
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 
●定員 15名                (最上階) 
●司会 12/27津田伸子 
●お申し込みは 03-6450-6107 

(ピアノサロンメロディー) 

表参道ピアノサロン メロディー 

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 ２4名 
●司会 12/10吉田正勝・山岸あかね 

高田馬場駅前ＦＩビル ８Ｆ多目的室 
（ドンキホーテ上） 

開場までは 8階に上がる 
のをご遠慮願います 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 
●司会 12/8寺谷 宏・津田伸子・高橋諒佑 

市川市南行徳市民センター 

●開場 １３:30   
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,０00円 
●東京メトロ東西線「南行徳」駅より徒歩２分 
●定員 40名 
●司会 金指修平・津田伸子・山岸あかね 

２Ｆ多目的ホール 

八王子市学園都市センター 
12Ｆイベントホール 

●開場 １３:30   
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,０00円 
●ＪＲ「八王子」駅北口より徒歩 3 分、京王線「京王
八王子」駅より徒歩 7分 

●定員 99名 
●司会 12/7吉田正勝・小川邦美子 

●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 12/2清水正美・本道 亮・高橋諒佑 

ミューザ川崎 市民交流室 

2021/11/28作成 

※1/30は開場 9:30 開演 9:50～11:30 

https://tomoshibi.co.jp/


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 １３:０0   
●開演 １3:30～15:30 
●参加費 3,000円 
●定員 １３０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 2２名 
●司会 12/17吉田正勝・石垣美恵子 

西早稲田パークタワー 2Ｆ集会室 

●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 12/18小川邦美子・本道 亮 

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 
●司会 12/16金指修平・小川邦美子・寺谷 宏 

●開場 １３:30   
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,500円 
●西武新宿線「小平」駅南口より徒歩２分 
●定員 ４０名 
●司会 12/22小川邦美子・本道 亮 
 

大泉学園ゆめりあホール 

●開場 13:30   
●開演 14:00～16:15 
●参加費 2,５00円 
●西武池袋線「大泉学園」駅北口より徒歩 1分 
●定員 60名 
●歌い手 金指修平・清水正美 

カンマ―ザールｉｎ立川 

●小田急線「鶴川」駅徒歩３分 

歌い手：金指修平・小川邦美子 
ピアノ：金益研二 ヴァイオリン：石井有子 

●13:00開場   
●13:30開演 
●参加費 3,000円 
●定員 130名 

歌い手：津田伸子・行貝ひろみ・吉田正勝 
ピアノ：田口順子 アコーディオン：中西たみ子 

●開場 １３:30   
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,500円 
●定員 １３０名 

歌詞はプロジェクターで 
スクリーンに映します。 

12/22 
ベイビーブー 

ミニコンサート付き 
（予定） 

岩槻駅東口コミュニティセンター 
            ５階ミニホール 
●開場 １３:30   
●開演 １４:00～1６:０0    
●参加費 2,000円 
●東武アーバンパークライン「岩槻」駅より徒歩１分 
●定員 6０名 
●司会 小川邦美子・津田伸子・高橋諒佑 

歌詞はプロジェクターで 
スクリーンに映します。 

ルネこだいら レセプションホール 

2/25（金）通常通り 参加費：2,000円 

※12/22 は満席のためキャンセル待ち 

通常通り 参加費 2,０00円 

歌い手：清水正美・石垣美恵子・吉田正勝 
ピアノ：山田剛史 ヴァイオリン：三ツ木摩理 
  参加費３,０00円 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ６０名 

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「東武動物公園」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 

※上履き持参 

歌い手：清水正美・石垣美恵子・吉田正勝 
ピアノ：山田剛史  ヴァイオリン：三ツ木摩理 
  

かつしかシンフォーニーヒルズ 
アイリスホール 

足立区 Ｌ.ソフィア 4Ｆホール 

●開場 １３:30   
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,500円 
●東武スカイツリーライン「梅島」駅より徒歩３分 
●定員 ６０名 

●開場 13:00   ●開演 13:30～15:15 
●参加費 3,000円 
●京成線「青砥」駅徒歩５分 
●定員 1３０名 

●開場 １３:30 
●開演 １3:45～15:00予定 
●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 

西戸山生涯学習館 ２Ｆ視聴覚室 
主催:西戸山うたごえ 

友の会 
●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 

三鷹市さんさん館 3Ｆ多目的室 
主催:音楽文化集団ともしび 

立川ブロック 

江戸川区東部区民館 
●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 

調布市せんがわ劇場 
●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●京王線「仙川」駅より徒歩３分 
●定員 ５５名 
●司会 清水正美  伴奏：ひろせめぐみ  他 

北とぴあ カナリアホール(14Ｆ) 

●開場 １３:30   
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●京浜東北線「王子」駅より徒歩２分 
●定員 ５５名 

歌い手：金指修平・津田伸子  

※1 月は満席のためキャンセル待ち 

正面入口入って左の 
エレベーターで直行 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 １Ｆ 

アミュゼ柏 プラザ(１Ｆ） 
●開場 １３:30   
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,０00円 
●ＪＲ常磐線「柏」駅東口より徒歩７分 
●定員 ５0名 

としま区民センター 小ホール(６Ｆ) 

●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 

歌い手：中西 明・津田伸子・石垣美恵子 
伴奏：今枝大作・小松原奈々子・中西たみ子 

●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 

杜のホールはしもと 多目的室 

●開場 １３:30 
●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●ＪＲ総武線「両国」駅より徒歩５分 
●定員 ４０名 
 

江戸東京博物館 小ホール 

ともしび歌集リニューアルのお知らせとお願い 

おかげさまで、ともしび歌集「うたの世界 第２集 209｣は在庫がなくなり、 

売り切れとなりました。ともしび歌集をお求めになられた多くの皆様へ厚く御礼申し上げます。 
 
出前歌声喫茶では今後も引き続き｢うたの世界 209｣を使っていきますので、お持ちの方はまだまだ

大切に持っていてください。また、｢うたの世界 209｣は販売ができませんが、お持ちでない方のために

レンタル歌集を準備していきますのでどうぞご安心ください。 
 
「うたの世界 ２０９」の在庫が少なくなってきたことをきっかけに、今年の春頃から歌集の再編集を進

めてきました。そして、このたび新しく 94 曲を追加し、今まで掲載曲の中から 19 曲をカットして、合計

で 284曲(予定)の新しい歌集として生まれ変わることになりました！ 

リニューアルされる新歌集は、新しいお店のオープンから販売を開始して、｢うたの世界 533｣ととも

に使って行く予定です。もちろん、レンタル歌集も用意いたします。 
 
新しいお店の進捗ですが、まだ物件は見つかっていません。この冬にまたやって来ると言われている

コロナ禍第６波の収束状況をみながら、物件を本格的に探していこうと考えています。 

新しいお店で、新しい歌集を使って皆さんと大いに歌い交わせる日を思い描きながら、今は着実に準

備を進めています。その日が来るのを心から楽しみにして、もう少しだけお待ちいただきますようお願い

申し上げます。 

 

 

 

（ともしびホームページより） 

歌詞はプロジェクターで 
スクリーンに映します。 

2/11友情出演：ともしび合唱団 

秩父市歴史文化伝承館 ２Ｆホール 
●開場 １３:30 ●開演 １４:00～1６:０0 
●参加費 2,000円 
●西部池袋線「西武秩父」駅ロータリー出て左へ 
徒歩７分 

●定員 ８０名 
●共催：秩父音楽鑑賞会 
 

 

●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 

葛飾区亀有地区センターホール 


