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募集 サンクタス立川ギャラリー（立川市緑町7-2）を無料でご利用頂けます。展示の様子は財団Facebookにて掲載いたします!!　お問合せ：（公財）立川市地域文化振興財団TEL.042-526-1312 お知らせ ファーレ立川アートコレクションの掲載はお休みします。　会場名の　　　　　　　　　　　　　　　　　  は、たましんRISURUホール内の施設を示します。

柳家さん八、三遊亭圓王　ほか出演

海外で最先端の教育普及活動を行っている音楽施設「カーザ・ダ・ムジカ（ポルトガル）」と東京文化会館が連携して実施する
ミュージック・エデュケーション・プログラムが立川に初登場！
ジャンルを超えた音楽の楽しさを体験しながら、協調性や創造性を育む参加型の教育プログラムをお届けします。

◆主催：たちかわ楽市実行委員会
◆問合：たちかわ楽市協働事務局
　　　 ホームページ：http://www.tbt.gr.jp/rakuichi/2015autumn/
　　　 立川観光協会・立川商工会議所内　TEL.042-527-2700
　　　 （公財）立川市地域文化振興財団　 TEL.042-526-1312

国営昭和記念公園
みどりの文化ゾーン

募集

※未就学児は入場できません

※未就学児は
　入場できません

主催：アクセス アイ・ウィル・フォロー・ヒム、ジョイフル・ジョイフル、きよしこの夜、オー・ハッピー・デイ、アメイジング・グレイス ほか予定曲目

春風亭小朝 独演会共催

10/10土13：30開演（13：00開場）
全席指定 ￥3,600 友

の会 ￥3,200

発売中

発売中

発売中

発売中

ルトスワフスキ:「クリスマス・キャロル」より / グリエール:ホルン協奏曲
シマノフスキ:バレエ・パントマイム「ハルナシェ」プログラム

音楽監督・指揮:今村能　管弦楽:フィルハルモニア多摩
テノール独唱:今尾滋　ホルン独奏:田中大地
合唱:多摩フィルハルモニア合唱団　東大和少年少女合唱団

出演

友
の会 ￥2,700

主催：多摩フィルハルモニア協会

10/12●14：00開演月・祝

魅惑のポーランド・ウクライナ音楽をあなたに！ 
～多摩フィルハルモニア協会 第10回定期演奏会

共催

全席指定 ¥3,000

今村能

主催：（一財）東京都弘済会

名人柳家さん八・三遊亭圓王の
「本格的古典落語」（東京都弘済会の「いきいき寄席」）

共催

10/2金14：00開演（13：00開場）

※未就学児は
　入場できません全席自由 ￥500 友

の会 ￥450

当代実力派２名人が、おもしろくて、泣ける「古典落語」をたっぷりとお聞かせします。
秋の一日、円熟の話芸に酔う、至福のひと時をお過ごし下さい。

人気、実力ともに常にトップランナーとして走り続ける“小朝師匠”が、満を持して
たましんRISURUホールに登場です。落語の楽しさ、奥深さを十分にご堪能下さい。

※未就学児は入場できません 主催：東京労音府中センター

11/25水18：30開演（18：00開場）
全席指定 ￥5,500 友

の会 ￥5,000

主催：立川マンドリンクラブ　TEL.042-534-6695（桑原）

立川マンドリンクラブ第34回定期演奏会共催

11/7土14：00開演（13：30開場）

全席自由

第一部では「ラ・マンチャの男」「いつでも何度でも」等夢をテーマに、第二部は
「カレリア組曲 第3楽章」「FINLANDIA」「ファンタジア九州」等です。
オープニング曲は5年振り「生命の息吹」です。

ビートルズの伝説のステージがTHE RETURNによって蘇る！
2015年、来日決定！ ジョン、ポール、ジョージ、リンゴのそっくりさん４人組はその容姿
のみならず、歌声や楽器演奏、ステージングまで当時のビートルズを完全再現します。

全米トップ・ゴスペル・グループによる感動と思い出のクリスマス・ゴスペル!
映画「天使にラブ・ソングを…」の大ヒット曲から誰もが楽しめるクリスマス・ソングまで、
本物のゴスペル・ソングをお届けします!

※未就学児は
　入場できません

主催：テイト・コーポレーション

クリスマス☆ゴスペル2015
グローリー・ゴスペル・シンガーズ

共催

12/20日14：00開演（13：30開場）
全席指定 S席￥6,500 友

の会 S席￥6,000

◆講　師　東京文化会館ワークショップ・リーダー　◆参加費　1人￥300 ※同伴者（中学生以上）も参加費をお支払い下さい。
お申込みはメールフォームから9/1～11/19まで受付　※定員に空きがある場合は当日券を販売いたします。
http://tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20151128_29kwf/
主催：東京都、東京文化会館・アーツカウンシル東京（（公財）東京都歴史文化財団）、（公財）立川市地域文化振興財団

10/17土14：30開演（14：00開場）

立川市内の小学生が演劇を通じて心豊かな情操を育み、演劇の素晴らしさを知る演劇ファンの育成を図ることを目的とした「小学校演劇体験事業」を実施します。
公演はわらび座の｢風の又三郎｣です。又三郎に出会って、少年たちが成長していく姿を、和太鼓、尺八、篠笛など和楽器を中心とした演奏と伝統芸能の
パフォーマンスで描きます。

※16:00終演（休憩なし）

募集「立川市小学校演劇体験事業」 わらび座「風の又三郎」のご案内

◆参 加 費　市外の方＝児童、保護者とも一人￥500（自由席）※小学生同伴のみ販売
　　　　　　※市内在住の小学生の方はお申込み方法が異なります。9/10号立川市広報をご覧下さい。
◆演 　 目　わらび座　舞楽詩｢風の又三郎｣
◆購入方法　【会館窓口】たましんRISURUホール（立川市市民会館）1F受付
　　　　　　TEL.042-526-1311（9:00～20:00、第3月曜休館）
　　　　　　※チケットの郵送はいたしません。会館窓口にて精算・引き渡しとなります。
◆発 売 日　9/20（日）※発売初日のみ来館受付10:00～20:00、電話受付13:00～20:00（9/24（木）休館）

ビートルズに最も近いトリビュートバンド
THE RETURN JAPAN TOUR2015

共催

ふれあいミュージックフェスティバル2015

主催・問合：（社福）立川市社会福祉協議会
　　　　　TEL.042-529-8323　FAX.042-529-8714  
※申込は同協議会にて先着順で受付中（日・祝祭日を除く。） 

国立音楽大学講堂大ホール（立川市柏町5-5-1）

9/27日14:00開演（13:30開場） 入場無料
（要整理券）

（ワークショップ、体験会等は一部有料）

国立音楽大学関係者等による演奏

石田倉庫のアートな2日間

石田倉庫アトリエ（立川市富士見町2-32-27）
11/7土～11/8日
10：00～17：00

入場無料

入場無料

入場無料

（ワークショップによっては要参加費）

石田倉庫で活動する20数名の様々なジャンルの作家によるオープンアトリエ

アール・ブリュット立川

主催・問合：アール・ブリュット立川実行委員会
　　　　  （TEL.080-4000-5197（松嵜）artbruttachikawa15@gmail.com（事務局））

http://www.t-fes.com

多摩26市で初めて開催!　障がいのある人たちのアート展。
無限の創造力によるアートとの出会いを提供します。 中野ジェームズ修一氏によるスポーツ指導者として

知っておくべきフィジカルトレーニングの講演会

伊勢丹立川店　5階　特別室

入場無料

第39回三多摩美術家展

主催・問合：三多摩美術家連盟　TEL.042-525-8505（影山）  

9/30水～10/8木
10：00～18：00（最終日17：00）

10/14水～18日
10：00～19：00

立川文化芸術のまちづくり協議会
ワークショップ×ワークショップ

子どもも、大人も、友達どうしで、親子で、もの作りや芸術の楽しさを体験！
今年は大学と企業、7団体によるさまざまなワークショップのフェスティバルを
開催します。

立川市子ども未来センター
10/31土
10：00～16：00

花と緑で楽しむアートクラフト展
in立川2015

花のクラフト体験会やワークショップ、全国のクラフト作家による
手作り作品の花のクラフトマーケットも開催。

国営昭和記念公園  花みどり文化センター

入場無料

11/13金～15日10：00～16：00

松元ヒロ ソロライブ2015
11/26木16:00開演（15：3０開場）
11/27金19:00開演（18：3０開場）

入場無料

発売中

発売中

発売中

※未就学児は
　入場できません

主催：サウンドポート

高橋竹童 津軽三味線演奏会共催

9/12土14：00開演（13：30開場）

全席指定 ￥3,500 友
の会 ￥3,150

津軽三味線の大家、初代高橋竹山最後の内弟子 高橋竹童。
９年ぶりの立川での演奏会は、尺八奏者の佃康史を迎えて息のあった演奏を披露いたします。
「津軽じょんから節」「おわら風の盆」などお馴染みの曲をお楽しみ下さい。

第５８回 立川市民文化祭 日程表共催

主催：立川市文化協会　共催：立川市、立川市教育委員会、（公財）立川市地域文化振興財団
問合：立川市文化協会事務局（たましんＲＩＳＵＲＵホール内）　ＦＡＸ：０４２-５２５-６５８１

高橋竹童（三味線、胡弓）、佃康史（尺八）出演

Music Program TOKYO Music Education Program
「東京文化会館ミュージック・ワークショップ」in 立川

財団キッズ
ワークショップvol.50

主催：たましんRISURU高校演劇祭実行委員会
問合：立川女子高等学校（角田）　TEL.042-524-5188

東京都高等学校文化祭演劇部門多摩南地区発表会

たましんRISURU高校演劇祭
共催

・12●各日10:00開演月・祝10/11日
※未就学児は
　入場できません全席自由

立川市内（東京都立立川高等学校ほか）をはじめ、多摩地区14校の演劇部による1時間ごとの上演会。

12/14月
19：00開演（18：30開場）

エキサイティング  第九！
８手連弾によるベートーヴェン「交響曲第九番」（合唱付）

共催

年末恒例のベートーヴェンの第九を４人の指揮者がそれぞれの楽章を担当し、４人のピアニストが2台のピアノで演奏。

9/10木一般発売日

※ムーサ友の会先行発売はございません。
※発売初日の窓口受付10：00～、
　電話予約13：00～

※未就学児は入場できません

全席自由￥2,000
友
の会 全席自由￥1,800

合唱：立川市民第九スペシャル合唱団（合唱団募集中! 詳しくは、おんがくの共同作業場 TEL.042-522-3943まで）

主催：認定NPO法人
　　 おんがくの共同作業場

●とびだせ！おんがくたんけん隊
2人の探検隊と犬のジョンと一緒に、
世界の音楽を探す旅に出よう！

◆対象：6～18ヶ月
13：00 ◆対象：19ヶ月～3歳

11/28土10：30

◆対象：4～6歳（未就学児）11/29日11：00

●リズミカル・キッチン
音とリズムの料理を作ろう！いつも使っている
キッチン用品が楽しい楽器に大変身！

◆対象：小学生～大人11/28土11：00

●あけてみよう！海のふしぎな宝箱
音楽であふれた海の底にふしぎな宝箱が３つ。
みんなのパワーが「鍵」になるよ！
さあ、楽しい歌やダンスでオープン！

◆対象：4～6歳（未就学児）11/28土14：00
◆対象：6～18ヶ月／13：00 ◆対象：19ヶ月～3歳11/29日10：30

主催・問合・販売：NPO法人立川子ども劇場　TEL.042-526-0731（FAX・留守電）

※未就学児は入場できません

※各ワークショップは約1時間を予定しております。
※同伴者もご参加下さい。（対象が6ヶ月～3歳のものは同伴者2名まで、4～6歳のものは1名参加可能です。）
※対象者・同伴者以外のご入場はご遠慮下さい。

全席指定
一般￥2,500  当日￥3,000

入場無料

入場無料

スポーツ指導者のための講演会

11/14土19:00開演（18：30開場）
主催・問合：NPO法人立川市体育協会　TEL.042-534-1483
※詳細はホームページ：http://www.t-taikyo.jp/

※4歳以上有料
　3歳以下は膝上無料

主催：和太鼓グループ彩-sai-

和太鼓グループ彩-sai- 衝動Ⅱ-light edition-共催

11/7土14：00開演（13：30開場）

全席指定 ￥3,000（当日￥3,500）友
の会 ￥2,700

東京大学にて結成。今年10周年を迎え全国ツアー『衝動Ⅱ』を開催。
新たなパフォーマンスの可能性を切り開く和太鼓集団。

注）写真はイメージです。

 A席 完売

プッチーニの名作オペラを立川で！ぜひお楽しみ下さい。

◆ミミ………宮澤尚子、佐田山千恵　◆ロドルフォ………大澤一彰　　◆マルチェッロ…岡昭宏
◆ムゼッタ…別府美沙子、保科瑠衣　◆ショナール………井出壮志朗　◆コルリーネ……狩野賢一

報告

11月に
チケット販売を
開始予定！！

立川市民オペラ公演2016 歌劇「ラ・ボエーム」

2016.3/12土・13日※ダブルキャスト

予告

後援 後援

後援

後援

後援

第6回立川文学賞
選考委員長：志茂田景樹（直木賞作家）
応募資格：年齢、国籍、住所、性別、職業に制限なし
応募方法：応募作品は未発表のもの。枚数は400字換算で60～120枚とします。
締　　切：11/30（当日消印有効）
主催・問合：立川文学賞実行委員会　TEL.042-527-0524
　　　　　（東京立川こぶしロータリークラブ事務局内）

後援

後援

後援

後援

（ 　　　　　）入場は閉場の
30分前まで

「立川しみん祭」「たちかわ商人祭」「立川市農業祭」
「国営昭和記念公園イベント」の同時開催です。

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

小ホール

小ホール

小ホール

山下洋輔によるジャズピアノ演奏と熊本比呂志のパーカッションのデュオ

社会福祉施設の文化活動支援
山下洋輔クリスマスジャズコンサート

12/11金19:00開演（18：3０開場）

主催：文化・芸術いきいきネットワーク　TEL.042-535-5090（石川）
後援：（社福）立川市社会福祉協議会

全席指定￥4,000
※たましんRISURUホールでは窓口販売のみ、チケットの郵送はできません　※発売初日の窓口受付は10:00～
※ムーサ友の会先行発売及び割引料金はございません　※発売初日はお1人様5枚まで購入できます

10/3土一般発売日

※たましんRISURUホールでは窓口販売のみ、チケットの郵送はできません　※発売初日の窓口受付は10:00～
※ムーサ友の会先行発売及び割引料金はございません　※発売初日はお1人様5枚まで購入できます

9/1火一般発売日

後援 小ホール

小ホール

展示室

サブホール

●カラダ・オト・ウタウ
あなたの声とみんなの声、あなたの音とみんなの音。
色々な音から生まれる、ここにしかない音楽を見つけよう。

◆対象：小学生～大人11/29日14：00

7/30（木）ソリストオーディションを実施し、厳正な審査の結果、応募者 114名の中から以下の方々が合格となりました。
◆稽古日程：2015年10月頃～2016年3月まで
　　　　　 原則毎週木曜日
◆公演日:2016年3/12(土)、13(日)
◆場所：たましんRISURUホールほか　◆定員：20名
◆対象：小・中学生(市外可、ただし小学生は保護者の送迎があ
　　　 ること、男児は変声前であること）
詳しくはHP(http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/opera)を
ご覧下さい。

大ホール

小ホール

展示室

平成27年度（第70回）
文化庁芸術祭参加公演

ⒸMino Inoue

ⒸMino Inoue

たちかわ楽市2015開催主催

11/7土・8日10:00～16:00 ※小雨決行・
　荒天の場合は中止

入場無料

イベントのゴミ減量にご協力をお願いします。マイはし・マイバッグを持ってご来場下さい。

大ホール 小ホール 展示室 サブホール ギャラリー

指揮者 ピアニスト ソリスト

「まんどりる」阿山隆之作

edu

主催：立川文化芸術のまちづくり協議会　

主催：石田倉庫の住人

主催：花と緑で楽しむアートクラフト展実行委員会

http://www.ishida-soko.com

（　　　　　　　　）ワークショップに
よっては要参加費

立川市民オペラ公演2016
歌劇「ラ・ボエーム」のオーディション合格者発表！

◆稽古日程：2015年10月頃～2016年3月まで

立川市民オペラ 児童合唱団出演者募集

(順不同)

立川市民オペラ 2016「ラ・ボエーム」の児童合唱出演者を
募集します。オペラの舞台に一緒に立ってみませんか？

立川市民
オペラ通信

（残席があるとき）

内藤裕史

伊藤馨

渡部智也

郡司博

小林牧子

早川枝里子

西尾杏子

加畑嶺

ソプラノ：國光ともこ

テノール：猪村浩之

アルト：渡辺敦子

バス：豊島雄一

たましんRISURUホール  イベント・スケジュール
内容などの変更の場合もございますので、主催者にお問合せ下さい。
なお、原則として（公財）立川市地域文化振興財団の主催・共催等の公演は本スケジュールには掲載しておりません。
日　付 催物名  開演時間 入場料 お問合せ

大ホール

9/19(土)
三多摩青年合唱団
あめあがりコンサート２０１５
歌はどうして作るー戦後・被爆７０年の今ー

18:00
自由席2,000円                     
障害者・高校生以下
1,500円

(有)さんせい
042-576-9247　

9/23(水・祝) ヒルフラット吹奏楽団　第６回定期演奏会 14:00 無料 ヒルフラット吹奏楽団
平山宛 090-3067-4864

10/11(日) 第53回都山流尺八定期演奏会 11:00 1,000円 都山流尺八多摩幹部会
伊藤宛 090-2630-5076

10/12(月・祝)
多摩フイルハルモニア協会
第10回定期演奏会
～魅惑のポーランド・ウクライナ音楽をあなたに！～

14:00 3,000円
多摩フイルハルモニア協会宛
メールアドレス tama-
tama-fil-777@nifty.com
Fax 042-571-3351

10/18(日) 第37回くにたち市民オーケストラ定期演奏会 14:00 1,000円 くにたち市民オーケストラ
事務局宛 080-5445-9292

11/5(木) 砂川闘争６０周年の集い 18:30 1,000円 砂川闘争６０周年の集い実行委員会
小林宛　090-8963-9077

小ホール

9/13(日) 音楽総合発表会 10:00 無料
(関係者のみ)

なかよしファミリー音楽教室 
中村宛  042-625-7772

9/16(水) 第920回例会 Tachikawa global one project
～輪になって踊ろう 19:00 無料 公益社団法人 立川青年会議所

国際委員会宛 042-527-1001　

9/18(金) トクマライブイベント ワクワク日本大作戦 VOL3 14:00/
19:00

前売ネット販売
1,300円
当日1,800円

ワクワク日本大作戦
曽我宛 080-3755-9918

9/22(火・休) ラータ・ハルモニア 14:10 無料 ムジーク
下船宛 042-523-8294

9/23(水・祝) 第１７回しのざき音楽教室 13:00 無料 しのざき音楽教室宛  
042-529-7220

9/26(土) たにぞうあそぼう！ルンバ・ボーン！ 14:00 無料
(要事前申込)

子育て支援事務室　
042-529-8664 

10/3(土) PTNA ピアノステップ 9:30 無料 トロイカ立川ステーション
奈良井宛 090-9369-3479

10/4(日) グレース音楽院発表会 13:30 無料 グレース音楽院
小島宛 042-544-6200

10/17(土) 小笠原流きもの技術審査発表会 12:00 無料 小笠原流きもの着付学院宛
042-524-4054

11/6(金) ひまわり同好会 カラオケ発表会 10:30 無料 ひまわり同好会
山田宛 090-1663-1116

11/8(日) プレ・ステージ２５ 13:30 無料 泉山音楽教室
泉山宛 080-6595-4895

展示室
10/23(金)～
29(木) 第40回日本新水墨派展 初日13:00/

10:00 無料 立川水墨画会
情野宛 042-848-1935

10/31(土)～
11/5(木) 第55回/2015 多摩展 10:00 無料 新世紀美術協会 多摩支部

染谷宛 03-3488-3335　

サブホール

9/14(月) Ｂ型肝炎訴訟　給付金無料相談会 18:30 無料
全国Ｂ型肝炎訴訟東京弁護団　                    
棒田宛 03-3355-0611
(東京法律事務所内)

ギャラリー
10/9(金)～
10/12(月・祝) 和紙ちぎり絵千草会30周年記念展 9:00 無料 和紙ちぎり絵千草会

尾高宛 042-523-3645

受付
発売中

受付
発売中

受付
発売中

催　し　名 日　時 会　場 連絡先（敬称略）
全体行事〈市民文化フェスティバル〉

吹奏楽ともだちコンサート 11/22(日)12:00～17:00 たましんRISURUホール
（市民会館）大ホール

立川市文化協会事務局展示 11/22(日)・23(月・祝)10:00～16:00
(最終日は14:00まで)

国営昭和記念公園
花みどり文化センター

公演 2016.2/14(日)12:30～16:00 たましんRISURUホール
（市民会館）小ホール

地域文化祭日程表

柴崎町

カラオケ大会 10/3(土)13:00～16:00

柴崎学習館 柴崎町文化会・加藤
042-525-1833作品展示 10/3(土)13:00～16:00

10/4(日)9:00～15:00
公演 10/4(日)10:00～16:00

錦町 作品展示 10/17(土)・18(日)10:00～16:00 錦学習館 錦町文化会・河村
042-522-4768

富士見町 作品展示 10/24(土)・25(日)10:00～16:00 滝ノ上会館 富士見町文化会・峯岸
090-2632-0405

羽衣町 作品展示 10/24(土)13:00～20:00・25(日)10:00～16:00 羽衣中央会館 羽衣町文化会・横野
042-524-4907演芸 10/24(土)18:00～21:00・25(日)13:00～17:00

栄町 作品展示 10/24(土)13:00～17:00 
10/25(日)9:00～16:00 さかえ会館 栄町文化会・辻

042-536-9859演芸発表会 10/25(日)10:30～16:00

西砂川地区
作品展示 10/31(土)・11/1(日)9:30～17:00

（最終日は16:00まで）
西砂会館 西砂川地区文化会・笠井

042-531-0181野菜販売 10/31(土)10:00～13:00
演芸発表会 10/31(土)11:00～16:00

高松町 作品展示 10/31(土)・11/1(日)10:00～16:00
(最終日は15:00まで） 高松会館 高松町文化会・比留間

042-523-0041演芸大会 11/3(火・祝)10:30～15:00

砂川

手打ちうどん体験 10/31(土)10:00～11:30 こんぴら橋会館

砂川文化会・柴
042-536-1955

作品展示 10/31(土)・11/1(日)10:00～17:00
（最終日は16:00まで） こんぴら橋会館・上砂会館

工作教室 10/31(土)13:30～16:00 こんぴら橋会館
囲碁・将棋大会 11/1(日)10:00～16:00 こんぴら橋会館
カラオケ大会 11/3(火・祝)9:30～17:00 上砂会館

各種文化団体展示・催し物日程表
根川緑道詩歌のみち碑採拓会 10/3(土)9:30～15:00

≪要事前申込≫
歴史民俗資料館周辺
柴崎市民体育館周辺

立川拓本研究会・國井
042-536-1540

立川連合水墨画展 10/14(水)～19(月)10:00～17:00
(最終日は15:00まで) 柴崎学習館ホール 立川市連合水墨画会・酒井

042-524-0736

第62回立川書道展 10/17(土)・18(日)10:00～18:00 たましんRISURUホール
（市民会館）展示室

立川書道連盟・岩井
042-522-5085

市民マス釣大会 10/18(日)9:00～12:30
≪要事前申込≫ 秋川国際マス釣場 立川釣友会・谷野

042-524-4050

華道展 展示 10/24(土)・25(日)10:00～17:00
（最終日は16:00まで） 柴崎学習館ホール 立川市華道連盟・高嶋

042-526-3315いけ花体験教室 10/24(土)11:00～16:00

市民盆栽展 11/1(日)～3(火・祝)10:00～16:00
（最終日は14:30まで）

国営昭和記念公園
花みどり文化センター

立川盆栽会・鈴木
024-523-3357

第70回立川美術展 11/1(日)～7(土)10:00～17:00
（最終日は14:00まで）

柴崎学習館ホール
同ミニギャラリー

立川美術会・山田
042-524-2007

第58回菊花展 11/1(日)～15(日)9:00～15:00 立川諏訪神社境内 立川菊花愛好会・高水
024-527-0615

茶会 11/8(日)10:00～15:00 女性総合センター和室 立川市茶道連盟・龍昌堂
042-525-2409

各種文化団体公演関係日程表
吟剣詩舞発表のつどい 10/4(日)10:30～16:00 女性総合センター

アイムホール
立川市吟剣詩舞連盟・土方
042-522-7333

琵琶演奏会 10/18(日)12:00～16:00 女性総合センター
アイムホール

立川琵琶研究会・小林
042-535-7764

第56回立川謡曲大会 10/25(日)10:00～16:00 柴崎会館 立川謡曲会・木戸口
042-524-9422

箏、三絃、尺八による三曲演奏会 10/25(日)12:00～16:15 たましんRISURUホール
（市民会館）小ホール

立川市三曲連盟・小倉
042-522-5298

大正琴演奏会 11/1(日)12:00～17:00 たましんRISURUホール
（市民会館）小ホール

立川市大正琴連盟・中村
042-537-1250

第28回立川おはやし大会 11/3(火・祝)10:00～16:30 たましんRISURUホール
（市民会館）小ホール

立川おはやし保存会・吉留
042-525-9678

奇術発表会 11/3(火・祝)13:00～16:00 女性総合センター
アイムホール

立川市奇術愛好会・小井
042-523-3938

第41回立川市民合唱祭 11/8(日)12:20～16:30 たましんRISURUホール
（市民会館）大ホール

立川市合唱連盟・長鶴
042-535-9906

立川市民踊舞踊連合会会員のつどい 11/10(火)10:30～16:00 たましんRISURUホール
（市民会館）大ホール

立川市民踊舞踊連合会・高橋
042-531-2544


