
あきる野市役所 ☎（０４２）５５８－１１１１（代）（５） 20.10.15

地域交流センター
　　　　第１・２茶室

期　　日 場　　　　所 団　　体　　名時　　間 催し物内容

市民文化祭催し物の部

10月25日㈯
・26日㈰ お茶席五日市茶道連盟10:00̃15:30

地域交流センター第２研修室
10月26日㈰

囲碁大会五日市囲碁愛好会９:50̃16:00

地域交流センターまほろばホール

あきる野ルピア産業情報研修室

演劇公演劇団「き楽座」10:30̃15:30

10月25日㈯

秋川キララホール

11月１日㈯

10:00̃11:00

秋川キララホール11月２日㈰

カンツォーネ演奏五日市カンツォーネ研究会

９:50̃10:10

和装・礼法披露和装礼法こどもクラブ、なでしこ10:15̃10:35

歌謡発表あきる野市歌謡連盟

10:35̃11:20

ハーモニカ演奏ハーモニカ《あきる野》11:20̃12:30

フラダンスナプアオカラニ13:30̃14:00

フラダンスイリマレイアロハ五日市・あきる野・秋川

シャンソンあきるのシャンテ

中央公民館　集会室 吟詠発表あきる野市秋川地区吟詠連盟13:00̃16:00

秋川体育館　小体育室 フォークダンス秋川レディースフォークダンスサークル13:00̃16:00

11:10̃12:10

フラダンスハワイアンフレンズ

英語日本語の
ミュージカル

ラボパーティと
あきる野ピーターパン

ジュニアダンスＴＩＦ五日市

大正琴演奏中之島流大正琴　琴知香会

ジュニアダンス撃団Ｊ－ＰＯＰ

民謡発表秋川民謡連盟

太極拳演技発表あきる野市太極拳同好会

群舞琉球舞踊サークル

14:00̃16:00 活動報告・講演会くらしと福祉の会

13:10̃14:40

和太鼓演奏秋川太鼓

中央公民館　和室 10:00̃15:00

中央公民館　音楽室 13:30̃16:00 講演会新日本婦人の会 あきる野支部

中央公民館　集会室
10:00̃12:00 朗読の発表会朗読の会「まちんと」

14:50̃16:40

大正琴演奏大正琴サークル　里の会14:00̃15:00

秋川キララホール

秋川キララホール

秋川キララホール

11月２日㈰

14:00̃14:50

中央公民館　和室

秋川ふれあいセンター

秋川ふれあいセンター

秋川体育館　弓道場

11月３日㈪

11月８日㈯

10:00̃17:00

11月９日㈰

13:00̃14:00

14:10̃15:10

15:10̃15:50

10:00̃12:30

秋川ふれあいセンター 11:00̃13:00

あきる野ルピアルピアホール 三味線歌謡曲演奏あきる野三味線歌謡会13:15̃15:00

11月15日㈯ 秋川体育館　小体育室 ダンスパーティーあきる野ダンススポーツ同好会13:00̃16:30

11月23日㈰
秋川ふれあいセンター

演劇市民劇団「あきる野」13:00̃18:00

11月28日㈮ シナリオ倶楽部演劇祭あきる野シナリオ倶楽部14:00̃18:00

15:50̃16:20 ダンス発表まろんず

13:00̃16:00五日市会館

民謡発表五日市民謡協会

10:00̃16:00

詩吟発表五日市詩吟愛好会

舞踊発表五日市舞踊連盟

三曲の発表あきる野市三曲会13:00̃16:00

10:00̃16:00

10:00̃11:00

11:00̃12:00

お茶会あきる野市茶道連盟（秋川地区）

14:50̃15:50

15:50̃16:30

中央公民館　音楽室 13:30̃15:30

大正琴演奏琴伝流大正琴あきる野連盟

クラシックギター演奏秋川ギターサークル

絵本の読み聞かせ絵本とおはなしの会

囲碁大会秋川囲碁連盟

10:30̃17:00 舞踊発表あきる野市秋川舞踊連盟

13:30̃14:30
秋川キララホール

地域交流センターまほろばホール

14:40̃15:40 舞踊前田小御神楽民舞の会

15:50̃16:30 オカリナ演奏オカリナ同好会

13:30̃16:00 話し方発表あきる野話し方友の会

各合唱団の発表あきる野市合唱連盟

クラシック演奏
あきる野シティチェンバーオー
ケストラあきる野混声合唱団

芝居と舞踊劇団むさし

射と礼あきる野市弓道連盟

日時・場所・団体名

※秋川体育館に来館される方は、上履きをお持ちください。

第１展示室 東京おしば会五日市支部 押し花作品

五日市書道連盟 書道作品

五日市地区俳句連盟 俳句作品他

五日市手工芸会 手工芸作品

短歌観山会 詠草短冊の展示

第２展示室

第２会議室

第４・５・６会議室

第１研修室

展示内容

市民文化祭展示の部

中央公民館 ☎５５９－１２２１

10月25日㈯・26日㈰　10:00～16:00（26日は15:30まで）

五日市地域交流センター

市民ギャラリー

団体活動室

第１研修室

第２研修室

第３研修室

第４研修室

11月１日㈯・２日㈰　10:00～16:00（２日は15:30まで）

中央公民館

ホール

五日市フォトクラブ 写真展示

秋川愛石会 水石の展示

五日市華道部 いけ花

秋川さつき会 さつき盆栽

三多摩健康友の会秋川流域支部 活動展示・健康相談など

絵画白同会 油絵・水彩画

寿大学五日市校童句クラブ

日本画風月会

童句作品

日本画

水墨画瑞雲会 水墨画

秋川の自然に親しむ会 草花丘陵の自然

あきる野漢詩学習会 漢詩掛軸

わら細工「あきる野」 わら細工作品

ぞうり倶楽部 ぞうり作品の展示

秋川素朴ないで湯旅の会
旅行実績・温泉浴効果の
紹介

あきる野市文学散歩の会 旅行先の写真・地図

ステンドグラスレインボー ステンドグラス作品

第２工作室 あきる野市秋川やきもの会 やきもの作品展示

懇談コーナー 彩友会 水彩画・油絵・水墨画

第６研修室 あきる野詩の会「旅人」 会員の詩歌作品

第７研修室

あみあみサークル あみもの作品

ちよさと会 編物作品

手編サークル 手編み作品

駐車場 あきる野市秋芳会 菊花展

第４研修室
入口壁面

タイルモザイクの会 アートタイル画

第５研修室 あきる野デジタル映像クラブ
デジタル写真・技術の紹
介など

高齢者在宅サービスセンター
五日市センター

習字、ちぎり絵など

五日市会館

日時・場所・団体名 展示内容

秋川白雲木彫会 お盆・仏像などの木彫作品

寿大学秋川校 写真・陶芸、俳句作品

秋川絵本の会 創作絵本と童画イラスト

書道研究　玄秋会 書道作品

秋川レザークラフトの会 革製品

くらしと福祉の会 活動報告など

和紙人形サークル 和紙人形

盛景会 盆景、砿石画

組紐サークル 組紐作品展示と実演

ラタン・サークル 籐手芸作品

籐の会 籐手芸作品

くもん書写／逍遥会 ペン・毛筆作品

アメリカンフラワー同好会 手作りの花

高齢者在宅サービスセンター開戸センター 利用者の各種作品

いっきの会 俳句短冊など

あきる野書友会 書道作品

池の坊いけ花サークル いけ花

新日本婦人の会あきる野支部 会員の作品・活動報告

草秋会 草月流生け花

あきる野手紙の会 女性の手紙

秋川拓本研究会 創作拓本、表装

あきる野市ボーイスカウト・
　　　ガールスカウト連絡協議会 活動報告

麦久保園 利用者の作品

草花いけばな会 いけ花

双胤会 書道

秋川鏝（こて）工芸の会 セメントで作る作品

あきる野せきれい会 木彫りの野鳥作品

市民解説員運営委員会 活動報告

NHK学園池坊あきる野教室 いけ花

高齢者在宅サービスセンター萩野センター 利用者の各種作品

三多摩健康友の会秋川流域支部 活動内容・健康相談など

フォトサークルあきる野 写真

秋川地区さつき会 さつき盆栽

あきる野市盆栽愛好会 盆栽

秋川フォトクラブ 写真

パステル同好会 パステル画

一歩会 油彩画

秋川美術協会
絵画

70美会

三土会 油彩画

市民文化祭展示の部

11月１日㈯・２日㈰　10:00～16:00（２日は15:30まで）

秋川体育館

大体育室

小体育室入口

小体育室

トレーニング室


