
主催・お問合せ：東京労音府中センター

☎042-334-8471

11：30/15：30開演（2回公演）

14：30/18：00
 開演（2回公演）

オリンパスホール八王子
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込
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A席

島津亜矢コンサート2016
ありがとう～30年の想いを込めて～

全席指定

府中の森芸術劇場ふるさとホール
3/12土
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（
税
込
）

3/5土

好評発売中

好評発売中
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たちかわ演劇祭
イメージキャラクター

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 募集 コミュニティ奨励賞（立川市で活躍する方をご推薦下さい。）1/15（金）まで。お問合せは（公財）立川市地域文化振興財団まで。

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

ファーレ立川アート修復お披露目イベント 
「Faret Tachikawa Art Reborn Festa」

開催

3/5土11：00～15：00（予定）

募集 財団キッズ
ワークショップvol.52「クッキー型でかんたん！粘土でデコる宝箱」

2/27土10：30～12：00/13：30～15：00
粘土をクッキー型で抜きかわいいパーツで飾ります。出来上がったオリジナルの宝箱は、小物やアクセサリー入れ、プレゼントボックス等にぴったり！
男の子もホワイトデーのお返し用にぜひ挑戦してみて！

◆定　員　各回10名　※申込多数の場合抽選
◆対　象　小学生（小学3年生までは保護者同伴）
◆参加費　１名￥500　◆講　師　anon（アクセサリー作家）

1/20（水）
締切

募集 国際交流バレエ公演出演者

◆練習日　原則毎月2回日曜日にレッスン＆リハーサル
◆指　導　内外の一流教師による指導
◆詳しい内容のお問合せ
　ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ
　TEL/FAX.042-537-4731　http：//www.jiyb.web.fc2.com/

2016年7/21（木）に開催する第8回国際交流バレエ公演（たましんRISURUホール）に向けて参加
者を募集します。友好関係にある英国の王立バレエ学校「エルムハースト」校とジャパン・インター
ナショナル・ユース・バレエ（JIYB）の生徒達との合同公演です。
オーディションは2016年1/24（日）。経験5年以上で年齢は9歳～22歳まで。
留学推薦いたします。JIYB卒業生は各国に留学、バレエ団で活躍しています。
是非応募をお待ちしております。

募集 第5回立川いったい音楽まつり
あなたも出演者として一緒にこのイベントを盛り上げませんか？
様々なジャンルの音楽部門はもちろん、ダンス部門の出演者も募集します。

水曜コンサート主催 開催 入場無料

◆会場　たましんRISURUホール1階 市民ロビー
◆時間　12：20～12：50

●マリンバとパーカッションのデュオ  1/13水
　　◆出演　Lily Duo（リリーデュオ）(田中恵利加、藤本絢香)
　　◆曲目　「熊蜂の飛行」、「上を向いて歩こう」　ほか

●立川市民オペラ公演2016「ラ・ボエーム」プレ・コンサート  2/17水
　　◆出演　宮澤尚子、保科瑠衣、岡昭宏　ほか
　　◆曲目　歌劇「ラ・ボエーム」より　  　　

立川市役所ロビーコンサート主催 開催 入場無料

●弦楽四重奏  1/19火
　　◆出演　グランツ弦楽四重奏団（桐原宗生、長山恵理子、高宮城凌、増山頌子）
　　◆曲目　「ディヴェルティメントニ長調」より第1楽章、弦楽四重奏曲「皇帝」より第3楽章、 ほか

●立川市民オペラ公演2016「ラ・ボエーム」プレ・コンサート  2/9火
　　◆出演　佐田山千恵、別府美沙子、岡昭宏　ほか
　　◆曲目　歌劇「ラ・ボエーム」より

◆会場　立川市役所１階多目的プラザ　
◆時間　12：20～12：50

財団どこでもステージ主催 開催 入場無料

入場無料

入場無料

（定員あり/先着順）

○主催・問合：
　（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。

※5歳以上有料。4歳以下膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。

主催：吉本興業株式会社

よしもとお笑いまつりin立川共催

1/30土18：00開演（17：30開場）
全席指定 ￥3,500 友

の会 ￥3,150

ＣＯＷＣＯＷ、ＦＵＪＩＷＡＲＡ、ライセンス、とにかく明るい安村、ハリセンボン
トレンディエンジェル、ピスタチオ、横澤夏子

出演

Oh Happy Day、All Around、I'm available to you、ひまわり　ほか（予定）予定曲目

予定曲目

当日￥4,000

※出演者は変更になる場合がございます。

大ホール

出演者募集

◆会場：立川市内（大型商業施設店頭、飲食店、ライブハウス等）
【出演者】
◆募集数：200団体程度　◆募集締切：1/15(金)必着
※申込方法など詳細は［ホームページ］http://tachikawa-ittai.jimdo.com/
◆お問合せ：立川いったい音楽まつり実行委員会／(公財)立川市地域文化振興財団　
　TEL.042-526-1312　

●富士見町ふれあいコンサート
　2/21日14：00開演（13：30開場）
　　◆会場　滝ノ上会館（富士見町4-16-10）
　　◆出演　森口賢二（バリトン）、斉藤真歩（ソプラノ※多摩フレッシュ音楽
　　　　　　コンサート2015優秀賞）、熊澤弥緒（ピアノ）
　　◆曲目　モーツァルト：オペラ「フィガロの結婚」より“もう飛ぶまいぞ、
　　　　　　この蝶々”（バリトン独唱）、プッチーニ：オペラ「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父さん”（ソプラノ独唱）、
　　　　　　エリック・サティ：ジムノペディ第1番（ピアノ独奏）　ほか
　　◆共同主催　滝ノ上会館管理運営委員会

※会場により異なります。

4/3日14：30開演（14：00開場）

リビング多摩ゴスペルクワイア
チャリティーコンサート

共催

立川市内の施設に通ったり、暮らしたりしている障害者が、施設の枠を
超えて合唱、合奏、踊り、ハンドベル演奏等を発表。ハンディキャップを
持った人たちが、音楽を通して自分自身を表現する場として企画された
コンサート。

東日本大震災から５年の節目の年。多摩エリアに暮らす人たちに呼びかけて、総勢70人で「リビング多摩ゴスペルクワイア」を結成し
ました。「サニーサイドゴスペルクラブ立川」の望月ひろみさんの指導の下、練習を重ねて、このステージに立ちます。
入場料は全額、被災地の復興支援のために寄付するチャリティーコンサート。
被災地に向けて、私たちの祈りの歌が届きますように。

発売中

主催：特定非営利活動法人立川市障害者後援会 TEL.042-534-0937

第17回春を呼ぶコンサート共催

2/6土13：00開演（12：30開場）
大ホール

大ホール

大ホール

1/20水一般発売日

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～　※発売初日はお一人様5枚まで購入できます。

※ただし３歳未満でもお席が必要な場合は有料となります

全席自由
大人（高校生以上）￥1,000
子ども（３歳～中学生以下）￥500

友
の会 ￥900

1/24日～1/31日
10：00～18：00 ※最終日は17:00まで

第12回WILL美術家展共催

主催・お問合せ：WILL美術家会　TEL.042-536-1221（知久）

展示室

4/10日14：00開演（13：30開場）

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパーライブ2016

共催

政治、経済、社会問題にタブーを恐れず果敢に飛び込み、
「批判と笑い」に変える男たち！！ザ・ニュースペーパーが斬りまくる！！

ムーサ友の会
先行発売日 1/21木 1/23土一般発売日

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～　※発売初日はお一人様5枚まで購入できます。

※未就学児は入場できません
全席指定 ¥4,800 友

の会 ￥4,300

主催：労音府中センター

主催：サンケイリビング新聞社多摩本部

三遊亭鳳楽・三遊亭鳳志・三遊亭小円歌・三遊亭鳳笑・三遊亭鳳月出演

5/20金14：00開演（13：00開場）
名人三遊亭鳳楽の「本格的古典落語」の会 共催

人情噺の第一人者・三遊亭鳳楽が、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。
円熟の話芸に酔う、至福のひと時をお過ごし下さい。

1/22金一般発売日 ※友の会会員先行発売はございません。

※未就学児は
　入場できません全席自由 ¥500 友

の会 ￥４５０

主催：(一財) 東京都弘済会

第25回たちかわ真夏の夜の演劇祭参加劇団募集募集

第23回たちかわアートギャラリー展作品募集募集

【立川市役所】集合・解散
立川市役所に設置されている絵画やオブジェなどのアートをボランティアの案内で鑑賞し、特別講師として陶造形作家の辻本
喜代美氏からアートについての話を聞くアート鑑賞ツアーです。国立極地研究所の南極・北極科学館も鑑賞します。（荒天中止）
◆参加費　無料（交通費などはご負担下さい）　◆定員　20名（応募者多数の場合は抽選）　◆移動　徒歩
◆申　込　2/29（月）（必着）までに、応募者全員（4名以内）の住所、氏名（ふりがな。代表者に○印）、年齢、電話番号、「市役所

アート」と書いて、はがき、FAXまたはEメールで立川市地域文化振興財団まで。
　　　　　Eメール：bijyutu@tachikawa-chiikibunka.or.jp

ファーレ立川アート再生実行委員会は、設置から20年たち直射日光や雨風で傷つ
いたアートの修復再生事業を2014年から行ってきました。
ご協力いただいた多くの皆様へ感謝すると共に、きれいによみがえったアートを是
非ご覧頂きたく、お披露目イベントを開催いたします。

東京国立近代美術館の所蔵作品展と聖徳記念絵画館（国の重要文化財）を鑑賞します。近代美術館ではガイド
スタッフによる「対話によるガイド」を交えながら作品を鑑賞します。
◆対　象　立川市内在住・在勤・在学の小学生以上の方
◆参加費　大人3,500円、小・中学生2,000円（交通費、昼食代、入館料などを含みます）
◆定　員　45人（応募者多数の場合は抽選）　◆移　動　貸切バス
◆申　込　2/11（木・祝）（必着）までに、応募者全員（4人以内）の住所、氏名（ふりがな。代表者に○印）、年齢、電

話番号、在勤者は勤務先、在学者は学校名、「国立近代美術館ツアー」と書いて、はがき、FAX、Eメール
で立川市地域文化振興財団まで。

　　　　　Eメール：bijyutsu@tachikawa-chiikibunka.or.jp

東京国立近代美術館＆聖徳記念絵画館鑑賞ツアー 3/29火8：00～17：00（予定）募集

【たましんRISURUホール（立川市市民会館）前】集合・解散

立川市役所アート＆南極・北極科学館鑑賞ツアー 3/19土13：30～16：00（予定）募集

◆開催部門 声楽部門、ピアノ部門　※出演者は選考会を実施します。
◆参加資格 【共　　　通】 多摩地区在住･在勤･在学、多摩地区出身、多摩地区内の高等学校又は大学出身の方
 【声 楽 部 門】 1986年4/2～2001年4/1までに生まれた方
 【ピアノ部門】 1988年4/2～2001年4/1までに生まれた方
◆選考会 【声 楽 部 門】 【日程】4/ 1 (金)　　
  （非公開） 【ピアノ部門】 【日程】4/11(月)
◆コンサート 【声 楽 部 門】 【日程】6/ 3 (金)18:00開演予定
  （公開） 【ピアノ部門】 【日程】6/17(金)18:00開演予定
◆参加費 選考会￥5,000　コンサート￥15,000
◆表　彰 ◆最優秀賞（第１位） 奨学金：１０万円　◆優秀賞（第２位） 奨学金：５万円
 　※最優秀賞受賞者へは、リサイタル開催など今後の演奏活動を支援します。
◆応募方法 詳しくは、出場者募集要項をご覧の上、所定の応募用紙にてお申込み下さい。募集要項は、１月中旬までに立川市地域文化振興財団の
　　　　　　ホームページに掲載するほか、多摩公立文化施設等に設置します。設置場所など詳しくは事務局までお問合せ下さい。
◆申込締切 3/15（火）必着（持参の場合は17：00まで）
主催：東京多摩公立文化施設協議会  協賛：株式会社ヤマハミュージックリテイリング池袋店
事務局：公益財団法人立川市地域文化振興財団　TEL.042-526-1312

【会場】たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール　※両日とも

【会場】たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール　※両日とも

多摩フレッシュ音楽コンサート2016 出場者募集募集

東京多摩公立文化施設協議会では、「多摩フレッシュ音楽コンサート2016」を開催いたします。たくさんのご応募をお待ちしております。

どなたでも参加できます

ファーレ立川アートのアートディレクター 北川フラム×
たちかわ交流大使 山下洋輔トークイベント

◆お申込み方法　往復はがき（1人1枚）に氏名、住所、電話番号、希望人数（2名
　　　　　　　   まで）・返信用宛名を書いて〒190-0022 立川市錦町3-3-20
　　　　　　　   立川市地域文化振興財団「ファーレイベント」係まで。
◆応募締切　1/30（土）消印有効 ※未就学児はご遠慮下さい。

※歩きやすい服装でお越し下さい。

11：00開演（10：30開場）

修復アート・ツアー
13：30 1階 アイムホール前集合 （１時間３０分程度）

参加費無料 直接集合場所へ

入場無料 要申込み（定員120名）・抽選

◆応募期間 １/15（金）～3/31（木）※消印有効
◆応募資格 立川市在住・在勤・在学、立川市で絵画活動をしている人（高校生以上）
◆応募方法 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、応募期間に出品申込書を申込先へ郵送または直接ご持参下さい。
 申込用紙はたましんRISURUホール（立川市市民会館）、立川市役所、立川市内の地域学習館にございます。
◆ジャンル 日本画、水墨画、油彩、アクリル、水彩、パステル、ペン画、鉛筆画、その他素材、版画、きり絵、ちぎり絵
◆作品規定 洋画の規格によるM8号以上～F30号以下／平面作品（半立体含む）で壁面取り付け可能なもの　など
◆審  査  員 川口直宜、酒井敦彦、滝沢具幸、武田美智子、武正博司、知久正義、松尾隆司（順不同・敬称略）
◆出  品  数 １人１点（出品費無料）　※規定に合った応募作品は全て展示します
◆作品搬入日 5/7（土）～8（日）10:00～17:00
◆会　　場 たましんRISURUホール（立川市市民会館）展示室
◆会　　期 5/14（土）～22（日）10:00～17:0０（16（月）は休館。22（日）は15:00まで）

大ホール

6/5日16：00開演（15：30開場）

エイミー・ハナイアリイ来日公演
～ミュージック＆フラ・コンサート～

共催

類い稀な歌声。圧倒的な歌唱力。そして、全てのフラガールの憧れ、エイミー・ハナイアリイ4年ぶりの全国
ホールツアー！！古いフラの映像も使い、フラの歴史を辿る魅力的な旅を演出。日本のハラウも登場します。
一流のエンターテインメントとアロハ～愛すべきハワイをお楽しみ下さい。

ムーサ友の会
先行発売日 1/30土 2/7日一般発売日

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～　※発売初日はお一人様5枚まで購入できます。

※未就学児は入場できません全席指定 ￥5,500 友
の会 ￥5,000

主催：（株）プランクトン

森口賢二 斉藤真歩 熊澤弥緒

◆参加資格　多摩地域を活動の拠点とする演劇団体及び個人で、実行委員会（4月～2017年3月まで）に参加できること
◆参加演目　たましんRISURUホール（立川市市民会館）小ホールで上演可能な演目、
　　　　　　時間は休憩を含めて2時間以内。原則として2回公演。（上演時間はご相談下さい）
◆参加基準　演目内容、過去の参加回数、地域性などを基準に選考
◆開催期間　8/4(木)～8/28(日)
◆費　　用　参加費・会場料及び付属設備使用料無料。公演に要する費用（照明・音響など）は自己負担
◆開催会場　たましんRISURUホール（立川市市民会館）小ホール
◆申込方法　指定の申込用紙にあらすじを添えて郵送、FAXまたは持参。
　　　　　　申込用紙は財団ホームページよりダウンロード可
　　　　　　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/a12-20160229/
◆応募締切　2/29(月)必着(持参は17：00まで)
主催：たちかわ演劇祭実行委員会、（公財）立川市地域文化振興財団

三多摩在住・在勤の会派を超えた
プロ作家の大作（洋画、日本画、墨彩画）、彫刻を展示。
コメントを通して作家との交流。

残席僅少

◆受付：1/26（火）から先着順にて（100名）
　　　 （申込先：幸学習館　TEL.042-534-3076）

江原望（日本フィルハーモニー交響楽団チェロ奏者）、西村あみこ（ピアノ）出演

サン＝サーンス：白鳥、D.ポッパー：ハンガリアン・ラプソディ、中村八大：上を向いて歩こう　ほか

会場：立川市幸学習館（立川市幸町2-1-3）

幸学習館25周年　記念チェロ・コンサート共催

3/26土14：00開演（13：30開場）

主催：立川市幸学習館

〒190-0022　立川市錦町３-3-20　（公財）立川市地域文化振興財団　TEL.042-526-1312　FAX.042-525-6581お問合せ・お申込み

第22回たちかわアートギャラリー展　大賞
小谷野睦夫　「馬車道」

3/26土15：00開演（14：30開場）

第13回シャンソン・アン・スワレ
スプリングコンサート

後援

～シャンソンを中心にカンツォーネ・ラテン・ジャズ・ファドなど幅広く歌う～

1/30土一般発売日

※たましんRISURUホール（立川市市民会館）では窓口販売のみ、郵送はできません。
※ムーサ友の会先行発売・割引はございません。　※発売初日の窓口受付10:00～

※未就学児は
　入場できません

※お車でのご来館はご遠慮下さい。

主催・企画：陶水花／チケットのお問合せ：
TEL.042-525-2451（坂本）

Ｅメール：to-suika@ae.auone-net.jp
ホームページ  http://tou-sui-ka.jimdo.com

全席自由 ￥2,500　

小ホール

大ホール

5/21土・22日11：00～21：00頃予定

松尾隆司「カルカッソンヌ」 知久正義「胡桃の木がある池」

お申込みはメールフォームから2/15（月）まで受付　※抽選結果は2/16～2/18通知予定　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20160227/

「クッキー型でかんたん！粘土でデコる宝箱」
粘土をクッキー型で抜きかわいいパーツで飾ります。出来上がったオリジナルの宝箱は、小物やアクセサリー入れ、プレゼントボックス等にぴったり！

　※抽選結果は2/16～2/18通知予定　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20160227/

「クッキー型でかんたん！粘土でデコる宝箱」
粘土をクッキー型で抜きかわいいパーツで飾ります。出来上がったオリジナルの宝箱は、小物やアクセサリー入れ、プレゼントボックス等にぴったり！

第25回たちかわ真夏の夜の演劇祭参加劇団募集
　※抽選結果は2/16～2/18通知予定　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20160227/　※抽選結果は2/16～2/18通知予定　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20160227/

◆会場：立川市子ども未来センター
　　　 地下 第1・2アトリエ

今回の修復再生事業でよみがえったアートたちを紹介するツアーを実施します。

江原望

立川市女性総合センター
アイムホール

（第12回コンサートより）

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

1/17(日) 第27回ヴォーカルコンサート 10:30 無料 ヴォーカルコンサート
和田宛 090-2445-2267

1/28(木) back number tour 2016  
"ミラーボールとシャンデリア” 19:00 指定席

6,000円
DISK GARAGE
050-5533-0888 

2/9(火) 東京女子体育短期大学 児童教育学科 第41回
創作オペレッタ発表会 18:00 無料

東京女子体育短期大学児童教育学科 
音楽研究室代表宛
042-572-4131

2/13(土) 風の夢コンサート　 
ー発達障害児者のよりよい未来のためにー 14:00

一般2,600円
/小学生以下
1,500円

コロロ発達療養センター
事務局 042-324-8355 
FAX 042-322-9496

2/20(土)
第４７回ヤマハ音楽教室　宮地楽器発表会 未定 無料 宮地楽器宛

042-383-55512/21(日)

2/24(水)    三山ひろし　爆笑歌謡劇場 14:00 前売り5,000円/
当日5,500円

㈱ＭＡＳエンターテイメント
03-5746-9900

2/28(日)    第８回ミュージカルアカデミードリーム発表会 (ピアノ・うた・リトミック・合唱) 未定 無料 ドリーム宛
042-519-5066

3/6(日)    第８回ミュージカルアカデミードリーム発表会 (バレエ・ジャズ・日舞・ミュージカル) 未定 無料 ドリーム宛
042-519-5066

小ホール

1/23(土) 立川アコースティックフェスティバル２０１６ 13:30 3,000円
(自由席)

アコースティックフェスティバル
実行委員会

加藤宛 080-3486-4692

1/24(日) ピアノジョイント・リサイタル 19:00 2,500円
(自由席)

IKSピアノ教室宛
042-530-5379

1/30(土)
傍らの世界に

14:00/
18:00

一般
2,800円 
高校生以下
2,000円

劇団摩訶 川島宛
080-3402-33921/31(日) 13:00/

15:00

2/3(水) 新春日本歌曲コンサート  
国立音楽大学卒業生によるワンコインコンサート 18:30 500円

(自由席)
ジョヴァニ・ミュジッチ
吉田宛 080-5674-2077

2/6(土)  Piano Joint Concert ～蕾が花開くとき～ 18:30 1,500円
(自由席)

メール問合せ先
pfjoint2.6@gmail.com

2/11(木・祝) ジョイフル シャウト ゴスペルコンサート  Vol,4～LOVE～ 14:00
前売1,000円/
当日１,500円/ 
小学生以下無料

ジョイフルシャウトゴスペルクワーヤー
高橋宛 090-1427-4481

2/13(土) 第１５回立川病院　市民公開講座 14:00 無料 立川病院 地域医療連携センター宛
042-524-2438

2/21(日)
受賞記念コンサート

未定
1,100円
(自由席) カワイ音楽教室立川事業所

利光宛 042-523-0551春の発表会 無料

2/23(火) 春風～重いコートぬいで出かけませんか～ 未定 無料 ＥmoHillメール問合せ先
emohill.info@gmail.com

展示室

2/25(木)～
3/2(水) いきゴミ展 11:00 無料

多摩美術大学工芸学科
メール問合せ先

tau.ikigomiten@gmail.com

サブホール

2/11(木・祝） 第二回 立川寸志〈里帰り〉落語会 13:00/
17:00

予約1,200円/
当日１,500円

立川寸志宛
090-1045-5014

2/16(火)～
2/22(月) あやどり 自然・風景写真展 13:00/

初日以降10:00 無料 あやどり波多野宛 
090-1806-3162

受付
発売中

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

公演 2/14（日）12:00～16:00
※開演時間が変更となりました。

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）小ホール 立川市文化協会事務局

地域文化祭日程表

柏町 新春囲碁大会 1/24（日）9:00～17:00 こぶし会館 柏町地区文化会・増田 
042-535-6206新春カラオケの集い 2/14（日）9:00～17:00

曙町
芸能大会 2/7（日）10:00～17:30 女性総合センターホール

（アイムホール） 曙町文化会・久保 
042-522-4639作品展示 3/12（土）・13（日）10:00～17:00 国営昭和記念公園

花みどり文化センター

錦町 公演 2/21（日）10:00～16:00 錦学習館 錦町文化会・河村 
042-522-4768

若葉町 作品展示 3/5（土）・6（日）10:00～16:00 若葉会館 若葉町文化会・菊地 
042-537-3052公演

富士見町 公演 3/12（土）・13（日）10:00～16:00 滝ノ上会館 富士見町文化会・峯岸 
090-2632-0405


