八王子音楽祭 2O21の最新情報は、
ホームページまたは SNS をチェック！

ホームページ
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Instagram
@HachiojiMusic @hachiojimusic
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オリジナルエコバッグ！ 8/13（金）〜 8/31（火）23:59 まで

【コンビニ等のお買い物にぴったり！】
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主催・企画・制作・お問合せ

公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団
TEL：042-621-3005（9：00〜17：00）
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ジャンルを絞って︑
楽しく！

新型コロナウイルス
感染症対策について

3月 第５回
5月 第６回

2019年
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八王子音楽祭〜音楽の森〜
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 ࠰ࡦࡒࡦࠞࡦޔᴛᧁ⦟ሶޔ᥍㓷ᒾޔਃᶆᢥᓆ߆߶ޓ

2010年 12月 第３回


新春八王子音楽祭

 Ꮉฎᩉᐳ߆߶ޓࠞࡍࠝޔ࠴࠶ࠖࡧࡁ࠳ࠣࡏࡗࡑޔࠛ࠾ࡓࡦࠕޔ

2011年 12月 第４回

̪ ฦࠗࡌࡦ࠻ࡍࠫߦ࿖ᣛࠍឝタߒߡ߹ߔ߇ޔ㖸ᭉߩ࡞࠷ߪ⻉⺑ߏߑ߹ߔߩߢ
⋡ߣߒߡߏⷩߊߛߐޕ

＊

1月 第１回

2008年 12月 第２回



街中に進出し︑
多様なジャンルで！

●オンラインイベント●
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ホールでクラシックを
中心に！

●展覧会●
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八王子音楽祭2021〜Music for Earth♪〜
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イベントカレンダー
13（金）

●オンラインイベント ●ホール公演
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８月

●展覧会

21（土）
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ホール公演

ホール公演
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ホール公演
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滞空時間 TaikuhJikang
（ヴォーカル／パーカッション）
（クラリネットほか）

白崎映美＆東北６県ろ〜るショー!!

（エキゾ盆踊り）

（ギター）

（ヴォーカル）
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９月４日（土）16:00開演（15:15開場） いちょうホール

大ホール

（八王子市本町24-1）
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９月４日（土）13:30開演（13:00開場） いちょうホール

小ホール

（八王子市本町24-1）

料

金

ోޛᏨ⥄↱⥸৻ޜ㧙ዊቇ↢એਅ

お申込み

⚦ߪ2߳

3歳未満入場不可

දജ㧤ᩣᑼળ␠ࡊࡦࠢ࠻ࡦ

6

7

ホール公演

ホール公演
㧔ࠛࠫࡊ࠻㧔

㧔ࡈࡦࠬ㧔

ࠛࠫࡊ࠻ᐭࠃࠅࠄࠇߢ
ᵴべߔࠆᣣᧄੱ࠻࠶ࡊࠢࠬߩ
ࡌ࠳ࡦࠨ߇ߎߩᣣߩߚߦ৻ᤨᏫ࿖㧋
ࡌ࠳ࡦࠬߩ㜑ࠍવ߃ࠆᧄᩰ⊛ߥ⥰〭ߣ
ࠕࡉ㖸ᭉߩ㝯ജࠍ߅ዯߌߒ߹ߔޕ

ᦺߩࡄޔࠆశ
Ꮕߒㄟࠕࡄ࡞࠻ࡑࡦߩ
ᄢ߈ߥ⓹ࠍ㐿ߌࠆߣ┙ߜਗ߱ฎᑪ‛߿
ᐢ႐ޔᎹ߇ᷰߖߡ̖
ߘࠎߥࠗࡔࠫ߆ࠄߪߓ߹ࠆࠦࡦࠨ࠻ޕ
ᐞጀ߽ߩ⸥ᙘߣߥߖ⦡ޔ㝯ജࠍ
ᜬߜ⛯ߌࠆⴝߺ↢߇ࡄޔߒߚ
㖸ᭉࠍ߅߅ߊࠅߒ߹ߔޕ

木村カスミ（ベリーダンサー）
ࡌ࠳ࡦࠬ⊒ߩᧄޔ႐̍ࠛࠫࡊ࠻̍ࠞࠗࡠࠍᵴ
േὐߦᐕ㑆ਛㄭ᧲ḧጯ⻉࿖߿࿖㓙⊛ߥࡈࠚࠬ
࠹ࠖࡃ࡞ࠦࡦࠢ࡞ߦⓍᭂ⊛ߦෳടߒᄙߊߩ⾨ࠍ
ൎߜขࠆ࡞ࡃࡠࠣޕൻߩᤨઍߦ߅ߡޔᣣᧄੱ
ࠕ࠹ࠖࠬ࠻߽ᄖ࿖ߦቯߒߡ߅ࠅޔᒰߩ⧓ⴚኅ
એߦࡌ࡞ߩ㜞ࠕ࠹ࠖࠬ࠻߇߅ࠅࠞࠬࡒ߽
ߘߩ৻ੱߢࠆ᧲ߪߢޕᵗੱߢߪߚߛ߭ߣࠅޔ
ࠛࠫࡊ࠻ᐭ߆ࠄޟᑼ⧓ⴚ⸵น⸽ࠍޠᓧࠆߦ⥋ࠅޔ
࠻࠶ࡊߦߞߡࠆ⇇⊛࠳ࡦࠨߢࠆޕ

㝯ᖺߩࡌ࠳ࡦࠬ
ฎઍࠛࠫࡊ࠻ߩችᑨ⥰〭ߦḮࠍᜬߟࡌ࠳ࡦࠬ
ߪޔච৾♿ࠝࠬࡑࡦ࠻࡞ࠦᏢ࿖ᤨઍߦ㐿⧎ߒޔ
ᣣߦ⥋ࠆᖘਭߩ㝯ജࠍᗵߓߐߖࠆౖဳ⊛ߥ᳃ᣖ
⥰〭ߢߔޕᐩ߆ࠄḝ߈߇ࠆࠕࡆ࠶ࠢ㖸ᭉߣ
ߩߘߦޓޓᛛ⧓ࠍᭉߒࠎߢ㗂߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
出

演

ᧁࠞࠬࡒ
ࡌ࠳ࡦࠨ࠭
㧒0CUKOޔ0QCTCޔ5VGNNC /CTKUUޔ.KGP㧓

ࠕࡆ࠶ࠢࡃࡦ࠼
㧒↰߭ࠈߺ㧤ࡧࠔࠗࠝࡦޔᏱม㧤࠙࠼ޔ
┙ጤẢਃ㧤࠳ࡉ࠶ࠞ㧓
ᴛ⧷ሶ㧒มળ㧓

９月11日（土）15:00開演（14:30開場） 南大沢文化会館

主ホール

（八王子市南大沢2-27）

料

金

ోޛᏨᜰቯޜߩળ㧙৻⥸

プログラム

お申込み

ࠖ࠺ࠗࠨޔޠࠬ࡞ࡉࠢ࠶ࡆࠕޟ᳃ᣖ⥰〭ޠࠢ࠶࠾ࠝࠔࡈޟ
ࠕࡆࠕࡦ࠽ࠗ࠻ޟశߩᄛ߆߶ޓޠ

⚦ߪ2߳
未就学児入場不可

アコーディオン

ギター

河野文彦

藤野由佳

ࠡ࠲ࠬ࠻ޔ✬ᦛኅޕᐕߦ
UV ࠕ࡞ࡃࡓ ޟ㧰ࠢࠬޕ⊒ࠍ ޠ
ࡦ࠻ࡦ࠭ߩࡔࡦࡃߣߒߡ
ߎࠇ߹ߢ࠼ࡑ ޟቅ⁛ߩࠣ࡞ࡔޔޠ
ޟ㊁ᱞ჻ߩࠣ࡞ࡔߩߤߥ ޠ㖸ᭉࠍ
ᜂᒰߔࠆ߶߆⥰ޔบ㖸ᭉ߽ᚻដ
ߌࠆޕ

ᐜዋᤨࠃࠅࠢࠪ࠶ࠢࡇࠕࡁࠍ
ቇࠎߛᓟ ޔ㎛⋚ᑼࠕࠦ࠺ࠖ
ࠝࡦ߳ォะࡦࠝࠖ࠺ࠦࠕޕᝄ
⥝ද⼏ળℂ㐳ਛ᎑ᱜ᳁ޔ
ࡄߦߡ࠳࠾ࠛ࡞  ࡐ᳁
ߦᏧ ޕᐕߦ࠰ࡠࠕ࡞ࡃࡓ
ߩ⑺ޟశޕࠬࠍޠ

パーカッション

井谷享志

ᣢሽߩ㗔ၞߦߣࠄࠊࠇߥ⁛
⥄ߩᗵⷡߣᐢജߢޔ
࿖ౝᄖߩ᭽ࠦ ޔࡉࠗߥޘ
࠺ࠖࡦࠣߦෳട〯⥰ޕኅ߿ᤋ
ኅ↹ޔኅޔߤߥੱޔ㖸ᭉ
ኅ એ ᄖ ߩ ࠕ  ࠹ࠖࠬ ࠻ ߣ ߩ
ࡄࡈࠜࡑࡦࠬ߿߽Ⓧᭂ
⊛ߦⴕߞߡࠆޕ

９月17日（金）10:30開演（10:00開場） 南大沢文化会館

交流ホール

（八王子市南大沢2-27）

料

金

ోޛᏨ⥄↱ޜߩળ㧙৻⥸

プログラム

ࡄߩⓨߩਅߩ࡞ࡉ࡞ࠚࠪޔ㔎ޔ
ࠢࡠ࠼ߩߚߩ࠲ࡦࠧ߆߶ޓ

お申込み

⚦ߪ2߳
未就学児入場不可

ᓟេ㧤ฎઍࠝࠛࡦ࠻ඳ‛㙚␠⥸৻ޔ࿅ᴺੱᣣᧄࠢࠪ࠶ࠢ㖸ᭉᬺදળޔ
␠⋉ ޓޓ࿅ᴺੱోᣣᧄㇹ⧓⢻දળ␠⥸৻ޔ࿅ᴺੱᣣᧄࠗࡌࡦ࠻දળ
දജ㧤વ⛔⧓⢻࠽ࠞ࠷ࡏࠕ࠷
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展覧会

ࠞࡦ

ࡈࠖ

࠹

ࡦ

ࡦ࠼

©᧻ਅጪᔒ

ࡦ
ࡈࠜ
ࡃ ࡈࠞ㧓
ࠕ
㧒

©松下岳志

⇇ฦ࿖ߩࠅߣࠄࠁࠆᭉེ߇ᄢ㓸ว㧋
ࠬࡑ࠻ࡈࠜࡦߢᭉེߩ㖸ࠍ⡬߈ߥ߇ࠄዷ␜ࠍߏⷩߚߛߌ߹ߔޕ
ᭉེࠍㅢߒߡ⇇ᣏⴕࠍߒߡࠆࠃ߁ߥ᳇ಽࠍ߅ᭉߒߺߊߛߐۭ

展示楽器

監

修

ࡃࡈࠜࡦ㧒ࠕࡈࠞ㧓ޔℚℛ㧒ਛ࿖㧓ࡄ࡞ࡂ࡞ࠤ࠶࠾ޔ㧒ࠬ࠙ࠚ࠺ࡦ㧓ޔ
࠳ࡉ࠶ࠞ㧒ࠕࠫࠕ㧓߶߆⚂ὐࠍ੍ቯ

小日向 英俊 ( 東京音楽大学客員教授 )

９月2日（木）〜９月5日（日）

いちょうホール 第1・2展示室（八王子市本町24-1）

ࠞ
㧓
࠳ࡉ
ࠫࠕ
㧒ࠕ

9月2日
（木）
・3 日
（金） 13：00〜20：00（最終入場 19：30）
9月4日
（土）
・5 日
（日） 10：00〜17：00（最終入場 16：30）
入場料

©松下岳志



発売日

㧒ᧁ㧓

© Seizo Terasaki

̪߅↳ㄟߺߩ⚦ߪ2߳
̪ᗵᨴኻ╷ߩߚߩੱᢙⷙߦࠃࠅޔ㧛ᤨ㑆ߏߣߦ႐ᤨ㑆߇ᜰቯߐࠇߚ࠴ࠤ࠶࠻ߣ
ߥߞߡ߅ࠅ߹ߔޕૉߒޔዷ␜ળ႐ߩᷙ㔀⁁ᴫߦࠃࠅ႐ࠍ߅ᓙߜߚߛߊ႐ว߇ߏ
ߑ߹ߔޕ㧒೨੍⚂น㧓

᧲੩㖸ᭉᄢቇቴຬᢎ㧒㖸ᭉቇ࡞࠲ࠪ ޔ㧓ޕ㕍ጊቇ㒮ᄢቇᢥቇㇱޔ
ᵞ⿷ቇ㖸ᭉᄢቇ㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ  ޕᐕ࿖┙㖸ᭉᄢቇᭉℂ⑼තޕ
 ᐕࠗࡦ࠼࿖┙ࡃ࠽ࠬ  ࡅࡦ࠼࠘ᄢቇᄢቇ㒮ୃੌ 㧒/2JKN
/WUKEQNQI[㧓ޕਥ⪺ߦࠬ࠽ࡃ࠼ࡦࠗޡ㖸ᭉᱦᤨ⸥  ޢᐕ  ޔਥⷐ
⺰ᢥߦ ޟ6JGTGEGRVKQPQH#UKCPOWUKEUKPOQFGTP,CRCP9JQYGTG
NGCTPKPI+PFKCPOWUKE!  ޠᐕ ޟޔධࠕࠫࠕߩᄥ㥏ߩࡈࠖ࡞࠼ࡢ
ࠢ߆ࠄ  ࠦ࡞ࠞ࠲ߩ࠲ࡉ  ࡃࡗࡦ   ޠᐕ ઁᄙᢙ ޕᐕ
ࠃࠅࠬࠪࡘࡑ  ࠝࡑ࠲  ޔᐕࠃࠅࠢࠪࡘ࠽  ࠴ࡖࠢࡧࠔ࡞࠹ࠖߩ
ฦ᳁ߦࠪ࠲࡞ࠍᏧޕ᭽ߥޘᄢቇߢ⇇㖸ᭉࠍ⻠ߓߥ߇ࠄߑ߹ߐ ޔ
߹ߥ␠ળੱ⻠ᐳ⻠Ꮷ߽ᱧછޕㄭᐕߪࠕࠫࠕવ⛔㖸ᭉߣᣣᧄߩ᳃ଶ⧓
⢻ߩࠕ࠻ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߦ߽㑐ࠊࠆ ޕᐕޟ ࡓࡃ࡞ࠕ  ࡠ࠰ ޔ
߆ࠅߩਅߢޓ7PFGTVJG/QQPNKIJVޕࠬࠍޠ

ℚℛ

㧓

㧒ਛ࿖

©松下岳志

㐿ᦼ㑆ਛߦࡠࡆߦߡޔ⇇ߩᭉེߩ㖸⦡ࠍ⡬ߊߎߣ߇ߢ߈ࠆࡒ࠾ࠦࡦࠨ࠻ࠍ
㐿ߒ߹ߔ㧋ᤚ㕖߅ߒߊߛߐۭ
ࠡࡠ㧓

࡞
㧒ࡍ

世界の楽器展覧会 ロビーコンサート 会場：いちょうホール ロビー
9/2（木）12:15 〜 12:45 キルギスの楽器コムズ
ޓṶ㧤࠙ࡔ࠻ࡃࠛࡢࠞࡑࡦ㧒7OGVDCGXC-CN[KOCP㧓
⋡ᦛޓ㧤ࡃࠤ࡞ࡌ࠭߆߶ޓࡑࠞࠗࡖ࠴ޔ
9/3（金）12:15 〜 12:45 インドネシア・ジャワのガムラン
ޓṶ㧤᧲੩㖸ᭉᄢቇࠫࡖࡢࠟࡓࡦࠝࠤࠬ࠻߮ࡦࡓࠟޟታ⠌ޠᬺጁୃ↢
⋡ᦛޓ㧤ฎౖᦛࠢࡏࠡࡠ߆߶ޓࡓࡁࠕࡄࡦ࡚ࡆࡦ〭ࠟ⥰ࡢࡖࠫޔ
↳ㄟਇⷐⷰⷩήᢱ㧒ᐳᏨᢙ⚂Ꮸ߆ࠄߏ႐ߚߛߌ߹ߔ㧓
̪ⷰⷩ೨ߦᬌ᷷ᶖᲥߏㅪ⛊వ⸥╬ߦߏදജࠍߚߛ߈߹ߔޕ

〈音声ガイド〉
ߏ⥄りߩࠬࡑ࠻ࡈࠜࡦߦࠕࡊࠍࠇߡޔ
ᭉེߩ㖸ࠍ⡬߈ߥ߇ࠄዷ␜ࠍⷰⷩߔࠆ
ߎߣ߇ߢ߈߹ߔ߅ࠍࡦࠜࡈ࠻ࡑࠬޕᜬߜ
ߩᣇߪ᧪ߏޔ႐ߩ㓙ߦฝ⸥ߩࠕࡊࠍ
࠳࠙ࡦࡠ࠼ߒߏߢ࠻࠶ߣࡦࠜࡈࡗࠗޔ
ᜬෳߊߛߐޕ

ࠕࠗ࠶ࠪࡘࡂࡊ
㧒ࠕࠗ࡞ࡦ࠼㧓

̪#XCKNCDNGKP'PINKUJ

©本多晃子

ࡂ࡞ࡄ
࠾࠶ࠤ࡞࠺ࡦ㧓
㧒ࠬ࠙ࠚ
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ᬺදജ౮⌀ឭଏ㧤᧲੩㖸ᭉᄢቇઃዻ᳃ᣖ㖸ᭉ⎇ⓥᚲ

࠰ࡁࠨ࠙ࡦ࠼

11

オンラインイベント

オンラインイベント

㧔ࠩࡦࡆࠕ㧔 㧔ࠫࡦࡃࡉࠛ㧔 㧔ࡑ࠙ࠗ㧔

㧔
㧔ࠕࠗ࡞ࡦ࠼㧔 㧔ࠗࡦ࠼㧔 㧔ࡀࡄ࡞㧔 㧔ࡑ㧔

߶߆

講

േ↹ࠍⷰߥ߇ࠄࠕࡈࠞߩᭉེ̌ࠞࡦࡃ̍ߠߊࠅࠍ
ߒߡߺ߹ߖࠎ߆㧩
⛗ઃߌߩࠢ࠴ࡖ㧐Ṷᄼ⻠ᐳߥߤ㧛ߟߩേ↹ߢ
ᭉߒࡊࡠࠣࡓ߇⋓ࠅߛߊߐࠎ㧋
ᄐભߺߩ⥄↱⎇ⓥߦ߽ࡇ࠶࠲ߢߔۭ
ߟߊߞߚࠞࡦࡃߩ౮⌀߇ਗ߱ࠝࡦࠗࡦࡒࡘࠫࠕࡓ߽㐿㧋

師

中村 眞弥子（美術作家）
₺ሶ↢߹ࠇ₺ሶߩ
↹ኅ  ޕᐕࠃࠅᐔ㕙ຠ
ࠍਛᔃߦ࿖ౝᄖߢ⊒ࠄ߆ޕ
ߛߩᗵߓࠆⓨ㑆ߩߐ߆ 
ߚ߹ߩ⍮ߞߡࠆታߩශ
⽎  ߎߎࠈߩ᳞ߡࠆ᥉ㆉ
⊛ߥ߆ߚߜߦήᢙߩᗵⷡࠍ
㊀ߨߥ߇ࠄߩߟߣ߭߁߽ ޔᣣ
Ᏹ ࠍ ឬ ߊ ₺ ޕሶ 㖸 ᭉ ⑂
̌ᐘ ߖ ࠍ ㆇ ߱ ࠕ ࠻ ᭉ
ེ̍ࠍᜂᒰߩ࡞࠹ࡎޕო↹ޔ
ⵝৼޔ㘩ེࠢ࠶ࡉࠔࡈ࠻ࡦࡊޔ
ߥߤࠄߒߦነࠅᷝ߁ຠ߽
ᐢߊᚻ߇ߌߡࠆޕ
JVVROC[CMQPCMCOWTCLR

© Masahiro Honda

動画内容

生配信

①ハマる！アイリッシュ音楽とダンスの世界

9月3日（金）19：00〜20：00

永井 朋生（パーカッショニスト）

photo by Makoto Ebi

᧲੩⧓ⴚᄢቇᄢቇ㒮ୃੌޕ
⇇ฦߢળߞߚ⚛᧚߆ࠄ
㖸ࠍߟߌࠄ⥄ ޔᭉེ߆ࠄ
ߦ࠻ࡊࡦࠦߩ⥄⁛ޕၮߠ
ߡߩߢ࠼ࡦࡃ߿ࡠ࠰ޔ࿖ౝᄖ
ࠗࡉᵴേ߅ࠃ߮ޔ68ޔᤋ↹ߩ
ࠨࡦ࠻ࠍߔࠆޕਃ᧻ේ
ᢥൻഃㅧࡦ࠲ ޔޠࠠࡁ࠻ࠝޟ
ධᣇᾢᬮ⸥ᔨ㙚ޟ ޔධᣇᾢᬮ
㖸ᭉ ޔޠ,4 ߈ߩߊߦ✢ߩ㧝㧛㚞
ߩࡎࡓߩ㖸ᭉ ޟ5QWPFUHQT
5VCVKQPU ޔޠᄤ₺ᵮࠕࠗ࡞
ࡦ࠻࡞࠲ࡢࡆ࡞ౝߩ㖸
ᭉ╬ߩᣉ⸳ⓨ㑆ߩ㖸ߩ
࠺ࠩࠗࡦ߽ᄙߊᚻ߇ߌࠆޕ

⇇ਛߩ㖸ᭉࠍᭉߒߊቇߴࠆో㧝࿁ߩࠝࡦࠗࡦ⻠ᐳ㧋
↢㈩ାਛ⾰ߢ࠻࠶ࡖ࠴ޔࠍᛩߍ߆ߌࠆߎߣ߽ۭ
㊄ᦐߩᄛޔ⇇ਛߩ㕙⊕㖸ᭉᢥൻࠍޔ
ᷓជࠅߒߡߺ߹ߖࠎ߆㧩㧩

講 師

豊田 耕三

（アイリッシュフルート＆ティン・ホイッスル奏者）

ࠕࠗ࠶ࠪࡘࡈ࡞࠻㧐࠹ࠖࡦࡎࠗ࠶ࠬ࡞ᄼ⠪࡚ࠠࡈ࠼ࡦ࡞ࠗࠕ࡞ࠝޕ
࡞  ߦ႐ߒੱࠕࠫࠕޔೋߩ  ⾨ࠍᨐߚߔޕ6Q[QVC%GKNK$CPF ޔ1 ,K\Q ╬
ࠍਥቿ߽ߢࡆ࠹ޔᵴേߒߡࠆޕ
© Mizuho Fukahori

②謎多きインド・ネパールの古典楽器、
シタールの魅力に迫る！

9月10日（金）19：00〜20：00

講 師

サワン・ジョシ

（東京藝術大学非常勤講師、シタール奏者）

ࡀࡄ࡞ࠞ࠻ࡑࡦ࠭↢߹ࠇ ޕᐕࡀࡄ࡞ో࿖ฎౖᭉེࠦࡦࠢ࡞ߢ╙  ޕ
 ᐕࠃࠅ᧲੩⮫ⴚᄢቇ㖸ᭉቇㇱߢ㕖Ᏹൕ⻠Ꮷߣߒߡࠪ࠲࡞ߩᬺࠍᜂᒰޕ
 ᐕ %&*ޡ1652+%'ޕࠬࠍޢ

Ԙ⥄ಽߛߌߩࠝࠫ࠽࡞ࠞࡦࡃࠍߟߊࠈ߁㧋
ԙࠞࡦࡃࠍ⚵┙ߡࠃ߁㧋
ԚࠞࡦࡃߩṶᄼߦᚢߒࠃ߁㧋
ԛࠞࡦࡃߦߟߡ⍮ࠈ߁㧐ࡒ࠾ࠦࡦࠨ࠻

③歴史の歌、祭りの音〜西アフリカのグリオの音楽世界

9月17日（金）19：00〜20：00

講 師

鈴木 裕之

（国士館大学教授、文化人類学者）

̪ฦ࿁ޔേ↹ౝኈߪหߓ߽ߩߢߔޕ

࿖჻⥪ᄢቇᢎޕᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇりޕᢥൻੱ㘃ቇ⠪ࠞࡈࠕޕ㖸ᭉࠍ⎇ⓥᦠ⪺ޕ
ߦ ߩ࠻࠻ࠬޡ̆ઍࠕࡈࠞߩ⧯⠪ᢥൻ ޢ⇇ᕁᗐ␠㧙  ᐕ㧙ᷦᴛ 
ࠢࡠ࠺࡞⾨ઍࡈࡦࠬ  ࠛ࠶ࠗ⾨ฃ⾨ ╬ޕ

8月13日（金）〜8月19日（木）23:59 ※受付終了
2回目 9月11日（土）〜9月17日（金）23:59

視聴期間

1回目

視聴サイト

%QPHGVVK5VTGCOKPI6JGCVGT㧒ࠞࡦࡈࠚ࠹ࠖࠬ࠻ࡒࡦࠣࠪࠕ࠲㧓

ᬺදജ㧤

視聴サイト

%QPHGVVK5VTGCOKPI6JGCVGT㧒ࠞࡦࡈࠚ࠹ࠖࠬ࠻ࡒࡦࠣࠪࠕ࠲㧓̪⚦ߪ2߳

̪⚦ߪ2߳

料

金

お申込み

㧒േ↹ⷞ⡬ᢱࠞࡦࡃࠠ࠶࠻ㅍᢱᶖ⾌⒢ㄟ㧓
̪࠴ࠤ࠶࠻⾼ᤨߦㅜᚻᢙᢱ߇⊒↢ߔࠆ႐ว߇ࠅ߹ߔޕ

ฬ

%QPHGVVK㧒ࠞࡦࡈࠚ࠹ࠖ㧓
JVVRUYYYEQPHGVVKYGDEQOJCEJKQLKOWUKEHGUVKXCNAMCNKODC
̪9'$੍⚂ߩߺ࠼ࠞ࠻࠶̪ࠫࠢޓᷣߩߺ

ฃઃᦼ㑆㧤㧒᳓㧓㨨㧒᳓㧓
ᤋ㧤ਃ㊁✍ሶ

12

వ⌕

㋈ᧁᭉེ⽼ᄁᩣᑼળ␠

料

金

お申込み

ฦ࿁̪࠴ࠤ࠶࠻⾼ᤨߦㅜᚻᢙᢱ߇⊒↢ߔࠆ႐ว߇ࠅ߹ߔޕ
%QPHGVVK㧒ࠞࡦࡈࠚ࠹ࠖ㧓
JVVRUYYYEQPHGVVKYGDEQOJCEJKQLKOWUKEHGUVKXCNACECFGO[
̪9'$੍⚂ߩߺ

ฃઃᦼ㑆㧤㧒᳓㧓㨨ฦᣣ⒟ߩ೨ᣣ߹ߢ
ડ↹දജ㧤৻⥸⽷࿅ᴺੱ᳃ਥ㖸ᭉදળ
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オンラインイベント

オンラインイベント

₺ሶߩ߅ᐫߩ ̌ ߅ขࠅነߖࠣ࡞ࡔ ̍㧐㖸ᭉ⑂ࠝࠫ࠽࡞േ↹ࠍⷰߡޔ
߅ኅߢ⇣࿖ߩᢥൻࠍᭉߒࠆ㧋
㘩ߴ‛  㘶ߺ‛ߣ৻✜ߦߒ߅ ޔ㖸ᭉࠍถߒ߇ࠇۭ
㧔ࠗ࠲ࠕ㧔

㧔ਛ࿖㧔

イタリア編

中 国 編

₺ሶ  ၔጊᚻߦࠆࠗ࠲ࠕࡦ ̌ ࠬ࠻ࡦ࠹  ࠼࡞࠴ࠝ  ࡈࠖࡁ࠶ࠠࠝ ̍ ߩ
․ࠩ࠾ࠕࠍߏ⥄ቛߦ߅ዯߌ㧋
߅ߒࠩ࠾ࠕࠍ㘩ߴߥ߇ࠄࡐ࠽ ޔ᳃⻦  ࠞࡦ࠷ࠜࡀߥߤᭂߩࠗ࠲ࠕ㖸ᭉࠍ
ߏႊ⢻ߊߛߐۭ

出

演

出

村上 敏明（テノール）

竹川 由紀乃（アコーディオン）

࿖┙㖸ᭉᄢቇჿᭉቇ⑼ත
ᬺޕ࿖ౝᄖߩᄢ  ႐ߢᢙ
ᄙߊߩࠝࡍߦਥṶߒߡ
ࠆޕᐕ ߆ ࠄᐕ ㅪ ⛯
ߢޔ0*-࠾ࡘࠗࡗࠝࡍ
ࠦࡦࠨ࠻ߦṶ⮮ޕේ
࿅࿅ຬੱޕ᳇ታജߣ߽ߦ
ᣣᧄࠍઍߔࠆ࠹ࡁ࡞
ᚻߣߒߡޔᵴべߒߡࠆޕ

プログラム

視聴期間
視聴サイト
料

金

ࠨࡦ࠲࡞࠴ࠕޔᏫࠇ࠰ࡦ࠻߳ޔ
ࠞ࠲ࠞ࠲߆߶ޓ

田 宇（二胡）

࠲ߢ
ࡦ࠻ࠬ
ࠝࡉ
㧋
ߌ
ߊߛ
࠾ࠕۭ
⛘ຠࠩ

榎本 直美（茶芸&ワークショップ／宝蓮華 店主）
ᱦࠃࠅੑ⢫ࠍᆎޔᐕޔ
ਛ࿖㖸ᭉ ቇ 㒮 ᄢ ቇ ߦ
ቇޔੑ⢫ࠍኾ ޕᐕᧃ
ߦ᧪ᣣޕ
ᐕ᧲ޔ੩ቇ ⧓ ᄢ ቇ
ᄢ ቇ 㒮  ᦛ ኾ  ୃੌޕ
ᧄޔᩰ⊛ߦᦛ߿Ṷᄼᵴ
േޔੑ⢫ߩᜰዉࠍߒߡࠆޕ

⟲㚍⋵ᄥ ↰Ꮢりޕᱞ ⬿
㊁㖸ᭉᄢቇࡇࠕࡁ⑼තᬺޕ
ࡈߩṶᄼኅߣߒߡޔ
ᐕ㗃߆ࠄߪ࡛ࡠ࠶ࡄ
ࠕ࡞ࡊࠬᣇߩ᳃ᣖ㖸ᭉ
ߩࡃࡦ࠼ࠬࡊ࡞ࠕޟ㖸ᭉ࿅ޠ
ߦෳ ട ߒࠕߣ࠻ࠬ࠾ࠕ ࡇޔ
ࠦ࠺ࠖࠝ࠾ࠬ࠻ߣߒߡ᭽ޘ
ߥࠫࡖࡦ࡞ߢᵴേߒߡࠆޕ

宝蓮華
プログラム

ᄛ㧒ഏᄤ⪇ ߆߶ޓ⧎⩐⨊ޔ

ਛ࿖ᐭߩ㜞⚖⨥⧓Ꮷޔ㜞⚖⹏⨥ຬߩᐫਥ߇⥄ࠄ⨥⇌
߳⾈ઃߌߦⴕ߈⊝ޔ᭽߳ᦨ㜞⚖ߩ⨥⪲ࠍ߅ዯߌߒߡ߹ߔޕ
Ფᣣ㘶ߎߣߦࠃࠅりߩౝ߆ࠄஜᐽࠍߑߔߎߣ߇᧪
߹ߔ⽼ߩེ⨥ޔ⪲⨥ޕᄁޔਛ࿖⨥ᢎቶࠍⴕߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

視聴期間

9月4日（土）〜9月10日（金）23:59

%QPHGVVK5VTGCOKPI6JGCVGT

視聴サイト

%QPHGVVK5VTGCOKPI6JGCVGT

宝蓮華

㧒ࠞࡦࡈࠚ࠹ࠖࠬ࠻ࡒࡦࠣࠪࠕ࠲㧓ߪ⚦̪ޓ2߳

₺ሶᏒ↸
ৼ⋡
ᯅᧄࡆ࡞ภ
JVVRYYYJQWTGPMCEQO

㧒ࠞࡦࡈࠚ࠹ࠖࠬ࠻ࡒࡦࠣࠪࠕ࠲㧓ߪ⚦̪ޓ2߳

リストランテ・ドルチオーレ・フィノッキオ

㧒േ↹ⷞ⡬ᢱࠩ࠾ࠕㅍᢱᶖ⾌⒢ㄟ㧓

₺ሶᏒၔጊᚻ㧛㧝㧜㧜
JVVRYYYHKPQEEJKQLR

%QPHGVVK㧒ࠞࡦࡈࠚ࠹ࠖ㧓
JVVRUYYYEQPHGVVKYGDEQOJCEJKQLKOWUKEHGUVKXCNAIQWTOGVAKVCN[
̪9'$੍⚂ߩߺ

ฃઃᦼ㑆㧤㧒᳓㧓㨨㧒ᧁ㧓
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演

9月11日（土）〜9月17日（金）23:59

̪࠴ࠤ࠶࠻⾼ᤨߦㅜᚻᢙᢱ߇⊒↢ߔࠆ႐ว߇ࠅ߹ߔޕ

お申込み

₺ሶߩਛ࿖⨥  บḧ⨥ߩ߅ᐫ̌ ቲ⬒⪇ ̍ ߩ㜞⚖⨥⧓Ꮷ ޔ㜞⚖⹏⨥ຬ߇ㆬࠎߛ⨥⪲࠶࠻ࠍ
ߏ⥄ቛߦ߅ዯߌ㧋
᭑ᧄᐫ㐳ߦࠃࠆਛ࿖⨥  บḧ⨥ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߣੑ⢫ߩ⟤ߒ㖸⦡ࠍ㐓⾨ߒߥ߇ࠄޔ
⥄ቛߢࠫࡖࠬࡒࡦ⨥ 㧒⨊⩐⧎㦖⃨⨥㧓  ࠙ࡠࡦ⨥ 㧒ಓ㗂ὖ㦖⨥㧓 ࠍࠊ߃߹ߔۭ

料

金

お申込み

㧒േ↹ⷞ⡬ᢱ⨥⪲࠶࠻ㅍᢱᶖ⾌⒢ㄟ㧓
̪࠴ࠤ࠶࠻⾼ᤨߦㅜᚻᢙᢱ߇⊒↢ߔࠆ႐ว߇ࠅ߹ߔޕ

%QPHGVVK㧒ࠞࡦࡈࠚ࠹ࠖ㧓
JVVRUYYYEQPHGVVKYGDEQOJCEJKQLKOWUKEHGUVKXCNAIQWTOGVAEJKPC
̪9'$੍⚂ߩߺ࠼ࠞ࠻࠶̪ࠫࠢޓᷣߩߺ

వ⌕

ฬ

ฃઃᦼ㑆㧤㧒᳓㧓㨨㧒㧓

వ⌕

ฬ
15

オンラインイベント
㧔ᣣᧄ㧔

オンラインイベント
㧔ࠗࡦ࠼㧔 㧔ࠝࠬ࠻ࠕ㧔

㧔ࠗࡦ㧔

㧔ࡐࡦ࠼㧔

㧔ࡉࠫ࡞㧔

₺ሶࠁ߆ࠅߩࠕ࠹ࠖࠬ࠻߇ޔ
⇇ਛߩ㖸ᭉࠍ
;QW6WDGߢߏ⚫ߒ߹ߔۭ
߅⨥ߩ⬿ߢߩࠗࡉࠍq
ࠞࡔߢᓇ㧋
⥃႐ᗵ߰ࠇࠆ㖸ᭉ㛎ࠍ߅ዯߌߒ߹ߔ㧋

①インドの楽器の圧巻のパフォーマンス！

9月1日（水）13:00公開
※配信期限なし

竹原 幸一

出 演

竹原 幸一

Andy Bevan

出 演

石井 秀典

ᐕࠃࠅࠗࡦ࠼ߢ↢ᵴࠍߒߥ߇ࠄ
85GNXCICPGUJ᳁ ߦ ࠞ ࡦ ࠫ   ࠍޔ
6TKRNKECPG5JGMCT᳁ ߦ࠲ࡧࠖ࡞ࠍ Ꮷ
ߩߘޕᓟ6JKTWXCK[CT/WUKE%QNNCIG
߮#PPCOCNCK7PKXGTUKV[%JKFCODCTCO
ࠍතᬺߡߦ࠼ࡦࠗޕṶᄼ⚻㛎ࠍⓍߺ
ᐕߦᏫ࿖ޔᣣᧄߢߩṶᄼᵴേ
ࠍ㐿ᆎߔࠆޕ

Andy Bevan

Marcelo Kimura
／（ギター／ヴォーカル）

Marcelo Kimura

ࠨࡦࡄ࠙ࡠߩ㖸ᭉ৻ኅߦ↢߹ࠇߚޕ
⧯ᐓᱦߢ࠲࠻࠘ࠗߩ㖸ᭉቇᩞࠃࠅ
⻠Ꮷߩࠝࡈࠔࠍฃߌᜰዉ࡚ࠪޕ
ࡠࠨࡦࡃࡏࠨࡁࡧࠔߪ൩⺰ࠢ࠶ࡠޔ
߿ࠫࡖ߽࠭ห╬ߦߎߥߔޕዊ㊁ࠨ
߿ᷰㄝ⽵ᄦߣṶޕ

③日本の伝統楽器とイランの打楽器のコラボレーション！鳶Tombi

9月15日（水）13:00公開

※配信期限なし

出 演

小林 千恵子（ ）
山口 修平（トンバク）

⥄ὼ߿྾ቄ᛬ߩޘᖱ᥊ࠍޔᖱ⼾߆ߦᄼߢࠆᣣᧄߩવ⛔ᭉེޔߦޠޓޟነࠅᷝ߁
߆ߩᅤߊఝߒߊೞ߹ࠇࠆߩࡖࠪ࡞ࡍޔᛂᭉེޟޕࡓ࠭ߩޠࠢࡃࡦ࠻ޟᲑޠࠄߊߐࠄߊߐޟޠ
ߥߤߩฎౖ⊛ߥ߽ߩ߆ࠄޟ㠽ߩࠃ߁ߦߩߤߥޠઍ㇌ᭉߪߦࠄߐޔ᳃⻦߿ࡐ࠶ࡊࠬ
ߥߤޔᐢࠫࡖࡦ࡞ࠍṶᄼߔࠆޕ

視聴サイト

⋉⽷࿅ᴺੱ₺ሶᏒቇㇺᏒᢥൻ߰ࠇ⽷࿅
;QW6WDG࠴ࡖࡦࡀ࡞
JVVRUYYY[QWVWDGEQOEJCPPGN7%S57+$)Q&',75PWKN*:73

ᬺදജ㧤ᩣᑼળ␠ࠞࡈࠬ
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↳ㄟ
ਇⷐ

ⷞ⡬
ήᢱ

森 大輔（ピアノ）

₺ሶ㖸ᭉ⑂ೋߩ;QW6WDG.+8'㈩ା㧋
ࠢࠪ࠶ࠢ㖸ᭉߩᦛኅߚߜ߇ᓇ㗀ࠍฃߌߚޔ
ฦ࿖․ߩ࠭ࡓ߿㖸㓏ޕ
࿁ߪޔฦ࿖ߩ̌⥰〭㖸ᭉ̍ߦ⌕⋡ߒߥ߇ࠄޔ
ᭉߒ࠻ࠢߣ৻✜ߦࡇࠕࡁߩ㖸⦡ࠍ߅ዯߌߒ߹ߔۭ

᧲੩ᄢቇหᄢቇ㒮ࠍතᬺޕቇਛߪ᧲੩ᄢቇࡇࠕࡁߩળߦᚲዻߒޔᢙᄙߊߩṶᄼળߥߤߦṶߔ
ࠆ߶߆᧲ޔ੩ᄢቇࡇࠕࡁᆔຬળߩਥߔࠆㆬᛮቇ↢ࠦࡦࠨ࠻ߥߤߦ߽Ṷޕතᬺᓟ߽ࡦࠦࡆࡠޔ
ࠨ࠻ߥߤߦṶߒߚࠅߩࡁࠕࡇޔળߩ1$1)ṶᄼળࠍਥߒߚࠅߣޔⓍᭂ⊛ߦṶᄼᵴേࠍⴕߞߡࠆޕ
߹ߚߦᦛࡁࠕࡇޔ㑐ߔࠆ⤘ᄢߥ⍮⼂ࠍߒߪߦ⊛⥸৻ޔฬߩ⍮ࠄࠇߡߥຠߩṶᄼ᥉ߦ߽
ജࠍࠇߡࠆ╙ޕ࿁ో࿖ቇ↢ࠕࡑ࠴ࡘࠕࡇࠕࡁࠦࡦࠢ࡞㊄⾨╙ޔ࿁ࡈ࠶ࠪࡘᮮᵿ㖸ᭉࠦࡦ
ࠢ࡞৻⥸5ㇱ㐷㌁⾨߮ࡈࠖࠕ⾨╙ޔ࿁ࡌ࠹ࡦ㖸ᭉࠦࡦࠢ࡞ᄢቇ㒮↢$ㇱ㐷╙ޕ

プログラム

視聴期間
視聴サイト

（ディジュリドゥ/フルート/サックス）

ࠝࠬ࠻ࠕりⴚ⧓࠼࠺ࠕޕ
ᢎ⢒ᄢቇත᧲ޕධࠕࠫࠕࠍ৻ᐕඨᣏⴕ
ਛޔ᭽ߥޘᢥൻ߿વ⛔㖸ᭉࠍๆߒޔ
߹ߚࠨࠢ࠰ࡈࠜࡦ߆ࠄࡃࡦࠬࡈ࡞࠻
╬ࠍୃᓧࠕ࠻ࠬࠝޕේ᳃㧒ࠕ
ࡏࠫ࠾㧓߇ ↪ߔࠆ⇇ᦨฎߩᭉ
ེ࠺ࠖࠫࡘ࠼࠘ߩᣂߚߥ㝯ജߣน⢻
ᕈࠍᒁ߈ߔߎߣߦᚑഞߒߚޕ

山口 修平（トンバク） 小林 千恵子（ ）

演

／石井 秀典

②Part1. オーストラリアの不思議な楽器ディジュリドゥ！
Part2. ブラジル音楽ボサノヴァのリズムの魅力！
※配信期限なし

出

（ムリダンガム/モールシン） （タヴィル/カンジーラ）

ᐕࠃࠅࠗࡦ࠼ߣᣣᧄࠍᓔᓳߒߥ߇ࠄޔ
2CFOC$JWUJCP6*8KMMW8KPC[CMTCO᳁
ߦࠞ࡞࠽  ࠲ ࠞ 㖸 ᭉ㧒ධ ࠗࡦ ࠼ ฎ ౖ
㖸ᭉ㧓ߩℂ ⺰߮ᛂᭉེߩṶᄼᴺࠍ
Ꮷߒޔᣣශਔ࿖ߢṶᄼ⚻㛎ࠍⓍޕ
ᐕ᧲ޔ੩ߦߡ8KPC[CMTCO5EJQQNQH
5QWVJ+PFKCP2GTEWUUKQP 85526QM[Q
ࠍ㐿⸳ޕ

9月8日（水）13:00公開

生配信

㧔ࠬࡍࠗࡦ㧔 㧔ࠕ࡞ࡦ࠴ࡦ㧔

࡚ࠪࡄࡦᦛ㧙ࡐࡠࡀ࠭╙⇟⧷ޟ㓶ޠQR
ࠕ࡞ࡌ࠾ࠬᦛ㧙⚵ᦛ╙ࠅࠃޠࠕࡌࠗޟᏎ╙ᦛޟ᷼ޠ
ࡅ࠽ࠬ࠹ᦛ㧙⚵ᦛޠᦛ⥰࡞ࠝࠢޟQR߆߶ޓ

8月21日（土）15:30〜16:00

⋉⽷࿅ᴺੱ₺ሶᏒቇㇺᏒᢥൻ߰ࠇ⽷࿅
;QW6WDG࠴ࡖࡦࡀ࡞
JVVRUYYY[QWVWDGEQOEJCPPGN7%S57+$)Q&',75PWKN*:73

↳ㄟ
ਇⷐ

ⷞ⡬
ήᢱ

̪ᓟᣣࡉࠗࠞࠕޔ㈩ା߽ⴕ߁੍ቯߢߔ₺ߪ⚦ޕሶ㖸ᭉ⑂ࡎࡓࡍࠫࠍߏⷩߊߛߐޕ

八王子音楽祭×図書館

♪『世界の音楽』特集♪
⇇ߩ㖸ᭉࠍ߽ߞߣᷓߊ⍮ࠅߚᣇᔅ㧋
એਅߩ₺ሶᏒౝ࿑ᦠ㙚ߦޡޔ⇇ߩ㖸ᭉ․ޢ㓸ࠦ࠽߇ߒ߹ߔ㧋
ᧄ߿%&ࠍ୫ࠅߡ߅ޔኅߢᭉߒࠎߢߺ߹ߖࠎ߆㧩㧩
٨₺ሶᏒਛᄩ࿑ᦠ㙚̖̖̖̖㨭₺ሶᏒජੱ↸
٨↢ᶦቇ⠌ࡦ࠲࿑ᦠ㙚̖̖̖₺ሶᏒ᧲↸ࠢࠛࠗ࠻ࡎ࡞ౝ
٨Ꮉญ࿑ᦠ㙚̖̖̖̖̖̖̖̖㨭₺ሶᏒᎹญ↸Ꮉญ߿߹ࠁࠅ㙚ౝ
٨ධᄢᴛ࿑ᦠ㙚̖̖̖̖̖̖̖㨭₺ሶᏒධᄢᴛࡈࠬࠦධᄢᴛౝ
ᦼ⟎⸳࠽ࠦޣ㑆ޤ
₺ሶ㖸ᭉ⑂ᦼ㑆ਛ㧒㊄㧓〜㧒㊄㧓ߩ߁ߜߩ߆ࠇߕޔᣣ⒟ߢ⸳⟎੍ቯߢߔޕ
ቯᰴ╙₺ޔሶ㖸ᭉ⑂ࡎࡓࡍࠫߢ߅⍮ࠄߖߚߒ߹ߔޕ
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＊街を応援Project＊
ߎࠇ߹ߢ₺ޔሶߩࠞࡈࠚ߿ࠬ࠻ࡦߥߤ₺ߚ߈ߡߞߊߟߦ✜৻ߣ߹ߐߥߺߩⴝޔሶ
㖸ᭉ⑂ޔߢ࠽ࡠࠦޕᐕߩࠃ߁ߦⴝਛߢߩࠦࡦࠨ࠻߇ߢ߈ߥߊߥߞߡߒ߹ߞߚ
ઍࠊࠅߦࠍⴝޔᔕេߔࠆ⚵ߺߣߒߡએਅߩข⚵ߺࠍߒߡ߹ߔۭ

①

②
①

（P.6〜11）

窓口販売

9:00 〜 19:00（発売初日は10：00〜）

いちょうホール
南大沢文化会館

̪㧒ᣣ㧓߹ߢߏޔෳടߚߛߌࠆ
ޓᐫ⥩ࠍ㓸ߒߡ߹ߔ㧋
ࠄߜߎߪ⚦ޓ

＊Music for Earth＊
〜私たちにできる SDGｓ〜
₺ሶ㖸ᭉ⑂ߢߪ࡞ࡉ࠽ࠖ࠹ࠬࠨޔ㧒ᜬ⛯น⢻㧓ߥ⇇ࠍ⋡ᜰߒߡޔએਅߩߎߣߦ
ข⚵ࠎߢ߹ߔۭ

ߎߩ₺ሶ㖸ᭉ⑂
ࠟࠗ࠼ࡉ࠶ࠢߪޔⅣႺߦ㈩ᘦߒߚ
⚕ߣࠗࡦࠢࠍ↪ߒߡ߹ߔޕ

㧦⚕㧨ࠕ࠼࠾ࠬࡈ ₺ሶ⚕
ൻቇࡄ࡞ࡊࠍ1㧏⒟ᐲᷫࠄߒߚਛ⾰⚕ߢߔޕ
㧦ࠗࡦࠢ㧨ࡌࠫ࠲ࡉ࡞ࠝࠗ࡞ࠗࡦࠠ
ᑄ᫈ᬀ‛㊁⩿߆ࠄౣ↢ߐࠇߚ
ᴤߢࠄࠇߚࠗࡦࠠߢߔޕ

京王相模原線南大沢駅より徒歩３分

②
①

㖸ᭉ⑂ᑼ6YKVVGTࠍ
ࡈࠜࡠ㧐࠷ࠗ࠻ߒߡ
ߊߛߐߞߚᣇߦޔߦ߿ߐߒ
㖸ᭉ⑂ࠝࠫ࠽࡞ࠣ࠶࠭ࠍࡊࡦ࠻㧋
ߒߊߪࠟࠗ࠼ࡉ࠶ࠢߩⵣ⚕߳㧋

☎ 042-621-3001
☎ 042-679-2202

J:COMホール八王子 JR八王子駅南口 サザンスカイタワー八王子4階 ☎ 042-655-0809
JR八王子駅北口 八王子スクエアビル11階
学園都市センター
☎ 042-646-5611

電話・インターネット予約（発売初日は13：00〜）
【電話】（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団 ☎ 042-621-3005（9:00 〜17:00）
【インターネット】https://www.hachiojibunka.or.jp/ticket̲reserve
※事前の利用登録が必要です。

その他プレイガイド（P.6「和〜るど・ミュージック祭り！！」のみ）

e +（イープラス）

①

JR八王子駅より徒歩１５分
※上記２館は月曜休館（月曜が祝日の場合は翌日休館）

㖸ᭉ⑂ߩࠟࠗ࠼ࡉ࠶ࠢࠍ
⟎ߡߊߛߐߞߡࠆ߅ᐫࠍޔ
505ߢߏ⚫ۭ₺ሶߦߪ⚛ᢜߥ
߅ᐫ߇ᴛጊ㧋₺ሶ㖸ᭉ⑂ᑼ505ࠍ
ߗ߭࠴ࠚ࠶ࠢߒߡߺߡߊߛߐ㧋

ً

㖸ᭉ⑂ߩᢱࠗࡌࡦ࠻
ߦߏෳടߏ᧪႐ߚߛߚ
⊝᭽ߦ₺ޔሶᏒౝߩᜰቯߩ߅ᐫ
ߢ߃ࠆࠢࡐࡦࠍࡊࡦ࠻㧋
⦡ࠎߥᒻߢ₺ሶߩ߅ᐫࠍ
ᔕេߒࠃ߁ۭ

＊ホール公演・展覧会 プレイガイド＊

⚠ 注意事項

https://eplus.jp/sf/detail/3457910001-P0030001

財団インターネット予約

※事前の利用登録が必要です。

※車椅子をご利用の方は、チケット購入時にその旨お申し出ください。
※掲載されている出演者・曲目は、
変更になる場合がございます。

＊オンラインイベント プレイガイド＊
（P.12〜15）

Confetti（カンフェティ） https://s.confetti-web.com
上記ホームページ内にて 八王子音楽祭

で検索！

または、各イベントページ（P.12〜15）
のQRコードからお申込みください。

〇●スタッフのつぶやき●〇
ᦨㄭޔᣣᏱ↢ᵴߩਛߢࠃߊ⡊ߦߔࠆ㧽㧮㧱㨝ߣ߁ߎߣ߫ޕᕯߕ߆ߒߥ߇ࠄߢ߹ޔ㖸ᭉ⑂ࠟࠗ࠼
ࡉ࠶ࠢࠍߟߊࠆᤨ߽ޔߩ᳇ߥߒߦ⚕ࠍㆬࠎߢ߹ߒߚޕ
ޟߩߚߦߪߤࠎߥ⚕߇⦟ࠎߛࠈ߁㧩߁ࠈߛࠎࠆ߇ߩ߽ߥࠎߤߪࠢࡦࠗޟޠ㧩ⴕ⹜ߣޠ㍲⺋ޕ
ߘߩਛߢ߽ߦߐ߆ߚߚ߿ߐ⦟ߩ⚕ޔ᳇ߠߊߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
߹ߛ߹ߛᚻតࠅߢߔ߇ߊ߆ߦߣߪߕ߹ޔ⍮ࠈ߁ߣߔࠆߎߣ߇ߣߎࠆߺߡߓߪࠄ߆ࠈߎߣࠆ߈ߢޔ
ᄢޕ㖸ᭉ⑂ࠍ߈ߞ߆ߌߦ㑐ᔃࠍ߽ߞߡߊߛߐࠆᣇ߇㧛ੱߢ߽Ⴧ߃ߡߊࠇߚࠄሜߒߢߔ㧋
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