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多摩ユースオーケストラ

第４２回公演

管弦楽入門 ２０１８

多摩ユースオーケストラ・バンブーオーケストラ・スペシャル合唱団のコンサート

２０１８.

わたしたち＆ぼくは

５ ３
■

開場 １５：３０ 開演 １６：００
（木・祝） パルテノン多摩大ホール

● オーケストラによる オープニング演奏
● 東京楽竹団・バンブーオーケストラによる演奏
戦颱風／竹の大地／島唄／にぎわいの森
● スペシャル合唱団による演奏
混声合唱 ジャズミサ Bob Chilcott A Little Jazz Mass
わらべうた あんたがたどこさ Antagata-dokosa

トラ

モグ

ちい

ソックス

以前このコーナーで紹介された『クマくん』がいなくなり、
とてもさびしい毎日を送っていましたが、4匹の新しい家族が
増えたので紹介します。
左から『トラ』（5歳♀）、『モグ』（7歳♀）、『ちい』（7歳♀）、
『そっくす』（10歳♂）です。
『トラ』と『ちい』はとっても仲良しでいつもじゃれ合っています。
その間に『もぐ』が入ると、たちまち喧嘩になり、騒がしい日々
が続いていますが…、いま一番の“困ったちゃん”は外に出る
とネズミを咥えて帰ってくる『そっくすくん』です。
でもこの4匹は『鍵浩』の看板猫として、スタッフみんなの心を
癒してくれる大切な家族です。 いつまでも元気でいてね。
上之根大通り『鍵浩』

● 多摩ユースオーケストラとバンブーオーケストラによる演奏
外山雄三 作曲
管弦楽のたまのラプソディー
指揮

Yuzo Toyama RHAPSODY for orchestra

松村 秀明

ドヴォルザーク

Symphony No.8 G dur op.88

合唱指導 柳田るり子

竹（バンブー）で楽器をつくって５・３のコンサートでオーケストラと一緒に演奏しよう ！
竹で楽器をつくって
コンサートで演奏する
たのしい打楽器ワークショップ

バンブーオーケストラ
出演者募集

☆プレゼントコーナー☆

☆ステップ①②③に参加してね♪
ステップ①

●会場はパルテノン多摩です●

ステップ②

ステップ③

竹を使って楽器を作ろう！

竹楽器を練習しよう！

舞台でリハーサル

４月14日（土）

４月２８日（土） リハーサル室
１ ４：３０〜１ ６：３０

５月２日（水） 大ホール
１ ７：３０〜１ ９：３０

リハーサル室

１ ４：００〜１ ６：３０
材料費５００円が必要です

年齢の上限制限はありません

参加費用 （当日材料費５００円）

オーケストラと合わせよう！

いよいよコンサート本番！

４月30日（祝） リハーサル室
１ ５：３０〜１ ８：３０

５月３日（木祝） 大ホール
１ ２：００集合予定 １ ６：００開演

□参加申込みはメールで 年齢／新学年／お名前 （小・中学生は保護者名も） を送信してください。

★ 1.『落合団地商店街お買物利用券 』（500円券×2）

★
★
★
★
★

交響曲 第８番 ト長調 作品８８
A.

新小学1年生から
だれでも 参加できます

★

Tama Youth Orchestra

合唱指導／柳田るり子
ピアノ／河合良一 ベース／多田信吾
ドラムス／西村匠平
合 唱／この日だけのスペシャル合唱団２０１８
多摩グリーンロタキッドクラブ「心の詩・少年少女合唱団」

□詳細をメールにて返信します。 ●応募先／お問合せ先メール tamayouth@silk.ocn.ne.jp
4/30まで …… １０名様
■応募しめきり ４/１３ （定員８０名になりましたら募集終了） ■※スケジュールや曲目が都合により変更する場合もあります。
2.『セレクトショップMinicrewお買い物券』 ５００円券
4/30まで …… １０名様
ワタリウム美術館
3/24まで …… １０組様
3.『マイク・ケリー展 Day is Done』
●５/３のコンサート入場料 ２/２５（日）発売開始
五島美術館
3/25まで …… １０組様
4.『中国の陶芸展』
一般￥１５００ 中学生以下￥８０ ０ アテナ会員￥１４ ００ 【全席自由席】
東京都美術館
3/21〜3/30 …… １０組様
5.『 第８５回 池坊東京連合支部 いけばな池坊展』
（５歳以上の方からホール内にご入場できます。 チケットが必要です。）
国立新美術館
3/21〜4/2 …… １０組様
6.『 第９４回展 白日会』 絵画・彫刻
●チケット取扱／チケットパルテノン TEL042-376-8181
7.『 平成２９年度早春展 細川家と中国陶磁 ー名品でたどる中国のやきもの』
（休館日を除く 10：00〜18：00）
永青文庫
4/11まで …… １０組様
多摩ユースオーケストラ事務局チケット予約受付
市川市東山魁夷記念館
4/22まで …… １０組様
8.『東山魁夷とドイツ -留学時代から再訪の旅まで- 』
TEL042-371-1558
入館ご招待券
3/31まで …… １０組様
9.『極楽湯』 7店舗共通(※土・日・祝日もご利用可）
イープラス／e＋ インターネットで予約後コンビニで

★
★
★10.『上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族館・都立９庭園』

共通入場引換券（いずれか１ヶ所のみ有効） 3/31まで ……
入園ご招待券
3/2〜6/30 ……
入園券 (4枚１組)
6/30まで ……

１０組様
１０組様
１０組様

3/18（日）
キックオフ15：00 ……………
★13.《FC東京 VS 湘南ベルマーレ》 味の素スタジアム
★14.【北海道日本ハム VS 千葉ロッテ】 東京ドーム 4/6(金)18時試合開始・７（土）・８（日）14時試合開始 …

１０組様
１０組様

★11.『東京サマーランド』
★12.『こどもの国』

支払と受取（手数料無）http://eplus.jp/
● 主催／公益財団法人多摩市文化振興財団・多摩ユースオーケストラ
● 後援／多摩市・多摩市教育委員会・多摩ユースオーケストラ後援会
● 協力／楽竹団

http://www.tokyo-bamboo.com

● 協賛／キューピー株式会社

応
募
用
ＱＲ

● お問合せ／多摩ユースオーケストラ事務局

TEL042-371-1558
http://www.tamayouth-orchestra.com

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

プレゼント応募用紙
第1希望
★NO.(

第2希望
) ★NO.(

2018/2/25

第3希望
) ★NO.(

)

■応募用紙に記入し、ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
お申し込み下さい。
■パソコン・スマートフォンからはWeb会員に登録
いただき、Myページからご応募ください。
Myページへのアクセスはお得なクーポン満載 ！
地域サイト

１ 枚希望

１ 枚希望

から

チャットボード

【BOOKの紹介】

病院選びの決定版 ！

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

ご住所

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

手術数でわかる

いい病院
２０１８

スマホからも
簡単アクセス！

多摩市

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

週刊朝日MOOK

＊応募締切り
ハガキ：2月28日 （水） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：2月28日 （水） 正午まで
＊応募多数の場合は抽選となります。
＊チケット １ 組は ２ 枚です。 １ 枚のみをご希望の方は １ 枚
希望チェックボックスに レ をお願いします。

トップ病院の 外科医を
手術は
本気にさせる
ここがすごい 紹介状とは？

全国＆地方別

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

ランキング

2/27発売 定価８５０円（税込）

当店へのメッセージ

お問合せ
お申込み先

〠 206-0033

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター・永山
フリーダイヤル 0120-165-211

フリー FAX0800-800-3154

※購入をご希望の方は応募用紙でお知らせください。
発行所
発行部数11150部

◆ＡＳＡ多摩センター・永山

多摩市落合1-20-10

フリーダイヤル 0120-165-211／フリーFAX0800-800-3154

