〒192-0066 八王子市本町 24-1 いちょうホール 2F 芸術文化振興課
042-621-3005
042-621-3011
https://www.hachiojibunka.or.jp/

注目の公演

優れた演奏とユーモア溢れるユニークな演出で大人気のコンサート「八人の王子たち」。そのスピンオフ企画として 7
残席わずか！
/ 22（木・祝）
2019年からはじまった、王子達によるピアソラのコンサート。
そして2021年、
タンゴ界の革命児が残した名曲の数々、彼が愛したタンゴのリズムに、じっくりどっぷり皆で浸って 14：00 開演 全席指定
いちょうホール（大ホール）
みようじゃない。こんな時だからこそと、王子達、今年も大変はりきっております。
2,300 円
2,500 円
中山博之（ピアノ） ビルマン聡平（ヴァイオリン）
磯野正明（チェロ） 田中拓也（サクソフォン）
鈴木崇朗（バンドネオン）
〜ピアソラ〜
リベルタンゴ、
「ブエノス・アイレスの四季」
より夏、
ブエノス・アイレス午前零時、
鮫、
オブリビオン

© 志立 育

おもちゃ箱のようにワクワクする！
体感型のオーケストラコンサート♪
バックステージツアーやアナウンス体験、
指揮者
体験、リハーサル見学もできるよ（事前申込制）

8/ 22（日）

〜タンゴメドレー2021 王子編〜
碧空、カミニート、ジェラシー、ポル・ウナ・カペーサ、
ラ・クンパルシータ

❶ 11：30 開演
全席自由
❷ 15：00 開演

いちょうホール
（大ホール）
※舞台上を客席として使用

8/ 18（水）

4歳
未満

14：00 開演

全席指定

Ｊ: ＣＯＭホール八王子

4歳から高校生 無料 保護者1,600円
1,500名
八王子市、日野市に在住・在学の4歳から高校生までのお子様とその保護者。
※ 小学生以下のお子様には保護者の同伴が必要。
指揮：藤岡幸夫 管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
共演：八王子市立松が谷中学校 吹奏楽部
【プログラム】ビゼー：歌劇『カルメン』前奏曲、プロコフィエフ：ピーターと狼 ほか
体験
プログラム
※時間未定

◆バックステージツアー
（ 20 名）
◆指揮者体験
（ 各5名を2回）
◆アナウンス体験
（ 5名）
◆リハーサル見学
（ 20名）

舞台裏をご案内！
弦楽四重奏の指揮を体験！
アナウンスを体験！
練習を見学！

インターネットかハガキでお申込み。
詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.hachiojibunka.or.jp/archives/eventinfo/toitoi̲orchestra/
7月13日（火）消印有効（インターネットは23：59まで）※申込多数の場合は抽選
【主催】多摩・島しょ子ども体験塾日野市・八王子市共同事業実行委員会
（日野市／八王子市／公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団）
【後援】日野市教育委員会、八王子市教育委員会
（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団

042-621-3005

インターネット申込

1,800 円
2,000 円 【小学生以下】1,000 円
※推奨年齢4 歳以上。
※当日は、チケットに記載している整理番号順でご入場い
ただきます。
※2歳未満膝上鑑賞無料（保護者1名につき、お子さま1名まで）。
伊野香織、
川崎ゆり子、
成田亜佑美、長谷川洋子
音楽：原田郁子
（クラムボン）
、
衣装：suzuki takayuki
【助成】一般財団法人地域創造
【企画制作】公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団、
合同会社マームとジプシー

撮影：細野晋司

撮影：細野晋司

地図のワークショップ＋α
「朝、最初に話した人は？」
「会場までの道のりは？」藤田貴大がワークショップ参加者へ
インタビューをしながら、それぞれの風景をみんなで再現します。さらに童話を題材に
小さな場面をみんなで作ります。演劇作りを体験する2時間。演劇未経験者歓迎です！

8/21（土）

14：00〜16：00

いちょうホール（創作室）

500 円
10名
小学生
藤田貴大
7月31日（土）
※申込多数の場合は抽選。
メール又は電話にて結果をお知らせいたします。
電話かホームページ
（フォーム）でお申込み。
ホームページ
042-621-3005
（9：00〜17：00）
https://www.hachiojibunka.or.jp/icho/archives/eventinfo/mumwk202108/

伝統文化ふれあい事業

八王子市芸術文化会館（いちょうホール）〒192-0066 八王子市本町 24-1 ※催し物に関するお問合せは、下記の にご連絡ください。
ホームページ http://www.hachiojibunka.or.jp/icho/

写し絵体験教室 参加者募集

江戸時代のアニメーションとも言われている写し絵を体験しよう！種板
（写し絵の原画）
を描いて、
風呂
（映写機）
を使って
スクリーンに映し、
お話を上演します。
昔のアニメーションにタイムスリップ！
※A・Bの2チームに分けて活動します。
いちょうホール
（第1展示室）
500円 定 10名※申込多数の場合は抽選
小学1年生〜中学3年生 講 東京造形大学大学院 Hachioji影絵プロジェクト
7月15日
（木）
必着
令和3年度
ハガキか電話、FAX でお申込み。
「写し絵体験教室」、郵便番号、住所、電話番号、参加 文化庁伝統文化
人数、参加者名、学年、保護者名、第1・第2希望のAかBの時間を記入のうえ、下記宛先へ。 親子教室事業
主催：伝統文化ふれあい事業実行委員会 〒192-0066 八王子市本町 24-1
042-621-3005
042-621-3011

【種板
（原画）制作】
7/24
（土） A＝10：30〜12：00 B＝14：00〜15：30
【風呂操作体験】
7/25
（日） A＝13：00〜14：30 B＝15：30〜17：00
【鑑賞会】
7/31
（土） A＝13：00〜14：00 B＝15：00〜16：00
※3日間全て同じチームでご参加ください。

八王子車人形 体験・発表講座 受講生募集
【ワークショップ】9/22
（水）
〜12/8（水）
（全9回）18：30〜20：30
18：30〜20：30
【説経節と合同練習】12/22（水）、令和4年1月
13：00〜21：00
【リハーサル】令和4年 1/8（土）
9：30〜16：00
【リハーサル・発表会】令和4年 1/9（日）
【ワークショップ】いちょうホール（第 1 練習室）
【説経節と合同練習】いちょうホール（第 1・2 練習室）
【リハーサル・発表会 】いちょうホール（小ホール）

江戸時代から伝わる車人形を操ってみませんか？お人形に車がついている訳ではありません。
八王子車人形は、
ろくろ車に乗ってお人形を遣います。
発表会は後日募集する説経節と篠笛との合同で行います。
8,000円 ※学生は無料
5名※申込多数の場合は抽選
（八王子市内在住・在学・在勤優先）
中学生以上
（見学はどなたでもできます）
西川古柳（八王子車人形 西川古柳座 五代目家元）ほか
8月31日（火）消印有効
講座名
（車人形）
、
住所、
氏名
（カナ）
、
年齢、
電話
（FAX）
番号、
市内在学・在勤の方は
学校名または勤務先、経験の有無をご記入のうえ、ハガキかFAXで下記宛先「車人形
体験・発表講座」係へ。 〒192-0066 八王子市本町 24-1 いちょうホール 2F
令和3年度
伝統文化ふれあい事業実行委員会事務局（芸術文化振興課）
文化庁文化芸術振興費補助金
042-621-3005
042-621-3011
（地域文化財総合活用推進事業）

新型コロナウイルス感染予防対策について

※状況により変更になる場合がございます。

《各施設での感染予防対策》
スタッフはマスクを着用いたします。 手指消毒剤を設置しています。 ホールでの催し物では、
間隔をあけてお座りいただく場合がございます。
扉の取っ手、客席、手すり、トイレ等人の手が触れる場所には、
現在は定期的にアルコール消毒を実施しております。
《ご来場のお客様へのご協力のお願い》
1.ご来場当日はお出かけの前に検温をし、ご自身の健康状態を把握してください。
以下の症状のあるお客様はご来場をお控えください。
状況によっては、ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。
37.5℃以上の発熱のある方、または発熱が続いている方
風邪症状（発熱、咳、くしゃみ、のどの痛み等）のある方
倦怠感のある方、体調・気分のすぐれない方、そのほか嗅覚・味覚障害など体調に不安のある方
身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
政府が入国制限措置を設けている国・地域から日本へ入国後、
14日間経過していない方
2.ご来場の際に、検温させていただく場合がございます。

3.ご来場の際に、
氏名・連絡先をご記入いただく場合がございます。
感染者が発生した場合は、保健所等の追跡調査に協力するために、お名前・連絡先等を使用
することがあります。
4.
「手洗い」
「手指の消毒」
「マスクの着用」のご協力をお願いします。
5.
「咳エチケット」
をお守りください。
マスクを着用していても、
咳・くしゃみの際はハンカチやティッシュ等で口と鼻を覆い、
他人から顔をそらしてください。
6.ほかのお客様との距離をできるだけ取るようお心がけください。
整列や入退場、
移動時等ソーシャルディスタンスの確保にもご協力ください。
7.開催時の状況により、
座席等の移動をお願いする場合がございます。

