ベルト・ケンプフェルト）
ニューヨーク・ニューヨーク（ジョン・カンダー） ほか

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）
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
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

*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

