
月 火 水 木 金 土 日

 1 関係者関係者
のみのみ 2 TICKETTICKET 全席全席

自由自由 3
町田市立堺中学校 
合唱コンクール

第12回  
ハワイアンショー2021

10：00
主催：町田市立堺中学校

4 5 6 関係者関係者
のみのみ 7 8 関係者関係者

のみのみ 9 10 TICKETTICKET 全席全席
指定指定

設備点検 設備点検

八王子市立鑓水中学校 
合唱コンクール

第20回設備安全の日（安全大会）

リハーサル

バレエシャンブルウエスト
第91回定期公演「シンデレラ」全幕

10：30 
八王子市立鑓水中学校 

　042-675-7331

11 12 関係者関係者
のみのみ 13 関係者関係者

のみのみ 14 関係者関係者
のみのみ 15 関係者関係者

のみのみ 16 TICKETTICKET 未就学未就学 17 入場入場
無料無料

設備点検

町田市立町田第二中学校 
合唱祭

東京都盲人福祉大会
八王子大会

八王子市立松木中学校 
学芸発表会

八王子市立第六中学校 
音楽祭

葉加瀬太郎 
コンサートツアー2021

「SONGBOOK」

第71回八王子市民文化祭（開会式）
「第43回音楽芸術フェスティバル」

10：00 
主催：町田市立町田第二中学校

10：00 
特定非営利活動法人八王子視覚障害者

福祉協会 042-642-3001

9：50 
主催：八王子市立松木中学校

9：45 
主催：八王子市立第六中学校

16：00 8,800円
キョードー東京 0570-550-799（平日

11:00～18:00、土日祝10:00～18:00）

18 関係者関係者
のみのみ 19 関係者関係者

のみのみ 20 関係者関係者
のみのみ 21 関係者関係者

のみのみ 22 関係者関係者
のみのみ 23 TICKETTICKET 未就学未就学 全席全席

指定指定 24
八王子市立みなみ野中学校 
合唱祭

八王子市立中山中学校 
第42回音楽祭

八王子市立楢原中学校 
合唱コンクール

八王子市立打越中学校 
合唱祭

八王子市立椚田中学校 
音楽祭

中村勘九郎 中村七之助 
錦秋特別公演 2021

9：45
主催：八王子市立みなみ野中学校

10：00
主催：八王子市立中山中学校

主催：八王子市立楢原中学校 9：30
主催：八王子市立打越中学校

9：30
主催：八王子市立椚田中学校

25 関係者関係者
のみのみ 26 関係者関係者

のみのみ 27 関係者関係者
のみのみ 28 関係者関係者

のみのみ 29 関係者関係者
のみのみ 30 TICKETTICKET 全席全席

指定指定 31 関係者関係者
のみのみ

八王子市立由井中学校 
合唱コンクール

八王子市立七国中学校 
合唱コンクール

八王子市立浅川中学校 
音楽祭

八王子市立第五中学校 
合唱コンクール

八王子市立第七中学校 
合唱コンクール

八王子フィルハーモニー
管弦楽団
第62回定期演奏会

八王子市中学校芸能祭 
音楽発表会

八王子市立由井中学校 042-642-2148
※今後の状況により変更の可能性もございます。

9：30
主催：八王子市立七国中学校

10：00
主催：八王子市立浅川中学校

9：30
主催：八王子市立第五中学校

14：00 1,000円 八王子フィルハー
モニー管弦楽団 contact1@8-po.net
※膝上鑑賞無料。ただし席が必要な場合は有料。

10：30 
甲ノ原中学校 042-623-4281 

※生徒、保護者のみ

11：30 4,000円 
メア ハワイ 042-627-2133

※開演時間が12：00から11：30へ変更となりました。
6/12のチケットをお持ちのお客様は、開演時間が変更と
なりましたので、お間違えの無いようお気を付けください。

10：00 主催：JR東日本八王子支社設備部

19：00 主催：日本大学明誠高等学校

令和4年度 日本大学明誠
高等学校 入試説明会

9：30 
八王子市立第七中学校 042-661-1545

公演予定

関係者関係者
のみのみ

13：30 音楽芸術フェスティバル推進
委員会（宮﨑） 042-623-5547
※開催の有無についてはお問い合わせください。マスクの
着用および感染防止対策にご協力ください。

11：30／15：30 S席 8,800円／A席 
7,800円／B席 5,000円／錦秋グッズ付きチ
ケット 9,300円 サンライズプロモーション
東京 0570-00-3337（平日12：00～15：00）

13：00／18：00 SS席 10,000円／S席 8,000円
／Ａ席 5,000円／親子SS席 15,000円／親子S席 
12,000円／親子A席 7,500円 バレエシャンブル
ウエスト事務局 042-624-4037 ※3歳未満入場不可

（3歳以上有料）、親子席のお子様は3歳～小学6年生まで。

貧しい身なりでも心の優しいシンデレラが仙女の魔法によって舞踏会へ行き、王
子様と結ばれる　～いつの時代にも見る人に夢を与えてくれるシンデレラ。プロコ
フィエフの流れるような旋律のなかでバレエシャンブルウエストが贈るシンデレラ
ストーリーをぜひ劇場で体験してください。

16
日

葉加瀬太郎 コンサートツアー2021
「SONGBOOK」

10
日

バレエシャンブルウエスト
第91回定期公演「シンデレラ」全幕

今年ソロデビュー25周年を迎えるヴァイオリニスト、葉加瀬太郎。ニューア
ルバムをひっさげ秋ツアーを開催!! 毎年進化し続けるライブパフォーマン
スと情熱的なヴァイオリンの音色、そして軽快なトークは必聴必見！ 25周
年の集大成となる今ツアーをお見逃し無く。

2
日 第12回 ハワイアンショー2021

第12回Hawaiian Show.昨年はコロナ感染対策を徹底し、沢山
のダンサー、ご来場の皆様のご協力を頂き、生バンド演奏で束の
間のハワイの時を送る事が出来ました。今年もAlohaの気分一杯
にしてお待ちしています。

中村勘九郎、中村七之助が全国へ歌舞伎を届けたいとの思いからスタートさせ
た巡業公演が開催。有名な伝説を舞踊化した「浦島」、春日大社「第六十次式年
造替記念」の奉納舞踊として創作された「甦大宝春日龍神」、そして普段聞けな
いお話しに華を咲かせるトークコーナーで歌舞伎の世界をお楽しみください。

23
日

中村勘九郎 中村七之助 
錦秋特別公演 2021

イベントスケジュール
　　サザンスカイタワー4Fのホール総合受付で購入できます。
※�記載の公演内容は2021年8月15日現在のものです。追加、および変更される�
場合がございますので、ご了承ください。金額は税込表示です。
※残席状況他、公演の詳細については、各問い合わせ先へお願いいたします。

TICKETTICKET

関係者のみ入場可関係者関係者
のみのみ 全席自由全席全席

自由自由チケット販売ありTICKETTICKET 未就学児童入場不可未就学未就学 全席指定全席全席
指定指定 入場無料入場入場

無料無料
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