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　立川の夏の風物詩、立川よいと祭りに出かけてみませんか。「光と音のシンフォニー」
をテーマに、音楽隊のパレード、和太鼓、民踊流し、万灯みこし、松

たいまつ

明回しなどを行い
ます。くわしいプログラムなどは、7月下旬に全戸配布する「立川よいと祭りチラシ」か、
立川市地域文化振興財団のホームページHPhttp://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/をご
覧ください。
問立川よいと祭り実行委員会事務局〔立川市地域文化振興財団内〕☎（526）1312

　毎秒10トン以上の水が水煙を上げ
る観光放水は圧巻です。日が差すと、
きれいな虹がかかることも。

　北アルプス山麓のそば
や地酒など、大町にはお
いしい食がたくさんあり
ます。

くわしくは大町市観光協会のホームページ
HPhttp://www.kanko-omachi.gr.jp/をご覧ください
（左２次元コードからアクセス可）。

　長野県の北西部に位置す
る長野県大町市。雄大な北
アルプスに囲まれ、立山黒
部アルペンルートの玄関口
としても知られるまちです。
澄んだ空気と豊かな水が育
んだ食を楽しみながら、立
川では体験できない大町の
魅力を満喫してみませんか。

　昭和62年に「都市と農村を
結ぶ交流事業」で立川市民48
人が大町市を訪問したことを
きっかけに、平成３年に姉妹
都市提携を結びました。

光と音のシンフォニー 日時

会場
立川にはこのほかにも地域のお祭りがたくさんあります。
くわしくは6・7面をご覧ください。

サンサンロード（曙町）〔小雨決行、荒天中止〕

時　間 主なプログラム

午後２時～２時25分
東京消防庁音楽隊･
カラーガーズ隊

午後２時50分～３時30分 YOSAKOIなるこ踊
り午後４時10分～４時50分

午後５時25分～６時25分 民踊流し
午後６時35分～７時10分 和太鼓の響演
午後７時10分～７時35分 松明回し
午後７時40分～８時15分 和太鼓の響演

午後６時35分～８時25分
お囃子、大太鼓、
万灯みこし

※天候によって変更・中止となる場合があります。

国内最大級のスケールと迫力

8月6日土正午～午後９時

住所  柴崎町3-14-3
電話  （595）7577
時間  午前11時～午後6時定休日  日曜日、祝日、年末年始

大町の特産品が立川でも買える！立川市・大町市観光情報プラザ

　　車で
約3時間10分

国立府中IC

岡谷JCT

安曇野IC

県道310・306号

長野自動車道

　　電車で
約3時間40分

立川駅

松本駅

信濃大町駅

JR大糸線

JR中央線
特急あずさ

夏のみどころ

食を楽しむ

黒部ダム

姉妹姉妹
都市都市 長野県大町市へ行こう！

夏休みは、

観光放水は
10月15日土まで

ちょうちん絵付け体験&
ＬＥＤ実験コーナー

企画！

直接会場へ時正午～午後５時
場サンサンロード南側
◆ちょうちん絵付け体験
定50人程度（先着順）

◆LED実験コーナー
定100人程度（先着順）

新

中央自動車道

大町市キャラクター
おおまぴょん

アクセス

霧状のしぶきを
体感できる
新展望テラスが
今年6月に完成！

オススメスポット

家族みん
なで

出かけよ
う！

「よいと」とは、「良い所」「良い人」「よいしょ」などから
イメージした言葉といわれています。

「よいと」って何？

問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ
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