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音
第200回緑のコンサート・第
201回緑のコンサート

10/2 金 ～ 11/28 土 19:00 21:00
【第200回】10/2　19：00～21：00
【第201回】11/28　14：00～16：00 あいれふホール 1,500円

ステージに立ちたい!!というクラシック音楽を志
す人たちの応援の場として1977年に「緑のコン
サート」は誕生し、今回で200回を迎えます。あ
いれふホールで音のハーモニーに包まれて下さ
いね。

福岡青年音楽家協会

音 第39回美重秀会合同発表会 10/4 日 ～ 10/4 日 12:00 16:00 博多芙蓉 無料

年に一度、各教室の会員が集まって合同発表会
を行います。津軽三味線・民謡・端唄・長唄・歌謡・
洋楽・太鼓と、とても賑やかな発表会になりま
す。

美重秀会

音

畑瀬由美子Ensemble
series vol.4 ヴァイオリン・
チェロ・ピアノTRIOの響き

10/6 火 ～ 10/6 火 19:00 21:00 あいれふホール 前売3,000円

毎年恒例となりました木越洋（元NHK交響楽団
首席チェリスト）と畑瀬由美子（地元ピアニスト）
がおおくりするデュオの他、八尋祐子（ヴァイオリ
ン）が加わってスメタナのピアノトリオの意欲的
なプログラムです。

詩音

音

チルコロ・マンドリニスティコ・
テレフォニアーナ第46回定期
演奏会

10/18 日 ～ 10/18 日 15:00 16:00
西市民センター
ホール

無料
「心地よい音楽を美しく楽しく」をモットーに、日
頃の練習の成果を発表します。

チルコロ・マンドリニス
ティコ・テレフォニアーナ

美・ﾊﾟ
Pojagi * Sesttam 韓国伝
統手芸 チョガッポ作品展

10/1 木 ～ 10/6 火 9:30 20:00

①10/1
   9：30～18：00
②10/2～10/3
　　9：30～20：00
③10/4～10/6
   9：30～18：00

アジア美術館
交流ギャラリー

無料

韓国伝統手芸ポジャギ教室「ポジャギセッタム」
受講生およそ40名の作品を展示します。2012
年より2年に1度開催しており今回で5回目。全
て手縫いの布作品。

劉　由美子

美・ﾊﾟ ゆう美会作品展 10/13 火 ～ 10/18 日 9:30 17:00
福岡市美術館
ギャラリー

無料

郵政退職者の美術・工芸等愛好家による作品展
で、平成3年から開催し、今年で30回目を迎えま
す。年々技量も上達し退職後の楽しみや生き甲
斐となっています。

郵政退職者連盟福岡市
地区会

美・ﾊﾟ 第25回福岡市美術連盟展 10/20 火 ～ 10/25 日 9:30 17:30
福岡市美術館
ギャラリーA・B・C・D・
E・F室

無料
日本画・絵画・彫刻・写真・工芸・グラフィックデザ
インの作品展示、会場でのギャラリートーク。

福岡市美術連盟

美・ﾊﾟ
第16回ぶらり葦ペンの会作
品展

10/21 水 ～ 10/27 火 9:30 18:00
福岡アジア美術館
交流ギャラリー

無料

河原に生えている葦で作ったペンを用いて絵を
描いているグループです。今や福岡独特の文化
として根付きつつある葦ペン画の様々なタッチ
の作品約100点を展示予定。

ぶらり葦ペンの会

美・ﾊﾟ
第57回博多人形作家協会新
作展

10/26 月 ～ 11/1 日 10:00 18:00

①10/26
   12：00～18：00
②10/27～10/31
  10：00～18：00
③11/1
　10：00～16：00

アクロス福岡
2F匠ギャラリー

無料
県無形文化財三名を含む会員が、コロナ終息を
願って「祈り」をテーマに制作した新作もありま
す。

博多人形作家協会

演

日本の戯曲研修セミナー in
福岡vol.3　別役実を読む！
不条理をこえる不条理劇の世
界

10/3 土 ～ 11/29 日 9:30 21:30

A-1 10/3  ①13：00～15：30
　　　　　　　　 ②16：00～18：30
A-2 11/22　18:00～
A-3 11/22　19：00～
A-4 11/23　15：30～
A-5 11/23　17：00～

B-1①11/19　 19：00～21：30
　　　②11/26　19：00～21：30
　　　③11/27　19：00～21：30
　　　④11/28　13：00～21：30
　　　⑤11/29　  9：30～21：00
B-2①11/25　18：30～21：30
　　　②11/27　18：30～21：30
　　  ③11/28　10：00～21：30
　　  ④11/29   9：30～21：00

C　11/29　 15：30～18：30

A）演出プラン講座
B）ワークショップ
C)ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ発表・ﾄｰｸ

A-1　ﾊｺﾋﾞﾙ・ハコ町屋
A-2～A-5
       ぽんプラザホール
B-1①④ｱｸﾛｽ福岡
　　  ②③福岡市民会館
　    ⑤あじびホール
B-2①②福岡市民会館
　　  ③ｱｸﾛｽ福岡・あじびﾎｰﾙ
　　　④あじびホール

A・C通しチケット
1,500円

Bワークショップ
参加費3,000円

日本を代表する不条理劇の第一人者別役実戯曲
を題材に上演、ワークショップ、シンポジウムを行
います。演劇経験者がより実践的にステップアッ
プに、演劇経験のない方もお気軽にご参加くだ
さい。

一般社団法人　日本演出
者協会

舞 ソング＆ダンスコンサート 10/18 日 ～ 10/18 日 12:00 20:00
中央市民センター
ホール

3,000円
生徒さん達の発表の場で、プロの実力派俳優・シ
ンガー・ダンサーを東京からゲストに迎えて、ダン
スと歌の華やかなコンサートです。

朝比奈ダンスステップス

伝 藤桜華の会　華の舞 10/17 土 ～ 12/5 土 12:00 15:30

①10/17　12：30～15：30
②10/26  12：30～15：00
③11/14　12：00～15：00
④12/5　　12：00～15：00

①　早良市民センター
ホール
②～④　あじびホール

無料

『流派を超えて舞踊家、音楽家が勢ぞろい』古典
舞踊から新舞踊、サックス 筝演奏、歌舞、漫談、
マジック、感動と笑いをお届けするエンターテイ
ンメントの世界。

藤桜華の会

伝

筑前琵琶保存会　第56回定
期演奏会　～青山旭子師追悼
公演「遊びをせんとや」～

10/17 土 ～ 10/17 土 13:30 16:00 大濠公園能楽堂 2,500円

四絃五絃の筑前琵琶の音色で、艶やかな博多の
唄から迫力のある合戦の場面、無常・幽玄の世界
等多彩な場面を表現。青山旭子師作曲の作品や
新作等12演目を演奏。

筑前琵琶保存会

https://asipenga.web.fc2.
com

092-531-1785

092-844-5512

詳細はこちら
（HPまたは問い合わせ先）

【第200回】
090-6427-2778

【第201回】
090-7166-8570

090-7166-8570

　
　※今後の情勢により、内容の変更または中止となる場合がございます。詳しくは、各行事の主催者へお問い合わせください。

092-741-2255

090-8395-5683

http://jda-kyushu.com

https://sites.google.com/
site/nikonikomandolin/

http://chikuzenbiwahozon
kai.mystrikingly.com

080-3971-5655

開催日

https://sesttam.jimdofree
.com/

092-502-1102

10月～

ジャンル

音楽 演劇 伝統芸能 生活文化

美術・パフォーマンス 舞踊 文芸 その他

身体的距離の

確保

https://asipenga.web.fc2.com/#
https://asipenga.web.fc2.com/#
http://jda-kyushu.com/#
https://sites.google.com/site/nikonikomandolin/#
https://sites.google.com/site/nikonikomandolin/#
http://chikuzenbiwahozonkai.mystrikingly.com/#
http://chikuzenbiwahozonkai.mystrikingly.com/#
https://sesttam.jimdofree.com/#
https://sesttam.jimdofree.com/#
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音 モーニングコンサート＆トーク 11/3 火・祝 ～ 12/11 金 10:15 11:15
①11/3
②12/11

アミカスホール
1枚　　　1,200円
3枚綴り3,000円
6枚綴り5,000円

若手演奏、ベテランの奏者によるステージをお贈
りしています。演奏者の解説により身近な曲とし
て感じて頂けるのではないでしょうか。

モーニングコンサート＆
トーク

音
アトラース・フィル　オンライン
配信演奏会

11/8 日 ～ 11/8 日 15:00 16:00 オンライン 無料

私たちはゲームや映画の音楽を演奏する団体で
す。今回の演奏会はコロナ対策のためオンライン
配信となります。画面越しに楽しい音楽の時間を
お届けしたいと思います！

フィルハーモニア・アンサ
ンブル・アトラース

音
篠笛奏者佐藤和哉　篠笛演奏
会

11/18 水 ～ 11/18 水 18:00 19:00 オンライン 2,530円

日本古来の伝統楽器である篠笛のどこか懐かし
い音色が聴く人に寄り添う「二十一世紀ノスタル
ジア」と評される。今最も注目されているアー
ティスト佐藤和哉のコンサート。

博多さくら会

音
福岡市医師会オーケストラ 第
8回定期演奏会

11/22 日 ～ 11/22 日 14:00 15:10
アクロス福岡
シンフォニーホール

1,000円
※ﾁｹｯﾄは団員からのみ
販売しﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ等の一
般販売はありません。
※希望の方は直接団員、
もしくは「なんり小児科
クリニック」にご連絡くだ
さい。

指揮＝伊藤博仁
曲目：ブラームス/悲劇的序曲
　　　　シベリウス/交響曲第2番
※途中休憩なし

福岡市医師会オーケスト
ラ

音
福岡市民オーケストラ 第82
回定期演奏会

11/23 月・祝 ～ 11/23 月・祝 14:00 16:00
アクロス福岡
シンフォニーホール

一般1,500円
学生500円

指揮者に野村英利さんをお迎えし、第82回定期
演奏会を開催致します。曲目はドヴォルザーク交
響曲第9番ホ短調作品95「新世界より」他です。
皆様の御来場を心よりお待ち致しております。

福岡市民オーケストラ

音
西本　幸弘　ヴァイオリンリサ
イタル

11/26 木 ～ 11/26 木 19:00 21:00
あいれふ
ホール

一般3,000円
学生1,500円

九州交響楽団コンサートマスター西本幸弘の昨
年に続いて２回目のヴァイオリンリサイタル。

クィーンズ企画

美・ﾊﾟ
木下史雄　展覧会　「0.81㎡」
Vol.1

11/2 月 ～ 11/8 日 9:30 19:30

初日は１０：３０から
最終日18：３０まで
金、土曜日は２０：００まで

福岡アジア美術館
アートカフェ

無料

現在、九州産業大学芸術学部写真専攻にて勉強
しております。今回の展示では、様々な制約の中
「0.81㎡」の小さなガラスケースに写真を展示致
します。是非ご来場下さい。

木下　史雄

美・ﾊﾟ
第72回白彫会　博多人形新
作展

11/11 水 ～ 11/16 月 10:00 20:00
福岡三越岩田屋
三越美術画廊

無料
72年の歴史を刻み、その中で育まれた技を年に
一度展示し、博多人形の魅力を発信しています。
一品作、新作、玉手箱技などを発表します。

博多人形　白彫会

美・ﾊﾟ
第17回姚明中国水墨画書道
研究会展

11/16 月 ～ 11/23 月・祝 9:30 17:30
福岡市美術館
ギャラリーA・B・C・D室

無料

「姚明中国水墨画書道研究会展」は毎年1回開催
し、日頃の勉強の成果を発表し皆様からの批評
を糧として更なる向上を目指す場となっていま
す。水墨画を楽しむ会員の力作を是非ご覧くだ
さい。

姚明中国水墨画書道研
究会

演

ラボ・パーティ 群れて育つこ
どもたち
（英語劇発表会）

11/23 月・祝 ～ 12/13 日 9:00 17:00
①11/23
②12/6
③12/13

①　 早良市民センター
②③博多市民センター

無料

0歳から大人までの縦長グループで、世界の名
作物語を英語と日本語のセリフと身体表現で、
背景や心情などを表現する英語劇の発表会で
す。

ラボ福岡A北九州

舞 第38回　若光会舞踊の会 11/3 火・祝 ～ 11/3 火・祝 13:00 17:00 西市民センター 無料
若光会は40年の長きに渡り、毎年老いも若きも
一年間の稽古の成果を発表し、地域の皆様に喜
んでいただく事を目的にした会でございます。

若光会

伝 第68回筑前琵琶鑑賞会 11/26 木 ～ 11/26 木 13:30 オンライン 無料

福岡市無形文化財筑前琵琶の定期演奏会を開催
します。今年は新型コロナウイルス感染症対策と
して動画配信します。テーマは「義経盛衰」義経の
平家討伐から頼朝に追われ逃れ行く物語をお届
けします。

筑前琵琶　福岡旭会

文 福岡市民川柳大会 11/1 日 ～ 11/1 日 - -
※コロナ対策のため会
場は使用しない

無料
予め広告済みの課題について、ひとり２句（課題
毎）計14句を投句し、選者により特選句等を選
び発表誌を投句者へ送付。

福岡川柳作家協会

文
作品が生まれるとき ―越境
する創造の力

11/8 日 ～ 11/8 日 10:30 15:00

1部 10：30～12：00
     （開場10：00）
2部 13：30～15：00
     （開場13：00）

アクロス福岡
円形ホール

【一日通し券】
一般1,500円
学生1,000円
【1部又は2部のみ】
一般1,000円
学生500円

翻訳、評論、美術など様々なジャンルの表現者に
よる、午前と午後二つのトークイベント。作品が生
みだされる創造力、ジャンルを超える発信力の
魅力を探ります。

福岡県詩人会

文 第50回福岡総合俳句大会 11/26 木 ～ 12/20 日 - 無料

10月25日に予定していた第50回福岡総合俳
句大会は新型コロナ感染を避けるため中止。公
募した作品による「各賞入選作品・選者潜入千作
品集」は全投句者に郵送し入賞者には表彰状・商
品を郵送します。一般の方で入選作品集ご希望
の方は事務局までご連絡ください。

福岡俳句文学協会

他
スピーチコンテスト　グランド
チャンピオン大会

11/21 土 ～ 11/21 土 13:00 15:00
Facebookグループ
「スピーチコンテスト」

無料

ビジネスマンに必要な発信力、表現力を競うス
ピーチコンテスト！ Facebookグループ「ス
ピーチコンテクト」に参加登録するとLiveでご視
聴出来ます。

日本話し方協会

開催日

　
　※今後の情勢により、内容の変更または中止となる場合がございます。詳しくは、各行事の主催者へお問い合わせください。

092-882-9752

システムクリエート内 「作品か生゙
まれるとき」実行委員会・田島

電話 092-735-2800
FAX 092-735-2792 

メール fukshijin@gmail.com

https://orch-fukuoka.com

080-3743-8537

092-881-0119

http://waryokukentei.jp/

092-881-0850

－

http://r.goope.jp/maison-
f

092-212-3255

予告編

092-683-1303
なんり小児科クリニック

https://www.instagram.co
m/fumio_7/

https://www.kazuyasato.c
om/os

詳細はこちら
（HPまたは問い合わせ先）

火・祝 15:00
https://youtu.be/P

vMKAFh1WXg

http://ameblo.jp/morning

http://atlas-phil.info/

https://biwafukuoka-
asahikai.amebaownd.com/

090-2852-3632

無料

福岡に点在するサロンが、福岡の音楽家そして収
録配信業者と協力して、安心してコンサートを配
信できる環境を整えようとネットワークを組み活
動を開始いたします。クラシック、ジャズ、フォー
クミュージック、邦楽など、あらゆる分野の電気
を使わない楽器の演奏家が集結して配信コン

サートを行います。

福岡こんなとこあるよプ
ロジェクト実行委員会

https://youtu.be/01pyzDZ
urQU

福岡こんなとこあるよプロ
ジェクト　配信コンサート（収

録）
音 11/3 火・祝 ～ 11/3

11月～

ジャンル

音楽 演劇 伝統芸能 生活文化

美術・パフォーマンス 舞踊 文芸 その他

身体的距離の

確保

https://orch-fukuoka.com/#
http://waryokukentei.jp/#
http://r.goope.jp/maison-f#
http://r.goope.jp/maison-f#
https://www.instagram.com/fumio_7/#
https://www.instagram.com/fumio_7/#
https://www.kazuyasato.com/os#
https://www.kazuyasato.com/os#
https://youtu.be/PvMKAFh1WXg#
https://youtu.be/PvMKAFh1WXg#
http://ameblo.jp/morning#
http://atlas-phil.info/#
https://biwafukuoka-asahikai.amebaownd.com/#
https://biwafukuoka-asahikai.amebaownd.com/#
https://youtu.be/01pyzDZurQU#
https://youtu.be/01pyzDZurQU#
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音 ゴールドベルク変奏曲の夕べ 12月初旬配信予定 オンライン 無料

弦楽トリオによる配信コンサート。不眠症に悩む
伯爵のために作曲されたというJ.S.バッハの名
曲「ゴールドベルク変奏曲」をお届けします。心休
まる時間をお楽しみいただきたいと思います。

コルダムジカ

音

2020年二胡・月琴教室シル
クロード
秋の演奏交流会

12/1 火 ～ 12/31 木 オンライン 無料

東区の音楽教室「シルクロード」の生徒有志が集
まり、二胡や月琴の演奏を披露します。コロナ対
策の為、演奏会の様子を動画撮影しオンラインで
後日配信します。

二胡・月琴教室シルク
ロード

音
イグナツ・リシェツキ　ピアノリ
サイタル

12/10 木 ～ 12/10 木 19:00 21:00 あいれふホール
一般3,500円
学生1,500円

ポーランドやヨーロッパでも演奏活動を行って
いますリグナツ・リシェツキ。福岡でも直実にファ
ンを増やし毎年のリサイタルをとても楽しみに来
ていただいています。

クィーンズ企画

音
九州大学マンドリンクラブ第
161回定期演奏会

12/12 土 ～ 12/12 土 18:00 20:30
ももちパレス　
大ホール

500円
※要予約
※小学生以下無料

九州大学マンドリンクラブは今年で創部100周
年を迎えました。部員一同こころを合わせ、長い
歴史を紡いできた美しい音色を皆様にお届けい
たします。

九州大学マンドリンクラ
ブ

音
ウインド アンサンブル プログ
レス ミニコンサート

12/15 火 ～ オンライン 無料

こんな時こそ安心して音楽を楽しんで頂きた
い！不安や疲れを少しでも和らげて頂きたく、吹
奏楽の演奏をオンライン配信します。配信開始日
時はホームページをチェック！

ウインド　アンサンブル　
プログレス

音

太田圭亮・秋田悠一郎　ベー
トーヴェン 生誕祭　250　ハ
イブリッド公演

12/17 木 19:30 21:00 あいれふホール
3000円
※前売り

12月16日が誕生日にあたるL.v.ベートーヴェン
の生誕250年を祝して、
彼の代表作であるバイオリンソナタ第９番「クロイ
ツェル・ソナタ」をお届けいたします。
多くの愛に溢れたベートーヴェン 中期の傑作を
お楽しみください。（youtubeにて無料配信（投
げ銭形式）あり）

コルダムジカ

音

今泉響平ピアノリサイタル ～
ピアノ協奏曲シリーズVol.5
～

12/18 金 ～ 12/18 金 19:00 21:00 あいれふホール

【前売】
一般3,000円
学生1,500円
【当日】
一般3,500円
学生2,000円

前年度の全4回で好評を増している今泉響平の
ピアノリサイタル。今年度も素敵でダイナミックな
音楽をあなたにお届けします。

響企画

美・ﾊﾟ
イメージラボ写真教室　第20
回作品展

12/3 木 ～ 12/8 火 9:30 18:00
福岡アジア美術館　
企画ギャラリーA・B

無料

天神と高宮とで21年続く写真教室の年に一度
の大規模な作品展。今年はフラワーアレンジメン
トスクールとの共催で、アレンジメント（造花）の
実物とそれを撮影した作品とを展示など。三密
を避けてオンラインでの作品解説なども実施予
定。

イメージラボ写真教室

美・ﾊﾟ 第36回城南区市民アート展 12/8 火 ～ 12/13 日 9:30 17:30 入館17：00まで

福岡市美術館　
ギャラリーA・B・C・D・
E

無料

絵画、グラフィックデザイン、書、写真、工芸の5
部門の作品を一堂に展示します。中学生・高校生
をはじめ、幅広い年齢層の魅力あふれる力作を
ぜひご鑑賞ください。

ふれあい城南運営委員
会

美・ﾊﾟ

WATAGATA Arts 
Network10周年記念展+秋
の種2020展　合同展（仮題）

12/17 木 ～ 12/22 火 9:30 20:00

①12/17
   9：30～18：00
②12/18
   9：30～20：00
③12/19
   9：30～20：00
④12/20～12/22
  9：30～18：00

福岡アジア美術館
企画展示室A・B

無料

釜山と福岡のアーティスト交流プロジェクト
WATAGATA Arts Network 10周年記念展
と地元アーティストを支援する企画「秋の種」の
2020年度の展覧会を同時開催。

ART BASE 88

演 人形劇「はてしない物語」 12/12 土 ～ 12/12 土 18:30 20:30
福岡市民会館　
大ホール

4,000円
※4歳以上有料

エンデの傑作を人形劇化! ひとりぼっちの少年
バスチアンが古本屋で見つけた一冊の本。そこに
は不思議な生き物たちの世界「ファンタージエ
ン」が広がっていました。

福岡市子ども劇場連絡
会

演
ACALNO舞台公演　「喝采－
旅芸人の唄－」

12/18 金 ～ 12/19 土 13:00 21:00
①12/18　19：00～21：00
②12/19　12：00～15：00
③12/19　17：00～20：00

ぽんプラザホール 2,500円

木野 花 作「喝采－旅芸人の唄－」の上演。大衆
演劇・役者の裏側、義理人情を新旧の役者の目
線で描き、老若男女のお客様に楽しんで頂く。客
席はキャパの半数。

株式会社あかりのプロダ
クション

舞 日本舞踊　杏苑会 12/6 日 ～ 12/6 日 13:00 15:00 大濠公園能楽堂 4,000円

日本舞踊の古典の豪華でドラマ性にとんだ演目
と親しみやすい小曲もちりばめた盛り沢山の舞
台です。出演も6歳から90歳超と生涯を通じ学
べる日本舞踊の良さをご覧下さい。

藤間　伊勢登茂

舞
福岡大学附属若葉高等学校ダ
ンス部　第28回公演

12/27 日 ～ 12/27 日 13:00 21:00
①13:00～16:00(12：00開場)
②17:30～20:30(16：30開場)

東市民センター　
なみきホール

一般1,500円

創作ダンスを中心に大会やイベントに出品した作
品を踊ります。全国大会や国際大会で上位入賞
を果たした作品も上演致します。高校生のパワー
溢れる演技をお楽しみください。

福岡大学附属若葉高等
学校ダンス部

舞 ＳＢＧバレエフェスティバル 12/27 日 ～ 12/27 日 14:00 17:00 南市民センター 無料
3歳～小・中学生までの子ども達が、日頃の練習
の成果を発表します。

セリタバレエグループ

他

カ・タ・チ は こ・と・ば　～あな
たのモチーフをカタチづくろ
う

12/5 土 ～ 12/8 火 10:00 20:00

【展示】
12/5～12/7　9：30～20：00
12/8　　　　　　 9：30～19：30
【ワークショップ】
全日10：00～11：00
　　　14：00～15：00
　　　16：00～17：00

福岡アジア美術館
アートカフェ

1,000円

～対話を育むワークショップ　自分のモチーフを
デザインしませんか？カタチ（立体）にしたときに
あなたのお気に入りであれば、それは模様以上
の意味を持つかもしれません。点と線で描いた
幾何学模様にメッセージをこめてみませんか。さ
らに皆様の作品を展示することで対話を楽しん
で頂きます。

LAL-LAL　Inc

開催日

https://artbase88.wordpr
ess.com/

http://r.goope.jp/maison-f

http://serita.blog.jp/

https://qmc.sakura.ne.jp

https://we-progress.net

https://www.city.fukuoka.
lg.jp/jonanku/kikaku_ks/c

harm/36art_1.html

https://lal-lal.co.jp/rupa/

https://cordamusica.com

https://kyohei-
imaizumi.com/

https://acalino.jp

092-771-1981

https://fujimaisetomo.jim
dofree.com/

092-985-5580

　※今後の情勢により、内容の変更または中止となる場合がございます。詳しくは、各行事の主催者へお問い合わせください。

http://www.okustudio.jp/s
chool/scndx.html

詳細はこちら
（HPまたは問い合わせ先）

https://cordamusica.com

http://musicsilkroad.web.
fc2.com

12月～

ジャンル

音楽 演劇 伝統芸能 生活文化

美術・パフォーマンス 舞踊 文芸 その他

身体的距離の

確保
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