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主催 後援共催 （公財）立川市地域文化振興財団が
主催・共催・後援する公演です。

会員1名につき1公演2枚まで割引料金でチケットをご
購入頂けます。その他の割引との重複はできません。

友
の会 ムーサ友の会（年会費¥1,000）

財団主催のホール事業には有料簡易託児制度が原
則としてあります。（公演日の10日前までにお電話でお申
込みが必要です。定員になり次第締め切らせて頂きます。）
利用料　お子様1名（満1～6歳未就学児）¥1,000

託児サービスをご利用下さい託児

車椅子のままご鑑賞頂けるお席があります。詳しく
は、たましんRISURUホール（立川市市民会館）窓口
までお問合せ下さい。

車いす席のご利用ができます

財団のウェブサイトからチケット
の購入ができます。
※詳細につきましてはHPをご覧下さい。

インターネットでチケットの購入ができますON
LINE

掲載マークの見方

チケットのお求め・お問合せは ☎042-526-1311 受付時間 9:00～20:00
第3月曜（祝日の場合翌平日）休館

※携帯電話からもご利用頂けますが、ページが開けない場合はこちらのURLをお試し下さい。
　→http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/k/

本誌掲載内容は2016年12月19日現在の情報です。やむをえない事情により出演者、プログラム等が変更になる場合がございますので予めご了承下さい。

http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp
ご入会詳細は

当財団ホームページをクリック！→

●財団主催・共催等のチケットを、先行発売・割引料金（1公演2枚まで）でお求め頂けます！　
●年会費はクレジットカードやコンビニで便利にお支払い頂けます！（会館窓口での現金支払いも可）　●情報紙「ムーサ」のお届けや、来館アーティストのサイン色紙プレゼントにご応募頂けます。
※会員特典は一部対象外の公演もありますのでご了承下さい。

ムーサ友の会について 年会費（入会金無料）￥1,000でお得に！ 便利に！ チケットをご購入頂けます。お申込みは、インターネットからご自身で簡単に行えます！

メール・マガジン
「ムーサ」会員募集中！

無料登録して頂くと、手軽に公演や募集情報を受信できます。
QRコードを読み込んで空メールを送るだけの簡単登録です。
（ムーサ友の会とは連動していません。）

☎042-526-1311

●24時間対応・有料駐車場があります（ご利用者は最初の1時間無料）。
●駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用下さい。

［JR中央線・南武線・青梅線・五日市線］……立川駅下車 南口徒歩13分
［多摩モノレール］……………………………立川南駅下車 徒歩12分
［JR南武線］ …………………………………西国立駅下車 徒歩7分
［立川バス］……………………………………立川駅南口発 国立駅南口行
………………………………「たましんRISURUホール」下車 徒歩0分

（公財）立川市地域文化振興財団　〒190-0022 立川市錦町3-3-20　TEL:042-526-1312
受付時間 9:00～20:00 第3月曜（祝日の場合は翌平日）休館　公演チケット発売初日 ●窓口受付10：00～　●電話予約13:00～

※一部異なる公演もありますので、各公演詳細をご覧下さい。

（立川市市民会館）

立川市子ども未来センター

チケットのお求め・お問合せは
（立川市市民会館）

2014年9月以降発売する財団主催事業において、視覚障害者席を設けました。（一部対象外あり）　詳しくは窓口へお問合せ下さい。
2016年7月以降に発売する財団主催事業においては、友の会会員以外の方もオンラインチケットで座席選択ができるようになりました。（一部対象外あり）

●オンラインチケットでも友の会割引料金にて、座席を選択してご購入頂けます。

～ 文 化 とあなたの懸け橋に～ム
ー
サ

イープラスHP http://eplus.jp
イープラスでチケットの購入ができます

お知らせ 1/21（土）「新春たちかわ寄席」は完売いたしました。財団主催事業の親子割引・学生料金は、たましんRISURUホール窓口のみのお取り扱いとなります。 掲載しているものでも、本紙発行前に売り切れる場合があります。

水曜コンサート主催 開催

●鍵盤ハーモニカとギターのデュオ 1/25水
　　◆出演　荻原和音（鍵盤ハーモニカ）、伊藤智也（ギター）　◆曲目　『あまちゃん』オープニングテーマ、「小犬のワルツ」　 ほか

●立川市民オペラ公演2017　歌劇「カルメン」プレ・コンサート 2/22水
　　◆出演　増田弥生、澤﨑一了、森口賢二、三浦愛子、宮﨑京子　◆曲目　歌劇『カルメン」より

●国立音楽大学学生によるジャズカルテット 3/8水
　　◆出演　鈴木瑶子（ピアノ）、芹澤朋（テナーサックス）、高橋勝訓（ドラムス）、石川紅奈（ベース）
　　◆曲目　エーデルワイス、I could have danced all night　ほか

入場無料

立川市役所ロビーコンサート主催 開催 入場無料

●立川市民オペラ公演2017　歌劇「カルメン」プレ・コンサート 2/16木
　　◆出演　徳山奈奈、実川裕紀、工藤翔陽、大園麻衣子、宮﨑京子　◆曲目　歌劇『カルメン」より

財団どこでもステージ主催 開催

入場無料
（定員あり/先着順）

●富士見町ふれあいコンサート
　2/5日14：00開演（13：30開場）
　　◆会場　滝ノ上会館（立川市富士見町4-16-10）
　　　　　 　［西武バス］立川駅北口発　立川駅南口行または立川駅南口発　立川駅北口行「滝の上会館入口」下車徒歩3分
　　◆出演　森口賢二（バリトン）、今井実希（ソプラノ）、熊澤弥緒（ピアノ）
　　◆曲目　モーツァルト：オペラ「フィガロの結婚」より“もう飛ぶまいぞ、この蝶々”（バリトン独唱）、
　　　　　　ショパン：ワルツop.64-2（ピアノ独奏）　ほか　　　　　　　　　　　　　共同主催：滝ノ上会館管理運営委員会

森口賢二 今井実希 熊澤弥緒

◆会場：たましんRISURUホール1階 市民ロビー
◆時間：12：20～12：50

◆会場：立川市役所1階 多目的プラザ
◆時間：12：20～12：50

　　  全席指定
SS席￥8,000 S席￥5,000
A席￥4,000 B席￥2,000
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ゲスト：内田春菊田辺いちか
（講談 田辺一邑の弟子）

立川寸志
（立川談四楼の弟子）

林家つる子
（林家正蔵の弟子）

柳家花いち
（柳家花緑の弟子）

立川市民オペラ25周年記念／立川市民オペラ公演2017

２５周年を迎える立川市民オペラ公演は、フランスオペラの代表作として世界中で愛される「カルメン」を上演します。
スペインを舞台に華やかで印象的な名曲が散りばめられた名作オペラをお楽しみ下さい。

主催：立川市民オペラの会
　　 （公財）立川市地域文化振興財団

※未就学児は
　入場できません

総監督：砂川稔、指揮：古谷誠一、演出：直井研二
合唱：立川市民オペラ合唱団
　　 立川市民オペラ公演2017児童合唱団
管弦楽：立川管弦楽団
フラメンコ：ジャマキートフラメンコ教室

19日 20日

※3歳未満膝上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。　
※この公演は宝くじの助成による特別料金です。 ※公演時間は70分です（休憩なし）。

主催：立川市、（公財）立川市地域文化振興財団、（一財）自治総合センター

ヨーゼフ・シュトラウス：ポルカ「休暇旅行で」、ディズニーのメロディーによる管弦楽入門 　
久石譲：「となりのトトロ」から「さんぽ」、レスピーギ：組曲「鳥」から「カッコウ」  ほか

予定曲目
指揮:角田鋼亮、うた：はいだしょうこ、管弦楽：東京交響楽団出演

大ホール

はいだしょうこ

※未就学児は入場できません。

立川市女性総合センター
アイムホール

第九回「花盛り伸び盛り落語・講談四席競演と若手落語家の未来予想図4」
196席

立川市女性総合センター・
アイムホール
立川市曙町2-36-2
ファーレ立川・センタースクエアビル1F

※アイムホール専用の駐車場はありません。車でお越し
の際は、周辺の駐車場をご利用下さい。

※プレイガイドはありませんので、チケットのお求めはた
ましんRISURUホールへお問合せ下さい。

［JR中央線・南武線・青梅線・五日市線］立川駅下車北口徒歩7分
［多 摩 モ ノ レ ー ル］立川北駅下車徒歩5分

3/9木19：00開演（18：30開場）

アイム落語研究会 主催

ON
LINE

友
の会 ￥900
全席指定 ￥1,000発売中

発売中

小ホール
※未就学児は入場できません。

各公演とも
全席指定 ￥2,000

●学生￥1,000引

友
の会 ￥1,800

ON
LINE19：00開演（18：30開場）

笑ホール寄席主催

2/17金

立川志奄台所おさん林家彦いち立川志らく

6/9金
ムーサ友の会
先行発売日 2/15水 2/17金一般発売日

※発売初日の電話受付10：00～、電話予約13：00～、
　オンラインチケット10：00～

柳家緑太立川志ら乃古今亭文菊柳家花緑

大ホール

大ホール

ON
LINE

3/31金15：00開演（14：30開場）

宝くじ文化公演  親子で楽しむオーケストラ

東京交響楽団ファミリーコンサート
主催

0歳から鑑賞できるオーケストラ。しょうこおねえさんの歌も交えての演奏会。
ご家族揃ってお楽しみ下さい !

全席指定 ¥2,000 ●3歳以上高校生以下 ￥1,000

大ホール

ON
LINE 託児

音楽の都ウィーンで抜群の人気を誇る名門オーケストラ。優雅な響きが新年を彩る!

後援：オーストリア大使館、日墺文化協会、ベーゼンドルファー・ジャパン※未就学児は入場できません。
©K.Sakayori
久元祐子

©K.Hayashi
ウド・ツヴェルファー

モーツァルト：ピアノ協奏曲第27番 変ロ長調 KV595、J.シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ　ほか曲目
ウィーン・サロン・オーケストラ、音楽芸術監督・コンサートマスター：ウド・ツヴェルファー、ピアノ：久元祐子出演

発売中 全席指定 Ｓ席￥4,500 Ａ席￥3,500
友
の会 特別割引各席￥500引

1/14土15：00開演（14：30開場）

ウィーン・サロン・オーケストラ ニューイヤーコンサート2017 主催

特別協賛： 文化財団一般財団法人

角田鋼亮©武藤章

ビゼー/歌劇「カルメン」全４幕（字幕付原語上演）

鳥木弥生 増田弥生 又吉秀樹 澤﨑一了

国立音楽大学出身の二人の共演。立川ゆえに実現したオリジナル・ジョイント・コンサート。

※未就学児は入場できません。

プッチーニ：「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父さん”、「トゥーランドット」より”誰も寝てはならぬ”
ルナ：「ユダヤの子」より”私はスペインから来ました”、フリムル：「ローズ=マリー」より“インディアン・ラヴ・コール”
クイーン：伝説のチャンピオン、F.マーキュリー：バルセロナ　ほか

曲目
塩田美奈子（ソプラノ）、錦織健（テノール）、河原忠之（ピアノ）出演

発売中 全席指定 S席￥3,500 A席￥2,500
友
の会 特別割引各席￥500引
●学生各席￥1,000引 ●親子割引（A席のみ）小・中学生１名￥500

塩田美奈子＆錦織健
ジョイント･コンサート

主催 大ホールON
LINE 託児

2/5日15：00開演（14：30開場）

立川市出身
立川寸志が初登場!

ON
LINE 託児

主催

発売中 国立音楽大学と立川市の連携協力に関する協定締結を記念して始まったコンサート。
今回は、国立音楽大学教員による「フィガロの結婚」をダイジェスト版でお贈りします。
原語・字幕なし。コンサートナビゲーターが入ります。

大ホール

企画・制作：国立音楽大学

アルマヴィーヴァ伯爵：黒田博（バリトン）、伯爵夫人：大倉由紀枝（ソプラノ）、フィガロ：久保田真澄（バリトン）
スザンナ：澤畑恵美（ソプラノ）、ケルビーノ：加納悦子（メゾ・ソプラノ）、バルトロ：長谷川顯（バス）
マルチェッリーナ：岩森美里（メゾ・ソプラノ）、ドン・バジーリオ／ドン・クルツィオ：与儀巧（テノール）、ピアノ：藤川志保

出演

ON
LINE 託児3/25土18：30開演（18：00開場）

モーツァルト/歌劇「フィガロの結婚」ダイジェスト版
国立音楽大学コンサート主催

※未就学児は入場できません

全席指定 ¥1,000
友
の会 ￥900
●小・中学生￥500

澤畑恵美久保田真澄大倉由紀枝黒田博

発売中

発売中

友
の会 各席1割引

●親子割引（A・B席のみ）小・中学生1名￥500

3/19日・20●
14：00開演（13：30開場）

月・祝

なごみーず（ 　　）&南こうせつ プレミアムコンサート
4年ぶりの「青春のグラフィティ」。ここでしか見られない共演をお楽しみ下さい。

大ホール

22才の別れ、木綿のハンカチーフ、学生街の喫茶店、神田川　ほか予定曲目
なごみーず（伊勢正三・太田裕美・大野真澄）、南こうせつ出演

ON
LINE 託児

伊勢正三
太田裕美
大野真澄

青春のグラフィティ

3/26日17：00開演（16：30開場）

主催

発売中 全席指定 ¥6,000 友
の会 ￥5,500

※未就学児は入場できません

5/28日17：30開演（17：00開場）

平原綾香
CONCERT TOUR 2017（仮称）

主催

類いまれな歌唱力、表現力をもつ実力派シンガーとして進化し続ける平原綾香。
圧巻のパフォーマンスで観客を魅了するコンサートが再び立川へやって来る！

※ムーサ友の会先行発売はありません。　※発売初日は電話予約のみ10:00～、オンラインチケット10:00～
※発売初日はお一人様5枚まで購入できます。　※受付順に席をお取りしますので、座席指定はできません。
※ご予約頂いたチケットのキャンセルはできません。

全席指定 ¥6,800 友
の会 ￥6,300

ON
LINE 託児

平原綾香

2/10(金)～2/14(火)財団オンラインチケット・イープラスにて先行予約受付。申込多数の場合は抽選。
お一人様2枚まで。座席指定不可。会員登録不要。車椅子席のお取扱いはありません。
詳細はホームページをご覧下さい。ホームページは  立川市地域文化  で検索できます。

ON
LINE

2/24金一般発売日

※未就学児は入場できません

企画：Office MAMA.  制作：MSエンタテインメント・プランニング  後援：ユニバーサルミュージック EMI Records

ON
LINE5/13土14：00開演（13：30開場）

劇団東少ミュージカル「シンデレラ」主催

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～、
　オンラインチケット10:00～
※発売初日はお一人様5枚まで購入できます

主催：劇団東少、(公財）立川市地域文化振興財団   後援：立川市教育委員会

全席指定 ¥2,000 友
の会 ￥1,800

※3才未満膝上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。

指揮・お話：井田勝大、管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

大ホール

大ホール

出演

ON
LINE 託児

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト・コンサート
　 すぎやまこういち／交響組曲「ドラゴンクエスト」ベスト・セレクション

主催

ムーサ友の会
先行発売日 1/27金

1/29日一般発売日

ムーサ友の会
先行発売日 2/2木 2/4土一般発売日

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～、オンラインチケット10:00～　※発売初日はお一人様5枚まで購入できます

主催：一般財団法人東京シティ・フィル財団、（公財）立川市地域文化振興財団

全席指定 Ｓ席￥5,000 Ａ席￥4,000
友
の会 各席1割引 ●小・中学生各席半額

5/3●14：00開演（13：00開場）水・祝

※未就学児は
　入場できません

～ 文 化 とあなたの懸け橋にム
ー
サ
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カルメン 鳥木弥生 増田弥生
ホセ 又吉秀樹 澤﨑一了
ミカエラ 徳山奈奈 山口佳子
エスカミーリョ 森口賢二 大川博
スニガ 金子慧一 狩野賢一
モラレス 押川浩士 白岩洵
フラスキータ 上田純子 栗林瑛利子
メルセデス 小林紗季子 山下裕賀
レメンダード 髙梨英次郎 三浦大喜
ダンカイロ 岡野守 田中大揮

2015年7月
三越劇場公演の舞台写真です

シャルル・ペロー原作の世界的に有名な「シンデレラ」を幸せが心にひろがる素敵なミュージカルでお届けします!

井田勝大©Ayumu Gombi

©1986 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/
SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

©1987 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/
SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

すぎやまこういち／交響組曲「ドラゴンクエスト」ベスト・セレクション

©1988 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/
SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

友
の会 各席￥500引

江戸時代の発明家、平賀源内の生き方をミュージカルでお届けします。

大ホール

発売中

2/19日15：00開演（14：30開場）

※未就学児は
　入場できません

全席指定  S席￥4,000  A席￥3,500
●U25(25才以下）各￥1,000引

作/演出：横内謙介（スーパー歌舞伎ワンピース演出など）
振付：ラッキィ池田（妖怪ウォッチなど）、作曲：深沢桂子
主催：わらび座、（公財）立川市地域文化振興財団  後援：立川市、立川市教育委員会

ON
LINE 託児

主催わらび座 奇想天外歌舞音曲劇「げんない」 
みゅーじ か る

立川市女性総合センター
アイムホール

0～3歳向けコンサート「ポロンポロン」

中世・ルネサンス時代の古楽器と空想楽器による音と踊りのファンタジー。
ミミをすまし、ココロをすます、ステキな感性の冒険の時間へようこそ。

お面のような太鼓のような不思議な楽器「ムラドクスマ」
をつくってみんなでパレードしよう！
「コンサートのぼうけん」の舞台にも参加できます。

大ホール

※3歳以下は入場できません。

※0～3歳膝上無料。
　ただし、お席が必要な場合は有料。

※2/11（土・祝）のチケットは別途お買い求め下さい。
※ワークショップのみの参加も可能です。

お申込みはメールフォームにて（申込締切：1/10（火））
http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/a11-20170204/
※申込締切後の追加募集は、Tel.042-526-1312へ
　お問合せ下さい。

「コンサートのぼうけん」

空想楽器づくりワークショップ 参加費 ￥500（要事前申込）
親子ペア券(大人1名・子ども1名)￥3,500

全席自由 大人(高校生以上)￥2,500 子ども(4歳～中学生以下)￥1,500

立川市子ども未来センター 102会議室会場

友
の会 各席1割引

ON
LINE

全席自由 ￥2,000 友
の会 ￥1,800発売中

発売中
託児

2/10金11：00開演（10：50開場）

ロバの音楽座主催

2/11●14：00開演（13：30開場）土・祝

空想楽器づくりワークショップ空想楽器づくりワークショップ空想楽器づくりワークショップ
2/4土11：00～/14：00～

国立音楽大学アイムコンサート主催 立川市女性総合センター
アイムホール

国立音楽大学と立川市の「連携・協力に関する協定」に基づき、学生の演奏活動を支援しています。

入場無料
（先着順／定員196名）

1/12木16：15開演（16：00開場）
●立花・高橋クラス Vocal concert

主催：立花・高橋クラス
　　　 演奏曲目は未定です。イタリアものを中心とした
クラシックの声楽曲を演奏いたします。最後には出演者一
同による合唱もあります。　　　　　　　  

1/13金17：30開演（17：15開場）
●久保田クラス 声楽コンサート

予定曲目
主催：久保田クラス

　　　　 ボノンチーニ／『グリゼルダ』より「Per la gloria 
d'adorarvi」、木下牧子／『花のかず』より「ある日のたび」、
トスティ／「Segreto」ほか

1/15日10：00開演（9：30開場）
●山本英助クラス トランペットコンサート

予定曲目
主催：山本英助クラス

　　　　 Hummel/Trumpet Concerto、Arutiunian/
Trumpet Concertoほか　　  

1/17火18：30開演（18：00開場）
●伊藤寛隆クラス クラリネットソロ・コンサート

予定曲目
主催：伊藤寛隆クラス

　　　　 ニールセン/クラリネットコンチェルト、シュポア
/クラリネットコンチェルト、コープランド/クラリネットコ
ンチェルト ほか

1/20金14：00開演（13：30開場）
●金子クラス ピアノコンサート

予定曲目
主催：金子クラス

　　　　 プロコフィエフ／「束の間の幻影」より、リスト／ 
バラード2番、ラヴェル／ 「鏡」より「道化師の朝の歌」ほか  

1/29日14：00開演（13：30開場）
●有奈☆一門 歌の演奏会

予定曲目
主催：松原有奈クラス

　　　　 モーツァルト／オペ
ラ「フィガロの結婚」よりアリア、
プッチーニ／オペラ「ラ・ボエー
ム」よりアリア、ニコライ／オペ
ラ「ウィンザーの陽気な女房た
ち」より 二重唱ほか

2/27月13：00開演（12：30開場）
●ドイツリート・コンサート

主催：ドイツリート同好会
　　　 ドイツリート（ドイツ歌曲）を中心とした独唱及びア
ンサンブル

3/1水18：30開演（18：00開場）
●世界をめぐる音楽会

予定曲目

主催：国立音楽大学
　　 幼児教育専攻4年有志

　　　　 オペレッタ『じゅげむ』、ガーシュイン『ラプソデ
ィ・イン・ブルー』、お囃子『江戸寿獅子』、ピアソラ『リベ
ルタンゴ』ほか

3/6月19：00開演（18：30開場）

●第3回くにたちユーフォニアム･チューバアンサンブル
　春のコンサート

予定曲目

主催：くにたちユーフォニアム･
　　 チューバアンサンブル

　　　　 R.ワーグナー/編曲木村夏樹：歌劇「タンホイザ
ー」序曲、G.F.ヘンデル/編曲瀬古旭代：「水上の音楽」ほか

内容

内容

※立川市民オペラをもっと楽しもうキャンペーンを実施します。３面をご覧下さい。

発売中

ⒸK.Miura 徳永二男
※未就学児は
　入場できません。

日本クラシック界の巨匠、ヴァイオリニスト・徳永二男がナビゲーターとして、素敵な演奏家をゲストに迎え、
楽器の歴史や特性、秘密など、楽しいお話と演奏で綴ります。
《楽器についての質問募集中！ 詳しくは財団ホームページをご覧下さい。》

全席指定 ¥2,300

小ホール

友
の会 ￥2,000

『楽器の謎！ 12 オーボエ』
ゲスト：古部賢一（オーボエ） 
東京芸術大学卒業後、ミュンヘン音楽大学大学院にてG.パッシン氏に師事。また、S.ゴールドベルグ氏にも
薫陶を受ける。1991年、小澤征爾率いる新日本フィルハーモニー交響楽団の首席オーボエ奏者に就任。こ
れまでに、ハンブルク北ドイツ放送響、ベルリン・ドイツ響、シュトゥットガルト室内管などにも客演首席奏者と
してしばしば招かれている。札幌大谷大学芸術学部音楽学科客員教授、東京音楽大学、相愛音楽大学非常勤
講師。ソニー国際オーボエコンクール・軽井沢、日本音楽コンクールの審査員を務めるなど後進の指導にも
あたっている。

古部賢一

ON
LINE 託児

マルチェルロ（J.S.バッハ編曲）：オーボエ協奏曲二短調より第2楽章「ヴェニスの愛」
カリヴォダ：「サロンの小品」、シューマン：「３つのロマンス」より　ほか予定曲目

ムーサ友の会
先行発売日 3/2木 3/4土一般発売日

※発売初日の窓口受付10:00～、 電話予約13:00～、 
　オンラインチケット10:00～
※発売初日はお一人様5枚まで購入できます

『楽器の謎！ 13』6/24土

3/4土

徳永二男が案内する『楽器の謎！』主催

Ⓒ土居政則

14：00開演（13：30開場）

14：00開演（13：30開場）

楽器の謎13のゲスト・曲目は決定次第、ホームページにて掲載します。

立川に拠点を持つ「ロバの音楽座」による、
赤ちゃんから大人まで楽しめるコンサート。

立川市女性総合センター
アイムホール

広い河の岸辺、思い出のサリーガーデン、コンドルは飛んでいく、アメイジング・グレイス　ほか予定曲目
大前恵子（ソプラノ）、小野美穂子（箏：十八絃・十七絃）、藤枝貴子（アルパ）、三塚幸彦（尺八）、八木倫明（ケーナとナイ）出演

ON
LINE

4/22土14：00開演（13：30開場）

尺八、箏、ケーナ、アルパによる4人の管絃楽

木星音楽団＋大前恵子
こと

主催

ムーサ友の会
先行発売日 1/26木 1/28土一般発売日

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～、オンラインチケット10:00～
※発売初日はお一人様5枚まで購入できます。　※アイムホールでのチケットのお取扱いはありません。

※未就学児は入場できません

全席指定 ¥2,500
友
の会 各席1割引

●学生／車いす席￥1,000

主催：地球音楽工房、（公財）立川市地域文化振興財団


