９月28日に実施された
「土浦市俳句大会」を皮切
りに秋の文化祭が始まりました。何か趣味のサーク
ルに入ろうと思っている方はもちろん、一般の方に
も一見の価値のあるイベントばかりですので、お気
軽にお越しください。
問 土浦市文化協会事務局（文化課内 ☎862-1941）

市民会館 大ホール
10/12
（日）

市民音楽フェスティバル

コーラス、ギター、大正琴、オカリナなどの
14団体の演奏と市内小・中・高校の生徒（合唱・
弦楽）
の賛助出演です。
最後に皆さんと一緒に全体合唱を楽しみます。
と き／午後１時～５時

11/ ２
（日）

邦楽発表会

琴・三絃・尺八・日本舞踊と邦楽の競演です。
と き／午前10時30分～午後５時
演 目／
「藤娘」、
「秋の言葉」
、
「寿獅子」
、
「越後
獅子」
、
「花かつみ」、「我獅子」、「男舞」、「夜々
の星」など26番組

11/ ９
（日）

第14回
民俗文化連盟発表会

と き／午後 0 時10分～４時
発表団体／
１. 亀城太鼓
２. プリメーラ・フラメンカ
３. 櫻川流江戸芸かっぽれ后希会
４. 土浦ハワイアンクラブ
５. ポピーフォークダンス
６. ハーラウ フラ オ ワイラニ
７. 櫻川流いばらき土浦かっぽれ道場
８. ホアヘレ・オ・クワナ
９. オリエンタルダンスマロニエ
10. クーリアイケアーケアーフラグループ
11. 亀城太鼓保存会

11/16
（日）

劇団創造市場

「シンデレラ」

「シンデレラ」を題材にした、大人も子供も楽し
めるエンターテイメントです。
と き／午後３時から
（開場は午後２時30分から）
入場料／一般…前売券1500円、当日券1800円
高校生以下…前売券1200円、当日券1500円
※未就学児は保護者のひざ上で鑑賞できます。
（入
場無料）

市民会館 小ホール
11/ １
（土）

第15回名画鑑賞会

◉「青い山脈」
と き／午前９時30分～午後０時22 分
出 演／原 節子さん、杉 葉子さん ほか
◉「真昼の暗黒」
と き／午後１時20分～３時24分
出 演／草薙幸次郎さん、松山照夫さん ほか
◉「また逢う日まで」
と き／午後３時45分～５時34分
出 演／岡田英次さん、久我美子さん ほか
※入場料500円で３作品ご覧になれます。

11/23
（日）

民謡民舞踊大会

と き／午前９時～午後４時30分
演 目／
第１部…各団体の唄と踊りと三味線合奏など
第２部…唄の会と踊りの会がペアを組み演じます
わらべコーナー…子供たちががんばります
第３部…ゴールデンショーと題して、日本各地
の郷土民謡を披露します

12/14
（日）

土浦交響楽団

第69回定期演奏会

と き／午後２時から
（開場は午後１時30分から）
曲 目／
C. ドビュッシー：「牧神の午後への前奏曲」
伊福部昭：交響譚詩
J. ブラームス：交響曲第４番
指 揮／佐藤 迪さん
入場料／一般…前売券700円、当日券900円
高校生以下…前売券500円、当日券700円

12/21
（日）

クラシック＆モダンバレエ
コンサート

美しい洋舞のコンサートです。小さなバレリー
ナからプロのダンサーまで、３歳からナイスミド
ルまで、さまざまなダンスを一
同に踊ります。
と き／午後１時30分から（開
場は午後１時から）
出 演／アートスタジオ萩谷京
子現代舞踊研究所、育かほる
モダンバレエスタジオ、土浦
バレエ研究所
広報つちうら
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と き／10月26日（日） 午前９時30分
ところ／亀城プラザ前
バザーと模擬店
オープニングセレモニー
おでん、焼きそば、炊き
テープカット
込みご飯など
アトラクション
と き／午前10時から
（アートスタジオ萩谷
京子現代舞踊研究所） ところ／１階ロビー

10/26
（日）

市民茶会

一碗のお茶がたつまで心静かに点前を見て、お
いしいお茶を味わってみませんか。
と き／午前10時～午後３時30分
ところ／１階 大会議室１
茶 券／300円
（当日券有）

市民囲碁大会
と き／午前９時～午後５時
ところ／４階 会議室５・６
参加料／1500円
（昼食代含）
◎スイス式リーグ戦 各４戦
◎棋力に応じA～D級に分ける
◎入賞者には賞品あり

市民短歌大会
と き／午前10時～午後３時30分
ところ／１階 大会議室２
参加料／2000円
（昼食代含）
講 師／大森 益雄さん（茨城県歌人協会事務局長）

第６回市民川柳大会
と き／午前10時～午後４時
ところ／４階 第２運動室
参加料／2000円
（昼食、大会誌代含）
当日課題／
「目線」、
「破る」、
「波」、
「ぎしぎし」、
「飾
る」
、
「痛い」

祭囃子発表会
各祭囃子の団体が、日頃の練習成果を披露します。
と き／午前11時～午後５時
ところ／２階 文化ホール
5

広報つちうら
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亀城プラザ
10/25（土）
～ 26（日）

諸流いけ花展

美しい季節のいけ花をご鑑賞ください。各流派
の力作を展示します。
と き／午前９時30分～午後３時30分
ところ／１階 市民ホール
※子どもいけ花教室花展も同時開催

11/16
（日）

土浦各流合同

謡と仕舞の会

観世流、宝生流、喜多流、金剛流の各流派が練
習の成果を披露します。
と き／午前10時～午後４時
ところ／２階 文化ホール

11/24
（月・祝）

吟詠と剣詩舞道大会

漢詩・詩歌の心を格調高くうたう吟と舞。300
人の吟士が、詩吟、書道吟、構成吟など、大自然
の風物から奥深い情操まで吟じ舞います。
と き／午前９時～午後５時
ところ／２階 文化ホール

生涯学習館
11/ ９
（日）

土浦市将棋名人戦

と き／午前９時～午後６時
ところ／１階 研修室２
参加料／一般…2000円、
女性、小・中学生…1000円（昼食代含）
◎名人戦、B・C 級、小中学生大会ともリーグ戦
◎名人戦優勝者を土浦市名人と称号する

ワークヒル 多目的ホール
土浦子ども劇場

11/29
（土）

第157回例会

人形劇団夢知遊座

「たぬき橋」
「ワン太とカバ子のバッキャァロー」
と き／午後２時から（開場は午後１時30分）
入場料／前売券1000円、当日券1200円
※３歳以上はチケットが必要

