
【お問合せ】
多摩区役所地域振興課　まちづくり推進係
〒214-8570 多摩区登戸1775-1　TEL：044-935-3239
MAIL：71tisin@city.kawasaki.jp

たま音楽祭
ホームページ

音楽祭開催に向けて！

第7回たま音楽祭実行委員

斉藤　純
松井　美香里
檜山　正子
鈴木　勲
吉田　琴未
五十嵐　洋輔
福原　一路

堀内　彩
川越 梨那
藁谷　日奈子
山崎 若奈
山口　優香
宇野　慎之介
齊藤　潤基
菊池　智大
内山　凌哉

大山　哲矢
柴田　麻友
笹原　紀子
坂本　笙菜
吉田　恵
小泉なつみ
小杉　舞

ツイッター・インスタグラム やってます♪ツイッター・インスタグラム やってます♪

@tamaMfes tamaonsai

たま音楽祭 検索検索

こ
の
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は
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第７回たま音楽祭実行委員一同

地域の人との触れ合い、さまざまな音楽との出会いを大切に毎年音
楽祭を開催してきました。
皆さまの熱い応援、ご協力により本日第７回たま音楽祭を開催する
ことが出来ました。
４つのステージで、素晴らしいミュージシャンたちが繰り広げる生
の音楽をどうぞお楽しみ下さい。

また、２つの会場にて世代を越えて楽しめるワークショップイベン
トも各種用意しています。
この音楽祭を通して、区民、そして地域の輪が大きく広がることを
楽しみにしています。

デザイン協力
會田翔子（女子美術大学）

http://tamaon.net

多摩区総合庁舎（多摩区役所）
アトリウム（１階）・大ホール（２階）大会議室（３階）
体育室（３階）・視聴覚室（３階）・会議室（１１階）

多摩区総合庁舎（多摩区役所）
アトリウム（１階）・大ホール（２階）大会議室（３階）
体育室（３階）・視聴覚室（３階）・会議室（１１階）

※アトリウム会場でのオープニング演奏※アトリウム会場でのオープニング演奏13:0013:00開　演

会　場

（開場 12:45）（開場 12:45）



JWWOJWWO
▶日本女子大学附属高校吹奏楽クラブ▶日本女子大学附属高校吹奏楽クラブ

司会 : 安本美緒司会 : 安本美緒 司会 : まつもとななみ司会 : まつもとななみ 司会 : 橋本聖子司会 : 橋本聖子 司会 : ちょっキんず司会 : ちょっキんず

New Lily EnsembleNew Lily Ensemble
▶ジャズビッグバンド▶ジャズビッグバンド

Sereno EnsembleSereno Ensemble
▶弦楽六重奏 クラシック▶弦楽六重奏 クラシック

Senzoku Musical All StarsSenzoku Musical All Stars
▶洗足学園音楽大学ミュージカル▶洗足学園音楽大学ミュージカル

アトリウムステージ 
＜１階 アトリウム＞

アトリウムステージ 
＜１階 アトリウム＞

ワールドステージ 
＜３階 大会議室＞
ワールドステージ 
＜３階 大会議室＞

バンドステージ 
＜１１階 会議室＞
バンドステージ 
＜１１階 会議室＞

ホールホワイエ ・ 多摩市民館事務所前
レストランたま（食事の提供はしておりません）

メインステージ
 ＜２階 大ホール＞
メインステージ
 ＜２階 大ホール＞

Team Comp-Team Comp-
▶ポップス・クラシック▶ポップス・クラシック

KABUKI ageKABUKI age
▶ゴスペル・コーラス▶ゴスペル・コーラス

Shin,黒田亮介Shin,黒田亮介
▶二胡・クラシックギター▶二胡・クラシックギター

山川こうたろうwith麺鉄音山川こうたろうwith麺鉄音
▶フォーク・ポップス▶フォーク・ポップス

matzomatzo
▶アコーディオン弾き語り▶アコーディオン弾き語り

山口由木と山口ジルドレン山口由木と山口ジルドレン
▶ポップス▶ポップス

田園都市フィル管弦楽団アンサンブル田園都市フィル管弦楽団アンサンブル
▶木管三重奏・弦楽四重奏▶木管三重奏・弦楽四重奏

かんたん亭かんたん亭
▶昭和音大コーラス ダンス▶昭和音大コーラス ダンス

多摩ヴォーチェ・カルダ多摩ヴォーチェ・カルダ
▶抒情歌他 合唱▶抒情歌他 合唱

中村純（ピアノ伴奏：末武稀更）中村純（ピアノ伴奏：末武稀更）
▶パンフルート演奏▶パンフルート演奏

ブリリアントスターズブリリアントスターズ
▶ママゴスペルコーラス▶ママゴスペルコーラス

TakashiTakashi
▶アコースティック・ロック▶アコースティック・ロック

ドリフティングキャノンボールズドリフティングキャノンボールズ
▶カントリーミュージック▶カントリーミュージック

CloverClover
▶ポップス系バンド▶ポップス系バンド

Abso LuteAbso Lute
▶ポップス・ロック系バンド▶ポップス・ロック系バンド

La Marina BrisaLa Marina Brisa
▶ポップス・ラテン系バンド▶ポップス・ラテン系バンド

♪ 手作り楽器工房＆展示♪ 手作り楽器工房＆展示
13:30~16:2013:30~16:20

自動ハンドベル演奏自動ハンドベル演奏
13：50～15：10 （随時）13：50～15：10 （随時）

１階 不二家側出入口でも見られます！

１階 不二家側出入口でも見られます！

デモ演奏（10分間）デモ演奏（10分間） 13:40～13:40～
14：05～14:4514：05～14:45

活動紹介（約15分間）活動紹介（約15分間）
①13：50～ ②14：45～ ③15：40～①13：50～ ②14：45～ ③15：40～

①15：10～　
②16:00～
①15：10～　
②16:00～

各回           に受講者受付各回           に受講者受付10分前10分前

体育室　　13:15 ルームオープン体育室　　13:15 ルームオープン

視聴覚室　13:15 ルームオープン視聴覚室　13:15 ルームオープン

ワークショップルーム 
＜３階 体育室・視聴覚室＞
ワークショップルーム 
＜３階 体育室・視聴覚室＞

その他企画その他企画
大喜利

ドラえもんキャップアート

音楽クイズ

14：40

14：10

13：40

15：10

15：40

17：25　終演予定17：25　終演予定

17：0517：05

14：2514：25

15：0515：05

専修大学インターンシップ成果発表専修大学インターンシップ成果発表

15：5015：50

14：1514：15

16：3016：30

13：4013：40

フィナーレフィナーレ

♪ Team comp-の打楽器体験♪ Team comp-の打楽器体験

♪ Kuroda Guitar Schoolの
　 ウクレレ教室 （1回約25分間）
♪ Kuroda Guitar Schoolの
　 ウクレレ教室 （1回約25分間）

＠ホールホワイエ＠ホールホワイエ

＠アトリウム＠アトリウム
ペットボトルキャップを集めて、
大きなドラえもんの顔を作りました！
写真に撮って、SNSにアップして下さい！

ペットボトルキャップを集めて、
大きなドラえもんの顔を作りました！
写真に撮って、SNSにアップして下さい！

お題に合ったコメントをメモに書いて
貼って下さい！
お題に合ったコメントをメモに書いて
貼って下さい！

音楽に関するクイズを出題！
ぜひチャレンジして下さい！
音楽に関するクイズを出題！
ぜひチャレンジして下さい！

＠会場内各所＠会場内各所

ドラえもんスタンプラリー
各会場をまわってスタンプを集めて、
ドラえもんのクリアファイルをもらおう！
（無くなり次第終了）

各会場をまわってスタンプを集めて、
ドラえもんのクリアファイルをもらおう！
（無くなり次第終了）

＠アトリウム(本部受付)＠アトリウム(本部受付)

♪ 向の岡工業高校のロボット音楽♪ 向の岡工業高校のロボット音楽

音楽のあいまに  ほっとひと息・・・

休憩所
（利用無料・飲食可）

休憩所
（利用無料・飲食可）

たま音楽祭　プログラム ２階
11階

Sereno Ensemble
KABUKI age

Sereno Ensemble
KABUKI age

オープニングセレモニーオープニングセレモニー

13：00～13：00～

＆＆

毎年毎年
好評！好評！大大

体験体験

フィナーレでは、全ステージの出演者・司会者・スタッフがホールに集合！
会場のみなさんと一緒に「上を向いて歩こう」を大合唱します！

・バンドステージ
・レストランたま（休憩所）

・ワールドステージ
・ワークショップルーム

・メインステージ（フィナーレ）

・アトリウムステージ（オープニング）

・本部

会
場
案
内
図


