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全体行事（フェスティバル）
催し名 日時 場所 連絡先

公演 11月17日㈰
午後0時30分〜4時

柴崎学習館
講堂

文化協会事務局
（柴崎学習館内）
☎（524）2773

展示 11月23日㈷・24日㈰
午前10時〜午後5時

国営昭和記念公
園花みどり文化
センター

文化協会事務局
（柴崎学習館内）
☎（524）2773

吹奏楽ともだち
コンサート

平成26年2月9日㈰
正午〜午後4時

たましんRISURU
ホール（立川市市
民会館）

文化協会事務局
（柴崎学習館内）
☎（524）2773

公演関係
催し名 日時 場所 連絡先

吟剣詩舞
発表のつどい

10月13日㈰
午前10時30分〜午後4時30分

女性総合センター
1階ホール

立川市吟剣詩舞連盟
土方さん☎（522）7333

立川管弦楽団
演奏会

10月14日㈷
午後2時〜4時

日野市民会館
（日野市神明）

立川管弦楽団
畠中さん☎（521）2307

琵琶演奏会 10月20日㈰
正午〜午後5時

女性総合センター
1階ホール

立川琵琶研究会
小林さん☎（535）7764

筝・三弦・尺八による
三曲演奏大会

10月26日㈯
正午〜午後4時

柴崎学習館
講堂

立川市三曲連盟
小倉さん☎（522）5298

第54回
立川謡曲大会

10月27日㈰
午前10時30分〜午後3時30分 柴崎会館

立川謡曲会
影山さん☎（544）8595

第39回
立川市民合唱祭

10月27日㈰
午後0時20分〜4時30分

多摩社会教育会館
（錦町6-3-1）

立川市合唱連盟
長鶴さん☎（535）9906

奇術発表会 11月3日㈷
午後1時〜3時30分

女性総合センター
1階ホール

立川市奇術愛好会
小井さん☎（523）3938

大正琴演奏会 11月10日㈰
午後1時〜4時30分

女性総合センター
1階ホール

立川市大正琴連盟
中村さん☎（537）1250

立川市吹奏楽団
ファミリーコンサート

11月16日㈯
午後6時30分〜8時30分

多摩社会教育会館
（錦町6-3-1）

立川市吹奏楽団
堤さん
☎090（6781）5725

立川市民謡連盟
第94回発表会

11月23日㈷
午前10時〜午後4時30分

柴崎学習館
講堂

立川市民謡連盟
佐藤さん☎（524）2266

第64回立川落語会 11月23日㈷午後1時〜5時
女性総合センター
1階ホール

立川落語会
木下さん☎（544）1223

歌まつり
カラオケ大会

12月8日㈰
午前9時15分〜午後6時 上砂会館 立川市カラオケ連盟

岡野さん☎（537）0217

定期ギター演奏会 平成26年2月2日㈰
午後1時〜4時30分

たましんRISURU
ホール（立川市市
民会館）

立川市ギター倶楽部
阿部さん☎（522）5905

立川おはやし大会 平成26年2月16日㈰
午前10時〜午後4時

たましんRISURU
ホール（立川市市
民会館）

立川おはやし保存会
吉留さん☎（525）9678

立川市民踊舞踊
連合会　会員の
つどい

平成26年3月4日㈫
午前10時30分〜午後5時

たましんRISURU
ホール（立川市市
民会館）

立川市民踊舞踊連合会
高橋さん☎（531）2544

展示・催し物
催し名 日時 場所 連絡先

華道展
10月12日㈯・13日㈰
午前10時〜午後5時
（最終日は午後4時まで）

柴崎学習館
講堂

立川市華道連盟
高嶋さん☎（526）3315

市民マス釣り大会

10月13日㈰
午前 9時〜正午
〔要事前申込定 50 人（申
込順）費 2,000 円（小学生
以下無料）〕

奥多摩
フィッシングセンター
（青梅市御岳）

立川釣友会
柏木さん☎（502）6340

連合水墨画展

10月16日㈬〜21日㈪
午前10時〜午後5時
（初日は午後1時から、最
終日は午後3時まで）

柴崎学習館
講堂

立川市連合水墨画会
情野さん☎（848）1935

拓本研究会
出前講座

10月20日㈰
午前10時〜午後2時 歴史民俗資料館 立川拓本研究会

國井さん☎（536）1540

立川菊花展 11月1日㈮〜15日㈮
午前9時〜午後3時 諏訪神社境内 立川菊花愛好会

山下さん☎（575）7356

市民盆栽展
11月2日㈯・3日㈷
午前10時〜午後5時
（最終日は午後4時まで）

柴崎学習館
アートスポット

立川盆栽会
鈴木さん☎（523）3357

第68回
立川美術展

11月3日㈷〜9日㈯
午前10時〜午後5時
（最終日は午後4時まで）

柴崎学習館
講堂

立川美術会
祁答院さん
☎（536）6534

茶会 11月10日㈰
午前10時〜午後3時

女性総合センター
5階学習室

立川市茶道連盟
祁答院さん
☎（536）6534

地区名 内容 日時 場所 連絡先

柴崎町

展示 10月5日㈯・6日㈰
午前10時〜午後 5時（初日は午後 1時から）

柴崎学習館
柴崎町文化会
鈴木さん
☎（522）2703

カラオケ
大会

10月5日㈯
午後1時〜5時

公演 10月6日㈰
午前10時〜午後4時

錦町
展示 10月19日㈯・20日㈰

午前9時〜午後4時30分
錦学習館

錦町文化会
河村さん
☎（522）4768公演 平成26年2月23日㈰

午前10時〜午後4時30分

栄町
展示・公演 10月26日㈯・27日㈰

午前9時〜午後4時
さかえ会館

栄町文化会
加藤さん
☎（536）0265歌謡祭 平成26年3月1日㈯

午前10時30分〜午後5時30分

富士見町 展示 10月26日㈯・27日㈰
午前10時〜午後5時 滝ノ上会館

富士見町文化会
鈴木さん
☎（524）7860

羽衣町 展示・公演 10月26日㈯・27日㈰
午前10時〜午後4時 羽衣中央会館

羽衣町文化会
佐藤さん
☎（524）9725

砂川地域

手打ち
うどん

11月2日㈯
午前10時から こんぴら橋会館

砂川文化会
柴さん
☎（536）1955

作品展 11月2日㈯・3日㈷
午前10時〜午後5時

こんぴら橋会館
上砂会館

工作教室

11月2日㈯
午後1時30分〜4時 こんぴら橋会館

11月3日㈷
午後1時30分〜4時 上砂会館

囲碁・将棋
大会

11月3日㈷
午前10時〜午後4時 こんぴら橋会館

カラオケ
大会

11月4日㉁
午前9時〜午後5時 上砂会館

高松町
展示 11月2日㈯・3日㈷

午前10時〜午後4時
高松会館

高松町文化会
寺本さん
☎（523）4059公演 11月4日㉁

午前10時〜午後3時

西砂川
地区

展示 11月2日㈯・3日㈷
午前10時〜午後4時 西砂学習館 西砂川地区文化会

笠井さん
☎（531）0181公演 11月2日㈯

午前10時〜午後4時 西砂会館

柏町地区

展示 11月9日㈯・10日㈰
午前10時〜午後4時30分

こぶし会館
柏町地区文化会
魚路さん
☎（536）2560

公演 11月10日㈰
午前10時30分〜午後4時30分

新春囲碁大
会

平成26年1月12日㈷
午前10時〜午後4時30分

新春カラオ
ケの集い

平成26年2月2日㈰
午前9時〜午後5時

幸町地区
展示 11月23日㈷・24日㈰

午前9時30分〜午後4時30分
幸学習館

幸町地区文化会
西村さん
☎（536）1910公演 11月24日㈰

午前9時45分〜午後4時30分

曙町

公演 平成26年2月2日㈰
午前10時〜午後4時

女性総合セン
ター１階ホール 曙町文化会

久保さん
☎（522）4639展示 平成26年3月15日㈯・16日㈰

午前10時〜午後4時

国営昭和記念
公園花みどり
文化センター

若葉町 展示・公演 平成26年3月8日㈯・9日㈰
午前9時〜午後5時 若葉会館

若葉町文化会
今井さん
☎（536）4077

市民文化祭日程表

地域文化祭日程表

芸術の秋

市民の皆さんが、日ごろの活動の成果を発表する「第56回立川市民文化
祭」が各地域で開催されます。期間中、女性総合センターなどでは公演や展
示も開かれます。文化祭への参加申し込み、お問い合わせは各連絡先へ。

第56回立川市民文化祭
より広く・より高く

立川市民文化 ２０１３
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　10月14日㈷の「体育の日」に、
泉・柴崎市民体育館の次の施設を
無料で開放します。
　両体育館に設置の「医務室・健
康室」では、体脂肪・血圧・身長・
体重などの測定器の利用もできま
す。柴崎市民体育館では看護師・
栄養士・健康運動指導士などが常
駐し、身体、栄養、運動などの面
から市民の皆さんの健康づくりを
支援します。なお、夜間の中学生
以下の方の利用には、保護者の方
の付き添いが必要です。
●体育室　▶泉市民体育館＝第1
体育室（卓球・バドミントン）。第
2体育室〔ミニテニス（夜間は第 1
体育室で）・バスケットボール（夜
間）〕▶柴崎市民体育館＝第 1体
育室（バドミントン・ミニテニス）、
第2体育室（卓球・ボルダリング）。
今人気のボルダリングが体験でき
ます。力だけではなく、バランス
や柔軟性を利用してパズルのよう
に道筋を解きながら登る、お勧め
の全身運動です。この機会に体験
してみてください。
●トレーニング室（ジム）　両体育館

健康運動指導士が指導する、高齢
者のための教室です対市内在住・
在勤の健康な高齢（おおむね65歳
以上）の方時11月18日〜12月9日
の毎週月曜日、午後2時〜3時30分
（全4回）場子ども未来センター費
800円定25人（抽選）申10月23日
㈬〔必着〕までに往復はがきに教室
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性
別、電話番号と在勤の方は勤務先
名を書いて、泉市民体育館へ

24日㈰午前９時から問立川市卓
球連盟・経廣さん☎（535）8933
●バドミントン（地区対抗の部）　
時 10 月 27日㈰午前９時 30 分
から問立川市バドミントン協会・奥
村さん☎（535）7226
●バレーボール（一般男子地区対
抗の部）　時 11月17日㈰午前９
時 20分から問立川市バレーボー
ル連盟・武石さん☎（527）2817
●新体操（チャイルドの部）　時 12
月 15日㈰午前 10 時から問立川
市新体操連盟・坂下さん☎（536）
9150

筋力アップ貯筋体操教室

●ダンス　時 11月 10日㈰午前
９時〜午後４時問立川市ダンス連
盟☎（536）5138
●ゴルフ　時 11月 20日㈬午前
８時から問立川市ゴルフ協会事務
局・小林さん☎（535）3223
●卓球（地区対抗の部）　時 11月

市民体育大会

東京ヴェルディ・トライアスロン
チームのコーチから指導を受けま
す対 18歳以上の市内在住・在勤・
在学の方時 11月 2日〜 12月 7
日の土曜日（11月23日を除く）、
午前10時〜正午（全5回）場立川
公園陸上競技場。雨天時は、柴
崎市民体育館でランニングの講義
費 750 円定 40 人（抽選）持ラン
ニングのできる服装とシューズ、
飲み物申 10月 21日㈪〔必着〕ま
でに往復はがきに教室名、ランニ
ング歴、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号と在勤・在
学の方は勤務先名か学校名を書い
て、泉市民体育館へ

教室開始 30分前から受け付けま
す。いずれも先着順。直接会場へ
場・問柴崎市民体育館
●かんたんエアロ　エアロビクス
の有酸素運動でスポーツの秋を満
喫しませんか対16歳以上の方時
▷毎週月曜日＝午前11時〜正午
▷毎週火曜日＝午後3時〜4時費
1回500円定25人
●ナイトヨガ　1日中動かした体
と頭の疲れを取るためのヨガプロ
グラムです対 16 歳以上の方時毎
週金曜日、午後8時 45分〜 9時
45分費 1回 500円定 25人
●ベビ TOMO　ママの温かい手

10月１日㈫〜平成 26年５月31
日㈯の期間、泉市民体育館の室内
プールの利用時間が午前 10時〜
午後９時の冬季時間帯に変わりま
す問泉市民体育館

●水泳　▶地区対抗男子▷優勝
＝砂川体育会▷準優勝＝錦町体
育会▷３位＝幸町体育会▶地区
対抗女子▷優勝＝砂川体育会▷
準優勝＝錦町体育会▷３位＝柏
町体育会▶小学校男子▷自由形
＝武藤由弥▷平泳ぎ＝田中康貴
▷背泳ぎ＝細貝優人▷バタフラ
イ＝内倉光翼▶小学校女子▷自
由形＝田中美咲▷平泳ぎ＝稲垣
祐希▷背泳ぎ＝渡邊心花▷バタ
フライ＝田中夏海▶中学校男子
▷自由形＝島海駆▷平泳ぎ＝中
井遼▷背泳ぎ＝田中海翔▷バタ
フライ＝高澤和也▶中学校女子
▷自由形＝西久保菜穂▷平泳ぎ
＝津原茉優▷背泳ぎ＝西久保菜
穂▷バタフライ＝一戸亜美▶男
子一般▷自由形＝小出一彰▷平
泳ぎ＝渡邊雅士▷背泳ぎ＝小出
一彰▷バタフライ＝津原剛▶ 40
歳以上男子▷平泳ぎ＝前川多加
志▶ 30 歳以上女子▷自由形＝
鴻地昌代
●柔道　▶小学校▷１年＝金田

柴崎市民体育館の
自由参加型教室

泉市民体育館室内プールの
利用時間が変わります

ラン！ラン！ランニング教室

市民体育大会の結果 《個人はいずれも優勝。敬称略》

とも高校生相当以上の年齢の方の
利用可。初めての方は必ず講習を
受けてください。講習時間は事前に
各体育館にお問い合わせください。
●室内プール　両体育館とも個人
遊泳ができます。水泳帽を着用。
3歳から小学 3年生までは高校生
相当以上の付き添いの方が必要。
3歳未満の乳幼児の入場は不可▷
プール▷泉市民体育館＝午前 10
時〜午後 9時（原則 2時間単位）
▷柴崎市民体育館＝午前 9時〜
午後9時（利用時間無制限）。
●ヒップホップエリア（柴崎市民体
育館のみ）　周囲を鏡で囲み人目
を気にせず練習できます。

10 月 14 日体育の日 市民体育館を無料開放します

大輝▷２年＝小宮大輝▷３年＝
新村亮斗▷４年＝荒田大輝▷５
年軽量＝高野敬▷５年重量＝河
南政伸▷６年軽量＝栗崎蓮丸▷
６年重量＝竹内優生▶中学校▷
１年＝岩切雄吾▷２年＝満原淳
▷３年＝新堀祐生▶無段＝山本
雅一▶初段＝蛯名友之▶弐段・
参段＝杉井豊宣
●バドミントン　▶男子１部▷
優勝＝フジレンジャー▷準優勝
＝幸町Ａ▷第 3位＝西砂−Ａ▶
男子２部▷優勝＝幸町Ｂ▷準優
勝＝ＮＢＣ▷第３位＝栄クラブＢ
▶男子３部▷優勝＝砂川▷準優
勝＝立川市役所▶女子１部▷優
勝＝栄クラブＡ▽準優勝＝幸町
Ａ▷第３位＝立川国際Ｂ▶女子
２部▷優勝＝錦クラブ▷準優勝
＝ＮＢＣ−Ｂ▷第３位＝ＫＢＣ−１
▶女子３部▷優勝＝立川六中Ａ
▷準優勝＝立川一中▷第３位＝
いずみトータスＢ
●軟式野球　▷優勝＝幸町▷準
優勝＝富士見町▷第３位＝錦町

スポーツの秋
で、頭から足までベビーマッサー
ジ。ママも簡単な体操でリフレッ
シュ対 4 か月〜 12か月の乳児と
親費 1 回 500 円時毎週金曜日、
午前 9時 45 分〜 10 時 45 分定
15組

○ 10月 14日（体育の日）は個人無料開放日となります。○ 10月
2日㈬・5日㈯・7日㈪・9日㈬・19日㈯の個人利用日は国体開
催および大会のため中止です。●第1体育室(卓球・バドミントン・
ミニテニス )＝13日・14日・16日・23日・30日　●第 2 体
育室▶卓球＝21日・27日 (21日は夜間を除く)▶バドミントン＝
27日・28日 (28日は夜間を除く)▶バスケットボール＝14日・
21日・28日 (いずれも夜間 )

○ 10月７日（第１月曜日）、10月 14日（体育の日）は、個人無料
開放日となります。●第１体育室（バドミントン・ミニテニス）　●
第２体育室（卓球・ボルダリング）＝いずれも４日・７日・11日・
12日・14日・18日・20日・25日・26日

泉市民体育館 ☎（536）6711

柴崎市民体育館 ☎（523）5770

10
月
の
個
人
利
用
日

申・問泉市民体育館〔〒190−0015泉町786−11〕☎（536）6711
柴崎市民体育館〔〒190−0023柴崎町6−15−9〕☎（523）5770へ

申込方法、費用などは立川市体育
協会のホームページへ。

検索

人気の
ボルダリング

高齢者の方にも簡単な体操です
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