
東京都・立川市
合同総合防災訓練

荒井明久さん

「立川で三代」
錦中央工業

株式会社（富士見町）
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募集 サンクタス立川ギャラリー（立川市緑町7-2）を無料でご利用頂けます。展示の様子は財団Facebookにて掲載いたします!!　お問合せ：（公財）立川市地域文化振興財団TEL.042-526-1312 お知らせ 会場名の　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  は、たましんRISURUホール内の施設を示します。　ファーレ立川アートコレクションの掲載はお休みします。

◆自作または市販の凧をお持ち下さい。
　上手にあがった子や綺麗に絵が描けている子
　などを最後に表彰します。
◆とん汁の用意もあります。
※ビニール凧キット400個限定（１個50円）で希望者へ配布します。

たましんRISURUホール（立川市市民会館）は、年末29日より年始3日まで休館いた
します。2017年1月度の大・小ホール他の抽選日は2016年1月4日（月）となります。

多摩川河川敷市民運動場（柴崎福祉会館南側）

※出展情報は、随時ホームページにてご案内しております。
URL:http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp 

アイ・ウィル・フォロー・ヒム、ジョイフル・ジョイフル、きよしこの夜、オー・ハッピー・デイ、アメイジング・グレイス ほか予定曲目

山口清子（ソプラノ）、近藤 圭（バリトン）、久元祐子（ピアノ）出演
礒山 雅（国立音楽大学招聘教授、同名誉教授）お話

発売中

発売中

全米トップ・ゴスペル・グループによる感動と思い出のクリスマス・ゴスペル!
映画「天使にラブ・ソングを…」の大ヒット曲から誰もが楽しめるクリスマス・ソングまで、
本物のゴスペル・ソングをお届けします!

※未就学児は
　入場できません

主催：テイト・コーポレーション

クリスマス☆ゴスペル2015
グローリー・ゴスペル・シンガーズ

共催

12/20日14：00開演（13：30開場）
全席指定 S席￥6,500 友

の会 S席￥6,000

ワークショップ、
体験会等は
一部有料（　　　　　　　）

参加無料

中野ジェームズ修一氏によるスポーツ指導者として
知っておくべきフィジカルトレーニングの講演会

花と緑で楽しむ
アートクラフト展in立川2015

花のクラフト体験会やワークショップ、全国のクラフト作家に
よる手作り作品の花のクラフトマーケットも開催。

国営昭和記念公園  花みどり文化センター

入場無料

入場無料

11/13金～15日
10：00～16：00

松元ヒロ ソロライブ2015
11/26木16:00開演（15：3０開場）
11/27金19:00開演（18：3０開場）

第５８回 立川市民文化祭 日程表共催

主催：立川市文化協会　共催：立川市、立川市教育委員会、（公財）立川市地域文化振興財団
問合：立川市文化協会事務局（たましんＲＩＳＵＲＵホール内）　ＦＡＸ：０４２-５２５-６５８１

エキサイティング  第9！
ベートーヴェン交響曲第9番（合唱付）＆山田耕筰没後50年によせて

共催

年末恒例のベートーヴェンの第九を４人の指揮者がそれぞれの楽章を担当し、４人のピアニストが2台のピアノで演奏します。
また、山田耕筰作曲の童謡・唱歌などを歌とピアノでつづります。

発売中

12/14月
19：00開演（18：30開場）
※未就学児は入場できません

全席自由￥2,000
友
の会 全席自由￥1,800
主催：認定NPO法人
　　 おんがくの共同作業場

主催・問合・販売：
NPO法人立川子ども劇場 TEL.042-526-0731（FAX・留守電）

※未就学児は
　入場できません

※たましんRISURUホールでは窓口販売のみ。
　チケットの郵送はできません。

※たましんRISURUホールでは窓口販売のみ。
　チケットの郵送はできません。

全席指定

11/14土
19:00開演（18：30開場）
主催・問合：NPO法人立川市体育協会　TEL.042-534-1483
※詳細はホームページ：http://www.t-taikyo.jp/

 A席 完売

第6回立川文学賞
選考委員長：志茂田景樹（直木賞作家）　　応募資格：年齢、国籍、住所、性別、職業に制限なし
応募方法：応募作品は未発表のもの。枚数は400字換算で60～120枚とします。
締　　切：11/30（当日消印有効）
主催・問合：立川文学賞実行委員会　TEL.042-527-0524（東京立川こぶしロータリークラブ事務局内）

後援

後援

後援

スポーツ指導者の
ための講演会

後援

（入場は閉場の30分前まで）

発売中
※未就学児は入場できません 主催：東京労音府中センター

11/25水18：30開演（18：00開場）
全席指定 ￥5,500 友

の会 ￥5,000

ビートルズの伝説のステージがTHE RETURNによって蘇る！
2015年、来日決定！ ジョン、ポール、ジョージ、リンゴのそっくりさん４人組はその容姿
のみならず、歌声や楽器演奏、ステージングまで当時のビートルズを完全再現します。

ビートルズに最も近いトリビュートバンド
THE RETURN JAPAN TOUR2015

共催

大ホール

立川市内・多摩地域を活動拠点としているアーティストの作品を皆さんにご紹介することを目的に、たましん
RISURUホール(立川市市民会館)１階市民ロビーにて「アーツ＆クラフト」の展示・販売を行います。
公演開演前、休憩時間、終演後などアートに触れてみてはいかがでしょう？
当日の当財団共催公演チケットをご提示いただくと、５％引き
にてご購入いただけます。もちろん、公演チケットをお持ちで
ない方でも「アート・マーケット」にはお立ち寄りいただけます
ので、どうぞご利用下さい。

発売中

発売中

主催：楽しいクラシックの会

楽しいクラシックの会コンサート2015
～若手はつらつ、オペラの愉しみ～

共催

大ホール

大ホール

藤原歌劇団公演「トスカ」に先立つレクチャー付コンサート。

※未就学児は
　入場できません

主催：富士見町音楽を楽しむ会
共催：立川オペラ愛好会、（公財）立川市地域文化振興財団

歌劇「トスカ」レクチャー会共催

12/16水19：00開演（18：30開場）
全席自由 ￥1,500 友

の会 ￥1,350

小ホール

小ホール

山下洋輔によるジャズピアノ演奏と
熊本比呂志のパーカッションのデュオ

社会福祉施設の文化活動支援
山下洋輔クリスマス
ジャズコンサート

12/11金
19:00開演（18：3０開場）

主催：文化・芸術いきいきネットワーク TEL.042-535-5090（石川）
後援：（社福）立川市社会福祉協議会

全席指定￥4,000

後援

小ホール

新春子ども凧あげ大会
～みんなで元気よく遊ぼう～

たましんRISURUホールの年末年始のお知らせ

開催

2016.1/9土
9:30～12：00 ※雨天中止

主催：花と緑で楽しむアートクラフト展実行委員会

一般￥2,500  当日￥3,000
（残席があるとき）

小ホール

小ホール

12/20日13：00～16：30

アート・マーケット開催

過去の出展の様子

主催・問合：（公財）立川市地域文化振興財団
主管：立川市子ども会連合会実行委員会

多摩都市モノレール「柴崎体育館駅」から徒歩15分
立川駅南口からバスで富士見町操車場行きまたは
新道福島行き「福祉会館前（立川市）」下車、徒歩３分

募集 コミュニティ奨励賞 立川市で活動する方をご推薦下さい。

クリスマス特別企画募集 財団キッズ
ワークショップvol.51「レジンで作るクリスマスオーナメント」

12/20日
①13：00～ ②14：00～ ③15：00～ ④16：00～（各回30分程度）

透明な樹脂「レジン」でかわいいクリスマスオーナメントを作りましょう。

◆講　師　成清北斗（アーティスト／ノマドアート代表、武蔵野美術大学特別講師、
　　　　　東京立正短期大学非常勤講師）
◆参加費　１個¥300　◆対　象　小学生～大人（小学3年生以下は保護者同伴）
◆定　員　各回5名程度（定員に空きがある場合は当日随時受付可）
お申込みはメールフォームから11/5～12/14まで受付　※抽選結果は12/15～17通知予定
http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20151220kwf/

2016年

1/15（金）
締切市民のコミュニティ意識の高揚とコミュニティ活動促進のため、文化芸術、善行・地域活動の分野で

自主的、積極的に活動している個人や団体を市民の推薦により表彰しています。推薦方法は原則他薦です。
詳細は財団ホームページ（http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/）をご覧頂くか、下記までお問合せ下さい。
◆申込・問合：（公財）立川市地域文化振興財団「コミュニティ奨励賞」係　TEL.042-526-1312

募集 第5回立川いったい音楽まつり
あなたも出演者として一緒にこのイベントを盛り上げませんか？
様々なジャンルの音楽部門はもちろん、ダンス部門の出演者も募集します。

水曜コンサート主催 開催 入場無料

◆会場：たましんRISURUホール1階 市民ロビー

●クラリネット五重奏  11/18水12：20～12：50
　　◆演奏　Lampi（ランピ）　緒形真依子、倉愛花理、篠塚恵子、宮城幸奈、矢口愛珠
　　◆曲目　「アンダンテ・カンタービレ」、オペラ『魔笛』より「夜の女王のアリア」 ほか

●弦楽四重奏  12/16水12：20～12：50
　　◆演奏　グランツ弦楽四重奏団　桐原宗生、長山恵理子(ヴァイオリン)
　　　　　　高宮城凌(ヴィオラ) 増山頌子(チェロ)
　　◆曲目　「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より第1楽章、
　　　　　　弦楽四重奏曲「皇帝」より第2楽章 ほか　  　　

※曲目は変更となる
　場合があります。

立川市役所ロビーコンサート主催 開催

入場無料

●クラリネット五重奏  11/5木12：20～12：50
　　◆演奏　Lampi（ランピ）　緒形真依子、倉愛花理、篠塚恵子、宮城幸奈、矢口愛珠
　　◆曲目　「2台のピアノのためのソナタ」より第1楽章、「星に願いを」 ほか

●マリンバとパーカッションのデュオ
　12/22火12：20～12：50
　　◆演奏　Lily Duo（リリーデュオ）　田中恵利加、藤本絢香
　　◆曲目　剣の舞、熊蜂の飛行、上を向いて歩こう ほか

◆会場：立川市役所１階多目的プラザ ※曲目は変更となる
　場合があります。

※曲目は変更となる場合があります。
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）

●森の家コンサート
　11/21土
　　14：00～15：00（予定）（13：30開場）
　　◆会場：フェローホームズ森の家（富士見町2-36-43）　
　　◆出演　満田千晶（ハープ）、森奏子（ソプラノ）、
　　　　　　赤羽彩（フルート）
　　◆曲目　蘇州夜曲、青い山脈　ほか
　　共同主催：社会福祉法人恵比寿会

●五月会クリスマスコンサート
　12/13日13:30～14:30（13:00開場）
　　◆会場：社会福祉法人西立川児童会館
　　　（富士見町1-23-6）　
　　◆出演　西多摩社中（インストゥルメンタルバンド）
　　◆曲目　ジングルベル、きよしこの夜 ほか
　　共同主催：五月会

●よんもくクリスマスライブ
　12/24木18:00～21:00
　　◆会場：JRAウインズ立川B館1階（錦町1-3-18）　
　　◆出演者調整中　共同主催：立川南口すずらん通り商店街振興組合、企画協力：立川まちおん

○主催・問合：（公財）立川市地域文化振興財団
　　　　　　(TEL.042-526-1312）

※「アート・マーケット」会場内で開催

海外で最先端の教育普及活動を行っている音楽施設「カーザ・ダ・ムジカ（ポルトガル）」と東京文化会館が
連携して実施するミュージック・エデュケーション・プログラムが立川に初登場！
ジャンルを超えた音楽の楽しさを体験しながら、協調性や創造性を育む参加型の教育プログラムをお届けします。

募集

◆講　師　東京文化会館ワークショップ・リーダー
◆参加費　1人￥300 ※同伴者（中学生以上）も参加費をお支払い下さい。
お申込みはメールフォームから11/19まで受付
※応募多数の場合は抽選。定員に空きがある場合は当日券を販売いたします。
http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20151128_29kwf/
主催：東京都、東京文化会館・アーツカウンシル東京（（公財）東京都歴史文化財団）、（公財）立川市地域文化振興財団

Music Program TOKYO Music Education Program
「東京文化会館ミュージック・ワークショップ」in 立川

財団キッズ
ワークショップvol.50

●とびだせ！おんがくたんけん隊
2人の探検隊と犬のジョンと一緒に、
世界の音楽を探す旅に出よう！

◆対象：6～18ヶ月
13：00 ◆対象：19ヶ月～3歳

11/28土10：30

◆対象：4～6歳（未就学児）11/29日11：00

●リズミカル・キッチン
音とリズムの料理を作ろう！いつも使っている
キッチン用品が楽しい楽器に大変身！

◆対象：小学生～大人11/28土11：00

●あけてみよう！海のふしぎな宝箱
音楽であふれた海の底にふしぎな宝箱が３つ。
みんなのパワーが「鍵」になるよ！
さあ、楽しい歌やダンスでオープン！

◆対象：4～6歳（未就学児）11/28土14：00
◆対象：6～18ヶ月／13：00 ◆対象：19ヶ月～3歳11/29日10：30

※各ワークショップは約1時間を予定しております。
※同伴者もご参加下さい。（対象が6ヶ月～3歳のものは同伴者2名まで、4～6歳のものは1名参加可能です。）
※対象者・同伴者以外のご入場はご遠慮下さい。

展示室

サブホール

●カラダ・オト・ウタウ
あなたの声とみんなの声、あなたの音とみんなの音。
色々な音から生まれる、ここにしかない音楽を見つけよう。

◆対象：小学生～大人11/29日14：00

ⒸMino Inoue

ⒸMino Inoue

1階市民ロビー

1階市民ロビー大ホール 小ホール 展示室 サブホール ギャラリー

1階市民ロビー

11/30月18：30開演（18：00開場）
発売中 ※未就学児は

　入場できません全席自由￥2,500 友
の会 ￥2,250

「からたちの花」「この道」「鐘が鳴ります」
「あわて床屋」「待ちぼうけ」「赤とんぼ」
合唱：立川市民第9スペシャル合唱団、
プロフェッショナル・ヴォカーレJAPAN

ヘンデル：歌劇「セルセ」より、モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より、
ワーグナー：歌劇「タンホイザー」より　ほか

プログラム

佐藤康子（トスカ）、笛田博昭（カヴァラドッシ）、
折江忠道（スカルピアとナビゲーター）

出演

「妙なる調和」、「歌に生き、恋に生き」、「星は光りぬ」 ほか曲目

※5歳以上有料。4歳以下膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。

主催：吉本興業株式会社

よしもとお笑いまつりin立川共催

2016.1/30土18：00開演（17：30開場）
全席指定 ￥3,500 友

の会 ￥3,150

ＣＯＷＣＯＷ、ＦＵＪＩＷＡＲＡ、ライセンス、とにかく明るい安村、ハリセンボン
トレンディエンジェル、ピスタチオ、横澤夏子

出演

当日￥4,000

ムーサ友の会
先行発売日 11/19木

11/21土一般発売日

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

※出演者は変更になる場合がございます。

大ホール

出演者募集

◆会場：立川市内（大型商業施設店頭、飲食店、ライブハウス等）
2016.5/21土・22日11：00～21：00頃予定
【出演者】
◆募集数：150団体程度
◆募集期間：11/15(日)～2016.1/15(金)必着
※申込方法など詳細は［ホームページ］http://tachikawa-ittai.jimdo.com/
◆問合：立川いったい音楽まつり実行委員会／(公財)立川市地域文化振興財団　
　TEL.042-526-1312　

山口清子 近藤圭 久元祐子

佐藤康子 笛田博昭

●上砂落語会
　11/20金13：30開演（13：00開場）
　　◆会場：上砂地域福祉サービスセンター
　　　　　（上砂町1-13-1）　
　　◆出演　春風亭昇也、立川がじら
　　共同主催：社会福祉法人桜栄会、協力：大山自治会

春風亭昇也 立川がじら 森奏子 満田千晶

赤羽彩

西多摩社中

●こぶし教養講座
　12/12土13:30開演（13:00開場）
　　◆会場：立川市こぶし会館（幸町5-83-1）　
　　◆出演　第2部：若手漫才師　かがわの水割（フリップ漫談）
　　　※第1部はいきいきたちかわ出前講座「守っていますか自転車のルール
　　　　～自転車の交通事故をなくそう」です（約60分）。
　　共同主催：こぶし会館管理運営委員会

かがわの水割

※未就学児は
　入場できません

指揮者 ピアニスト ソリスト

内藤裕史

伊藤馨

渡部智也

郡司博

小林牧子

早川枝里子

西尾杏子

加畑嶺

ソプラノ：國光ともこ

テノール：猪村浩之

アルト：渡辺敦子

バス：豊島雄一

残席僅少

残席僅少

完売

※会場により
　異なります。

たましんRISURUホール  イベント・スケジュール
内容などの変更の場合もございますので、主催者にお問合せ下さい。
なお、原則として（公財）立川市地域文化振興財団の主催・共催等の公演は本スケジュールには掲載しておりません。

日付 催物名 開演時間 入場料 お問合せ

大ホール

11/14(土) 創立５０周年記念事業　チャリティ記念公演 14:00 無料
公益社団法人

東京都宅地建物取引業協会
立川支部042-5４8-1251

11/23(月・祝) 小金井市民オーケストラ第３２回ファミリーコンサート 14:00 自由席
1,000円

小金井市民オーケストラ 
大和田宛 0422-31-3582

12/3(木) 金剛山歌劇団西東京公演
２０１５アンサンブル公演 16:00 指定5,000円

自由3,000円
金剛山歌劇団

西東京公演実行委員会宛
042-542-2777 

12/6(日) ナズドラヴィ・フィルハーモニー第11回演奏会 14:00 500円 ナズドラヴィ・フィルハーモニー
山田宛 090-9961-5638

12/13(日) 第58回定期演奏会 14:00 500円
電気通信大学管弦楽団
メールアドレス 

dentsuoche@hotmail.com
12/26(土)
12/27(日)
12/28(月)

第3回とうきょう全国バレエコンクール
26日15:00
27日10:30
28日10:30

各日
当日券のみ
1,000円

フルール全国バレエ
コンクール事務局

川端宛 090-5750-1807

1/9(土)    ぬいぐるみミュージカル　ピノキオ 11:00/14:00 前売り1,300円
当　日1,500円

劇団銀河鉄道宛
03-5684-3320

小ホール

11/13(金)
第12回児童虐待防止推進月間セミナー
大人も若者も子どもも頼りあい・支えあえる福祉コミュニティー
づくり～子ども・若者支援ネットワークづくりに向けて～

14:00 無料
社会福祉法人至誠学舎立川
高橋宛 042-524-2601
FAX 042-524-2367

11/14(土) 第14回 立川病院 市民公開講座 14:00 無料 地域医療連携センター宛
042-52４-2438

11/18(水) あしたば会　歌謡発表会 11:00 無料 あしたば会　柴田宛 
090-3909-6207

11/20(金) 中谷友美＆安井耕一　ピアノ・デュオリサイタル 19:00 3,000円
(自由席)

音楽工房 響宛
04-7133-6498
メールアドレス

koubou_hibiki@yahoo.co.jp

11/23(月・祝) 30周年記念　カラオケと踊りの発表会 10:15 無料 木下アカデミー
木下宛 042-535-1484

12/13(日) Jazz Dance Dance in the future 17:30 無料 スタジオデミ 吉野宛
090-5547-2226

12/20(日) HARVEST 2015 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今年のピアノ発表会はクリスマスコンサート！ 14:00 無料 根元知世宛

080-6677-9238

展示室
11/12(木)～
11/15(日) 第２２回宗雲仏像彫刻教室展示会 13:00/9:00 無料 仏像彫刻遊木会宛

042-548-9370
11/21(土)
11/23(月・祝) 第９回未来をのぞく住宅展 11:00 無料 ＡＳＪ立川スタジオ フリーダイヤル

0800-800-8380
12/5(土)～
12/13(日) パピエ・ブラン展(人物画研究会) 9:00 無料 立川市地域文化課 

042-523-2111

サブホール
11/21(土)

Ｂ型肝炎訴訟　給付金無料相談会
13:30

無料
全国Ｂ型肝炎訴訟東京弁護団
棒田宛 03-3355-0611
(東京法律事務所内)12/9(水) 18:30

ギャラリー
11/27(金)～
11/29(日) 北多摩医師会美術展 10:00 無料 北多摩医師宛

042-524-6720
12/3(木)～
12/6(日) 鈴木利治 個展 13:00 無料 鈴木利治宛

042-822-5033

12/19(土) 日本少子化対策機構ＭＦＢ婚活親の会 14:00 無料
日本少子化対策機構
ＭＦＢ婚活親の会
03-6206-2678

催　し　名 日　時 場　所 連絡先（敬称略）
全体行事＜市民文化フェスティバル＞

吹奏楽ともだちコンサート 11/22（日）12:00～17:00 たましんRISURUホール
（立川市市民会館）大ホール

立川市文化協会事務局展示 11/22（日）・23（月・祝）10:00～16:00
（最終日は14:00まで）

国営昭和記念公園
花みどり文化センター

公演 2016.2/14（日）12:30～16:00 たましんRISURUホール
（立川市市民会館）小ホール

地域文化祭日程表

柏町

作品展示 11/14（土）11:00～16:00・15（日）10:00～16:30

こぶし会館 柏町地区文化会・増田
042-535-6206

芸能発表 11/15（日）9:00～17:00
新春囲碁大会 2016.1/24（日）9:00～17:00
新春カラオケの集い 2016.2/14（日）9:00～17:00

幸町 作品展示 11/28（土）13:00～16:30 11/29（日）9:00～17:00 幸学習館 幸町地区文化会・西村
042-536-1910公演 11/29（日）9:00～17:00

曙町
芸能大会 2016.2/7（日）10:00～17:30 女性総合センターホール

（アイムホール） 曙町文化会・久保
042-522-4639作品展示 2016.3/12（土）・13（日）10:00～17:00 国営昭和記念公園

花みどり文化センター

錦町 公演 2016.2/21（日）10:00～16:00 錦学習館 錦町文化会・河村
042-522-4768

若葉町 作品展示 2016.3/5（土）・6（日）10:00～16:00 若葉会館 若葉町文化会・菊地
042-537-3052公演

富士見町 公演 2016.3/12（土）・13（日）10:00～16:00 滝ノ上会館 富士見町文化会・峯岸
090-2632-0405

各種文化団体展示・催し物日程表

第58回菊花展 11/1（日）～15（日）9:00～15:00 立川諏訪神社境内 立川菊花愛好会・高水
042-527-0615

各種文化団体公演関係日程表
立川市民踊舞踊連合会
会員のつどい 11/10（火）10:30～16:00 たましんRISURUホール

（立川市市民会館）大ホール
立川市民踊舞踊連合会・高橋

042-531-2544
第100回立川市民謡連盟
秋季大会（記念大会） 11/15（日）10:00～16:00 柴崎学習館ホール 立川市民謡連盟・佐藤

042-524-2266
立川管弦楽団
第69回定期演奏会 11/15（日）13:30～17:00 たましんRISURUホール

（立川市市民会館）大ホール
立川管弦楽団・古谷
042-535-6586

立川落語会 11/28（土）13:00～16:30 女性総合センターホール
（アイムホール）

立川落語会・古賀
080-1011-1702

立川市吹奏楽団
ファミリーコンサート 11/28（土）18:30～20:30 たましんRISURUホール

（立川市市民会館）大ホール
立川市吹奏楽団・藤田
042-522-9026

第32回歌まつり 11/29（日）9:00～18:00 上砂会館 立川市カラオケ連盟・鈴木
042-522-2703

ギター定期演奏会 12/6（日）13:30～16:00 たましんRISURUホール
（立川市市民会館）小ホール

立川市ギター倶楽部・阿部
042-522-5905


