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戸田市文化会館

サロンコンサートｖｏ
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.70

TODA CITY THEATRE 劇団 ONE

自主

戸田市における文化芸術の振興と発展に寄与することを目的に戸田市文化会館が設立した劇団です。

12/12
12

文化会館では文化活動の中心となる創造者（クリエイター）を育成し、市
民が気軽に文化活動に参加する機会を提供するため、平成 24 年 12 月
に市民劇団「劇団 ONE」を発足しました。これまでシェイクスピアや三
島由紀夫などの著名な演劇作品をはじめ、書き下ろしのオリジナル作品な
ど、数々の作品に挑戦し、のべ 5,000 人以上の観客を動員しています。
毎年新たに団員を募集しており、地域住民の出会いの場、世代間の交流
の場、文化活動の場として親しまれ、多くの方が参加しています。

開演 15:30 〜（約 90 分）
会場 1 階 エントランスロビー
（日）出演 戸田交響楽団

■戸田市民交響楽協会協力事業
※入場制限を行う場合があります。

今年も団員を募集いたします！！詳細が決まり次第、文化会館ホームページ
やチラシにて発表いたします。お楽しみに！！

サロンコンサート vol.69 より（令和元年 12 月 22 日）

第 14 回戸田音楽祭

参加・助成事業

〜いつも音楽を身近に〜

9/19
稲葉洋子

奥田和子

奥田ななみ

小貫佳代子

久野ひとみ

小沼明子

9/26

【曲 目】
歌劇『ジャンニ・スキッキ』より
私のお父さん／ G. プッチーニ
舟歌 op.60 ／ F. ショパン
アニメ『鬼滅の刃』より 紅蓮華・炎
銀河鉄道９９９／タケカワユキヒデ ほか

小沼さゆり

共催／戸田市文化会館

（日）

開場 : 13: 15
開演 : 14:00
会場 : 大ホール

佐藤由里

第９回
定期演奏会
申込受付中

杉本春実

花田加代子

八幡恭子

山本沢奈

司会 椋本妙子

※当日の混雑を避けるため、事前に来
場者カードを戸田市文化会館にて配
布しております。

魅惑の音色 ハーモニカチャリティコンサートin戸田
主催・問い合わせ／ハーモニカ・ダイヤモンド・クラブ 大井川 090-9365-7184

ハートフル♡コンサート

2/13
令和4年

10/10

入場
無料
開場 : 13:30
（日）開演 : 14:00

【出演】シャルキィ・ロマ／トンボバンド／
ザ・ノーブランズ／荒木正一／
こどもっと☆とだ
【曲目】ラ・クンパルシータ、タイスの瞑想曲、
リベルタンゴ、情熱大陸、アイアイほか

お席をご利用のお子様もチケットをお申込みください。

【出演】 指揮：花坂義孝（上野の森ブラス トロンボーン奏者） 演奏 : オトなバンド戸田倶楽部
【曲目】 軽騎兵序曲、ボギー大佐、星条旗よ永遠なれ、ディズニー・アット・ザ・ムービー、
ミスティ（トロンボーン 花坂義孝）
、ジャパニーズ・グラフィティーⅣ〜弾厚作 作品集〜 ほか
※曲目・曲順は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※曲目・曲順は変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

主催・問い合わせ／オトなバンド戸田倶楽部 otonaband̲todaclub@yahoo.co.jp

後援／埼玉県ハーモニカ協会 , 全日本ハーモニカ連盟 , ニッポン・ハーモニカ・クラブ（NHC),（株 )トンボ楽器製作所 , 戸田市立福祉作業所ゆうゆう

会 さ
ぴ ロ
プ 友 オンライン HP https://todaclub.oﬃcial.jp/
オトなバンド戸田倶楽部

TODA ミュージックパーク

2/5

（ 土） 会場 : 大ホール
事前予約制

※詳しくは WEB もしくはチラシをご確認ください。

平成 25 年度（第８回）までの音楽祭は、音楽祭の意
義や開催趣旨に賛同したボランティア市民（公募による）
によって実行委員会を組織し（事務局＝文化会館）、各
回事業の企画・実施を行ってまいりましたが、平成 26
年度（第９回）からは、音楽祭の目的に賛同する市民の
参加機会を広げ、かつ斬新なアイディアを掘り起こすこ
とを主眼として、音楽祭事業を公募する、いわゆる「公
募型参加事業」に生まれ変わりました。

開演 : 13:30

※詳しくは WEB もしくはチラシをご確認ください。

戸田市文化会館大ホールのステージで、器楽アンサンブルの合同演奏会を開催します。
特別ゲストは、多くのファンを持つブラスアンサンブルの大御所「上野の森ブラス」
。
素晴らしい演奏をお楽しみください。
主催／ TODA ミュージックパーク実行委員会

公式ホームページ https://todamusicpark.wixsite.com/my-site-1

音楽祭事業を広く市民から公募します

開場 : 12:45

（ 土） 会場 : 大ホール

音遊びの小さなお庭「プレイガーデン」戸田市文化会館大ホールのステージの上で音楽とともに物語
が進んでいきます。あなたも物語の登場人物の一人として謎解きやボディパーカッションを楽しみな
がら素敵な時間を一緒に過ごしませんか？
主催／ TODA ミュージックパーク楽器体験実行委員会

第 15 回

2/5
令和 4 年

9 :30
開演 : 10: 15
開場 :

■ 問い合わせ／ todamusicpark@gmail.com

入場
無料

ートガーデン
コンサ

プレイガーデン
令和 4 年

パネルシアターも
有ります

抽選でミニハーモニカプレゼント！

※ご入場にはチケットが必要です。

事前予約制

自由

管弦楽：戸田交響楽団

※曲目・曲順は変更になる場合がござ
います。あらかじめご了承ください。

オトなバンド戸田倶楽部

■申込先

一
般 1,000 円
高校生以下 500 円

全席

【曲 目】交響曲第 8 番／ A.ドヴォルザーク
歌劇「魔笛」序曲／ W.A. モーツァルト
喜歌劇「こうもり」序曲／J. シュトラウス
ロッキーのテーマ／ B. コンティ ほか
※曲目・曲順は変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※３歳未満のお子さまの入場はご遠慮ください。
前売中
会 さ
ぴ ロ
プ 友 オンライン
戸田交響楽団
後援／戸田市民交響楽協会

開場 : 13:15
開演 : 14:00
（日）会場 : 大ホール

入場無料
350席限定

共催

【出 演】指揮：笹﨑榮一（戸田交響楽団 音楽監督）

※入場制限を行う場合があります。

小梁川徳子

後援／戸田市

主催・問い合わせ／戸田交響楽団 TEL090-8963-1975 http://www.todakyo.com/

主催・問い合わせ／小沼明子 090-8565-7587

開場 : 13:30
開演 : 14:00
会場 : 大ホール

第８回公演「三島由紀夫＋明智光秀」より
＜令和３年６月６日（日）公演＞

“とだきょう音楽祭 2021” 戸田交響楽団 第68回定期演奏会

第 2 回オータムコンサート 2021
入場
（日） 無料

自主

劇団ＯＮＥは、文化推進プロジェクトの一環として、演劇活動を通じ、団員の親睦と世代間の交流を図り、

〈クリスマス特集 〉＞

入場
無料

新型コロナウイルスの影響により内容
の変更や中止となる場合があります

総合案内パンフレット

戸田音楽祭

公式ブログ https://todamusicpark.wixsite.com/my-site-1/blog

参加・助成事業募集

助成金を交付します
文化会館は、
「戸田音楽祭参加・助成事業募集
要綱」に定められた範囲内で決定された事業に
助成金を交付いたします。
※助成金額は、事業の形態により異なります。
【
「第 15 回戸田音楽祭参加・助成事業募集要綱」
「第 15 回戸田音楽祭参加・助成事業申請書類」
は文化会館にて配布しているほか、ホームペー
ジからダウンロードできます。
】

「戸田音楽祭参加・助成事業選考会議」
の設置
市民から広くエントリーされた事業を公平かつ公正に審査・
決定する機関として、
有識者等で構成する「戸田音楽祭参加・
助成事業選考会議」を設置（非公開）いたします。
※文化会館は、応募された全ての事業の中から戸田音楽祭
の参加事業として相応しい事業の選考並びにそれに伴う助成
金の予定交付額の決定を同会議に委任します。これにより選
考・決定された結果が文化会館に答申されます。文化会館は
その答申に基づき、助成金を実施団体等に配賦いたします。

\\ 音楽祭の主役は、市民の皆さんです //

音楽祭助成対象事業に決定した事業の主催者は、実施団体となります。クレジットの表記は、次のとおりです。
【主催＝実施団体等 共催＝戸田市文化会館 後援＝戸田市】
★新型コロナウイルス感染症予防のための対策を講じ、文化会館での実施にあたっては、「新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート」を提出していただきます。

【第 15 回戸田音楽祭事業 応募受付期間】 ９月 30 日（木）まで エントリーされる団体等は、左記の期日までに文化会館へ申請書類一式をご提出ください。
【第 15 回戸田音楽祭事業 開催期間】 令和４年９月１日（木）
〜令和５年３月３１日（金） 左記の期間内で実施できる音楽祭事業の申請となります。
■文化会館では、第 15 回戸田音楽祭参加・助成事業の応募に関し、
相談窓口を開設します。日程の調整や予算書の組み方・その他不明な点等がございましたらお気軽にご相談ください。事前に要予約。

TEL 048-445-1311

FAX 048-445-1310

E-mail toda̲ongakusai@todacity-culturehall.jp

〜お知らせ〜 令和５年度より、戸田音楽祭のリニューアルを検討中です。令和４年度発行の戸田市文化会館総合案内パンフレットまたはホームページにて詳細をお知らせいたします。

