
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●「高田馬場」駅よりバス「甘泉園公園前」下車徒歩２分 
  または都電早稲田駅下車徒歩３分 
●定員 20名 
●司会 9/27吉田正勝・山岸あかね・石垣美恵子 

●開場 １1:30 
●開演 １1:45～14:30 
●参加費 2,000円＋ドリンク、ランチ別会計 
●「表参道」駅より徒歩４分 萬楽庵ビルⅡ10階(最上階) 
●定員 10名 
●司会 9/8小川邦美子 9/23津田伸子 
●お申し込みは 03-6450-6107(ピアノサロンメロディー) 

西早稲田パークタワー 2Ｆ集会室 

三鷹市さんさん館 3Ｆ多目的室 
●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:20 
●参加費 １,000円 
●ＪＲ中央線「吉祥寺」駅または「三鷹」駅よりバス「三鷹市役所前」
下車１分 

●定員 ４5名 

お問い合わせ・お申し込みは ともしびへ 
（必ず事前予約をお願いします） 

Tel03-6907-2731 Fax03-6907-3812 
https://tomoshibi.co.jp/ 
emaｉl：info@tomoshibi.co.jp 

●ともしび歌集、筆記用具をご持参ください。歌集は販売もいたします。 
●当日体調の悪い方は参加をご遠慮願います。 
●会場ではマスクを着用してください。 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●「高田馬場」駅早稲田口より徒歩２分 
●定員 ２0名 
●司会 小川邦美子・寺谷 宏 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●ＪＲ「立川」駅北口より緑川通りを東へ。徒歩 7分 
●定員 ３0名 
●司会 中西 明・小川邦美子・津田伸子 
 

高田馬場駅前ＦＩビル８階多目的室 
（ドンキホーテ上） 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0   ●参加費 2,000円 
●都営新宿線「瑞江」駅より徒歩 8分 
京成バス「東部区民館入口」下車徒歩 5分 

●定員 60名   
●司会 小川邦美子・行貝ひろみ・本道 亮 

江戸川区東部区民館 

開場までは 8階に上がるのを
ご遠慮願います 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●西武新宿線「小平」駅南口より徒歩２分 
●定員 ４０名 

ルネこだいら レセプションホール 

大泉学園ゆめりあホール 
●開場 13:30  ●開演 14:00～16:00 
●参加費 2,000円 
●西武池袋線「大泉学園」駅北口より徒歩 1分 
●定員 60名 
●司会 津田伸子・石垣美恵子・本道 亮 

ミューザ川崎 市民交流室 
●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●ＪＲ「川崎」駅中央改札出て左手(西口方面)徒歩 3分 
●定員 30名 
●司会 9/2寺谷 宏・清水正美・行貝ひろみ 

カンマ―ザールｉｎ立川 

主催:音楽文化集団ともしび 
立川ブロック 

西戸山生涯学習館 ２Ｆ視聴覚室 
●開場 １３:30 
●開演 １3:45～15:00 
●参加費 500円 
●「高田馬場」駅前バス停から都営バス小滝橋車庫前行き
（上 69・飯 64）で３つ目「小滝橋」下車 3分 

●定員 10名 

12/22 は、ベイビープーの
ミニコンサート付き 
参加費：2,500 円 

11/15 ベイビープーのミニコンサート付き 
12/14 歌謡曲だけのうたごえコンサート付き 

参加費は両月とも：2,500 円 

主催:西戸山うたごえ 
友の会 

次回は 2022 年 1/12(水) 

※歌詞はプロジェクターで 
スクリーンに映します。 

※9 月､10 月は満席のためキャンセル待ち 

https://tomoshibi.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蕨市立文化ホールくるる 
●開場 13:30 
●開演 14:00～16:00 
●参加費 2,000円 
●ＪＲ「蕨」駅西口出て左へ直進、徒歩３分 
●定員 60名 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●東武東上線「大山」駅北口・南口から徒歩５分 
都営三田線「板橋区役所前」駅Ａ３出口から徒歩５分 

●定員 6０名 

板橋区立グリーンホール １階 

アミュゼ柏 プラザ(１階） 
●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,500円 
●ＪＲ常磐線「柏」駅東口より徒歩７分 
●定員 ４５名 

八千代市八千代台文化センター 
●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●京成成田線「八千代台」駅西口より徒歩４分 
●定員 5０名 

なかの芸能小劇場 
●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●ＪＲ中央線「中野」駅北口より徒歩５分 
●定員 50名 

歌い手：清水正美・吉田正勝・石垣美恵子 
ピアノ：山田剛史 ヴァイオリン：三ツ木摩理 
ゲスト：作曲家 大西 進 
  ●13:00開場  13:30開演 
  ●参加費 3,000円  ●定員 130名 

●小田急線 
「鶴川」駅 
徒歩３分 

宮代町コミュニティーセンター進修館 
●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●東武スカイツリーライン「東武動物園」駅西口より 
徒歩５分 

●定員 ７０名 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●ＪＲ川越線、東武東上線゜川越」駅西口より徒歩５分、
西武新宿線「本川越」駅より徒歩１５分 

●定員 70名 

ウェスタ川越２F リハーサル室 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●ＪＲ千葉駅から京成バス（7 番乗り場）大学病院行き又は
南矢作行きに乗り、｢中央 3 丁目｣又は｢大和橋｣下車。 
徒歩約３分 

●定員 30名 

千葉市美術館 

歌い手：吉田正勝・小川邦美子 
ピアノ：山田剛史 チェロ：Berndt Bohman 他 
  ●13:00開場  13:30開演 
  ●参加費 3,000円  ●定員 130名 

※満席のためキャンセル待ち 

葛飾区亀有地区センターホール 
●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●ＪＲ常磐線「亀有」南口より左手へ 3分リリオ館 7Ｆ 
●定員 43名 

としま区民センター 小ホール 
●開場 9:30 
●開演 10:00～11:40 
●参加費 2,000円 
●「池袋」駅東口より徒歩 7分 
●定員 48名 

次回は 2022 年 1/19(水) 

※歌詞はプロジェクターで 
スクリーンに映します。 

歌い手：小川邦美子・清水正美・行貝ひろみ 
ゲスト：金城広子 

●開場 14:00  ●開演 1４:30～16:30 
●参加費 2,500円 
●ＪＲ横浜線、相模線、京王相模原線「橋本」駅 
北口右側ミウィ橋本８Ｆ 

●定員 60名 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●定員 １３０名 

杜のホールはしもと 多目的室 

※上履き持参 


