
4 お知らせ 財団主催事業の親子割引・学生料金は、たましんRISURUホール（立川市市民会館）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。 1

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2月24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。

●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

発売中

ⒸK.Miura 徳永二男

徳永二男が案内する『楽器の謎！』

※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、それぞれ
の楽器の歴史や特性、秘密についての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。》

各公演とも全席指定 ¥2,300

小ホール

ⒸShingo Azumaya

『楽器の謎！ 8 マリンバ』
3/12土14：00開演（13：30開場）

安倍圭子：わらべ歌による譚章、
J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲より「アリア」、
スティーブンス：リズミック・カプリス、
ピアソラ（E.サミュ編）：リベルタンゴ　ほか

ゲスト：塚越慎子（マリンバ）
パリ国際マリンバコンクール第1
位受賞をはじめ、ベルギー国際マ
リンバコンクール、世界マリンバコ
ンクールなど国内外のコンクール
にて数々の賞を受賞して、現在最
も注目を集めるマリンバ奏者の一
人である。現在、国立音楽大学、洗
足学園大学で非常勤講師として後
進の指導にも力を注いでいる。

塚越慎子

川崎雅夫

ON
LINE 託児

主催

友
の会 ￥2,000

『楽器の謎！ ９ ヴィオラ』
6/11土14：00開演（13：30開場）

曲目調整中。決定次第ホームページにてお知らせいたします。

ゲスト：川崎雅夫（ヴィオラ）
桐朋学園大学を経て、ジュリアード音楽院に留
学。ニューヨークのブルックリン大学音楽院、シ
ンシナティ州立大学付属音楽院、ジュリアード
音楽院の教授など、現在三つの大学で教鞭を
とるかたわら、国際コンクールの審査員や米国
内外の多くの大学、講習会に招かれ、公開レッ
スンを開いている。現在ニューヨーク在住。

ムーサ友の会
先行発売日 3/10木 3/12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。

多摩フレッシュ音楽コンサートの入賞者活動支援として、今回もピアノ部門・声楽部門の最優秀賞、
優秀賞受賞者によるリサイタルを開催します。若き期待の演奏家たちの熱演をお楽しみ下さい。

企画制作：コンリアルアート／MSエンタテインメント・プランニング  後援：インペリアルレコード

ON
LINE 託児

デビュー40周年！ファンからのリクエストをもとに組まれた
プログラムで、40年の軌跡をたどるコンサート。

4/9土
17：00開演（16：30開場）

全席指定￥6,000

全席指定￥2,300

友
の会 ￥5,500

友
の会 ￥2,000

監修：渡邊學而（音楽評論家･
　　 多摩フレッシュ音楽コンサート顧問）

※未就学児は
　入場できません

※未就学児は
　入場できません

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

多摩フレッシュ音楽コンサート2015
入賞者リサイタル

主催

岩崎宏美 40周年感謝祭 光の軌跡 主催

ON
LINE

ロマンス、万華鏡、思秋期、すみれ色の涙、家路、
聖母たちのララバイ、いのちの理由　ほか

予定曲目

予定曲目

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番「月光」、第17番「テンペスト」、
リスト：愛の夢～3つのノクターン、ラ・カンパネラ、バラード第2番、ワーグナー/リスト：イゾルデの愛の死　ほか

予定曲目

主催：オトナリ at たちかわ、
　　 (公財）立川市地域文化振興財団

ピタゴラスイッチ オープニングテーマ、ダース・ベイダーのテーマ
（帝国のマーチ）、ウメボシジンセイ～NHKみんなのうたより　ほか

予定曲目

ピアノ：清水麻理恵　ゲスト：宮地江奈（ソプラノ）

指揮：榊真由（桐朋学園大学指揮専攻4年在学中）
室内楽：桐朋学園大学有志
コンサート・マスター：中村楓子（東京交響楽団第1ヴァイオリン奏者）

全席自由 ¥1,500 友
の会 ¥1,350

越谷達之助：初恋、チマーラ：海のストルネッロ
プッチーニ:オペラ『ラ・ボエーム』より
　　　　　“冷たき手を”　ほか

前川健生
テノール・リサイタル

3/27日
14：00開演（13：30開場）

声楽
最優秀賞

立川市女性総合センター
アイムホール

田村綾菜
ピアノ・リサイタル

3/25金
17：00開演（16：30開場）

ピアノ・リサイタル
ピアノ
最優秀賞

全席自由 ¥1,000 友
の会 ¥900

小ホール

岩崎宏美

ドビュッシー：映像 第１集
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18  ほか
               　（室内楽版 編曲：西澤健一）

予定
曲目

予定
曲目

予定
曲目

前川健生田村綾菜

※未就学児は
　入場できません

全席指定 ￥2,000
立川志の春立川談笑さこみちよ（三味線）立川龍志

小ホール

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

196席

※未就学児は
　入場できません

※合唱団員募集中!!（TEL.042-526-1312（財団））

主催 第七回アイム落語研究会

主催 笑ホール寄席

友
の会 ￥900 ON

LINE

ON
LINE

全席指定 ￥1,000
7/28木14：00開演（13：30開場）

立川市女性総合センター
アイムホール

「夏休み特別企画 大人も子どもも楽しむ落語」

立川市児童合唱団「ちいさなおさらい会」
3/20日19：00開演（18：30開場）
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発売中

発売中

発売中

ON
LINE 託児5/22日

17：30開演（17：00開場）

主催

豪華アーティストが平原綾香のために書き下ろした恋の歌・愛の歌を収録
した９thオリジナルアルバム『LOVE』を引っさげて、平原綾香が愛を歌う！
秀逸で洗練された、そして繊細で美しい愛のメロディの数々をお届けする
極上ステージをぜひお楽しみ下さい。

「ピタゴラスイッチ」でお馴染みの栗コーダーカルテット。リコーダーを
中心に身近な楽器を使ったカラフルなサウンドが大人気。今回はVo&G
デュオのビューティフルハミングバードと息のあった演奏を披露します。

※未就学児は入場できません

全席指定 ¥6,800
友
の会 ￥6,300

ON
LINE

5/14土14：00開演（13：30開場）

劇団東少 ミュージカル
「アルプスの少女ハイジ」 

主催

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

※3才以上有料、2才以下膝上無料。
　ただし、お席が必要な場合は有料。

全席指定 ¥2,000
友
の会 ￥1,800

友
の会 ￥1,800

オトナリatたちかわ premium LIVE
栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバードコンサート

※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

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、コンドルは飛んで行く、島唄、大きな古時計、仰げば尊し、ライムライト　ほか予定曲目

歌：枝元一代／宝塚歌劇団出身。退団後ラテン・ヴォーカルで活躍。
アルパ：藤枝貴子／わが国屈指のパラグアイ・ハープの音楽家。
ケーナと作詞：八木倫明／訳詞作品《広い河の岸辺》がクミコの歌で大ヒット。
　　　　　　　　　　　『おはよう日本』『特報首都圏』『徹子の部屋』などに出演。

出演

ON
LINE

4/16土14：00開演（13：30開場）

いちよ・たかこ・やぎりんトリオ♪
立川コンサート Sound For Life And Peace

主催

全席指定 ¥2,500 友
の会 各席1割引

●小・中学生¥500

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主催：地球音楽工房、（公財）立川市地域文化振興財団

発売中

発売中

発売中

発売中

宮澤尚子
プッチーニの代表作であるばかりでなく、数あるオペラの中でも最高傑作
の一つである「ラ･ボエーム」を立川市民オペラが２１年ぶりに公演。
パリを舞台に温かく優しい心を描いた青春の物語とともに数々の名曲を
お楽しみ下さい。

いつも素直で明るい少女ハイジと彼女を取り巻く人々の愛と友情のストーリー。

3/12土14：00開演（13：30開場）
3/13日14：00開演（13：30開場）

主催：立川市民オペラの会、（公財）立川市地域文化振興財団

SS席￥7,000 S席￥5,000 A席￥3,000 B席￥2,000 友
の会 各席1割引

●親子割引（A・B席のみ）小・中学生1名￥500　※未就学児は入場できません

【ミミ】宮澤尚子（12日）、佐田山千恵（13日）　【ロドルフォ】大澤一彰（12日）、笛田博昭（13日）
【ムゼッタ】保科瑠衣（12日）、別府美沙子（13日）　【マルチェッロ】岡昭宏（12日）、須藤慎吾（13日）
【ショナール】大井哲也（12日）、井出壮志朗（13日）　【コルリーネ】狩野賢一（12日）、矢田部一弘（13日）
【アルチンドーロ】東原貞彦（両日）　【べノア】岡野守（両日）　【パルピニョール】工藤翔陽（両日）

総監督：砂川稔　指揮：古谷誠一　演出：澤田康子　合唱：立川市民オペラ合唱団、同児童合唱団　ピアノ：今野菊子
出演

大ホール 大澤一彰ON
LINE 託児

立川市民オペラ公演2016
歌劇「ラ・ボエーム」
全４幕（字幕付原語上演）

主催

笛田博昭

佐田山千恵
全席指定 

発売中

発売中

国立音楽大学コンサート（武田忠善学長就任記念）

「早春の室内楽」 
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、クラリネット・マスター武田教授が学長に就任した記念に、
名曲モーツァルトのクラリネット五重奏とブラームスのクラリネット
三重奏をお届けします。お楽しみ下さい。

3/26土
15：00開演（14：30開場）

※未就学児は入場できません

ハイドン：弦楽四重奏第67番 ニ長調『ひばり』op.64-5 Hob.3-63 
ブラームス：クラリネット三重奏 イ短調 op.114
モーツァルト：クラリネット五重奏（シュタードラー）イ長調 K.581 

武田忠善（クラリネット・国立音楽大学教授・学長）、永峰高志（ヴァイオリン・国立音楽大学教授、元NHK交響楽団2nd首席）
遠藤香奈子（ヴァイオリン・東京都交響楽団2nd首席）、百武由紀（ヴィオラ・元東京都交響楽団首席、愛知県立芸術大学教授）
藤森亮一（チェロ・国立音楽大学客員教授、NHK交響楽団首席）、安井耕一（ピアノ・国立音楽大学教授）
ナビゲーター:吉成順（国立音楽大学教授）

出演

企画・制作：国立音楽大学

大ホール

遠藤香奈子永峰高志武田忠善

安井耕一藤森亮一百武由紀

ON
LINE 託児

主催

予定曲目

ON
LINE3/25金

19：30開演（19：00開場）

6/10金
19：00開演（18：30開場）

主催

全席指定 ¥3,000 友
の会 ￥2,700

全席指定 ¥1,000 友
の会 ￥900

ON
LINE

7/2土

オペラシアターこんにゃく座
オペラ ピノッキオ

主催

やさしい日本語で、こどもからおとな、お年寄りまで楽しめる人気のオペラ公演。
演目は誰もが知っている「ピノッキオ」。マイクを使わず、生の歌を届けるオペラを是非体験下さい。
「さあピノッキオと一緒に、ゆかいな旅に出かけませんか？」

3年ぶりの立川でピアノの貴公子・外山啓介が贈る華麗な「ベートーヴェン」と「リスト」。お聴きのがしなく。

ムーサ友の会
先行発売日 3/17木 3/19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

ムーサ友の会
先行発売日 3/25金

3/27日一般発売日

※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

後援：立川市教育委員会、
　　 NPO法人立川子ども劇場

3歳以上有料。2歳以下膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。公演時間約80分、休憩なし
全席指定 おとな￥2,500 こども（中学生以下）￥1,500

友
の会 各席1割引

小ホール

小ホール

13：30開演（13：00開場）／16：30開演（16：00開場）

ON
LINE 託児7/29金

19：00開演（18：30開場）

外山啓介ピアノ・リサイタル
～ベートーヴェン&リスト～

主催

平原綾香

※未就学児は
　入場できません

※未就学児は
　入場できません

財団どこでもステージ主催 開催 入場無料

入場無料

（先着順／立見のみ）

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

●東日本大震災復興支援
　チャリティコンサートat立川髙島屋
　5/1日13:30～14:00／15:00～15:30  ※雨天中止
　　◆会場　立川髙島屋1階  正面玄関前
　　◆出演　こぶしぶらす（国立音楽大学卒業生による管打楽器アンサンブル）
　　　　　　※会場で募らせて頂いた義援金の一部は、
　　　　　　　東日本大震災の復興のため寄付します。
　　◆曲目　365日の紙飛行機、夜桜お七、陽はまた昇る　ほか
　　◆協力　立川髙島屋

ムーサ友の会
先行発売日 3/24木 3/26土一般発売日

全席指定 S席 ¥3,500
　　　　 A席 ￥2,500
　　　　 B席 ￥1,500

主催：立川市、公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）
企画協力：東京オーケストラ事業協同組合、公益財団法人立川市地域文化振興財団

※未就学児は入場できません

7/3日
15：00開演（14：30開場）

渾身の指揮で聴衆を魅了する飯森範親、リニューアル記念公演以来3年ぶりの立川登場です。
プログラムは古典派からロマン派への扉を切り開いたベートーヴェンの「運命」。そのベートーヴェンを最も尊
敬し、彼の墓の隣に葬られたシューベルトの「未完成」。そして、東京音楽コンクール第1位の俊英、坪井夏美の
独奏で贈るメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲。19世紀ロマン派を代表する名曲をお楽しみ下さい。

●学生各席 ¥1,000引　
●親子割引（A・B席のみ）
　小・中学生１名 ￥500　

フレッシュ名曲コンサート事前キャンペーン
坪井夏美 ヴァイオリン プレ・コンサート
4/26火18：30開演（18：00開場）
※未就学児は入場できません　※演奏時間は1時間程度です

フレッシュ名曲コンサート「運命」「未完成」「メンコン」
飯森範親指揮／日本フィルハーモニー交響楽団主催

3/24(木）9：00から
たましんRISURUホール
１階受付にて配布（予約・郵送不可）

坪井夏美

要整理券（定員190名）
入場無料／自由席

※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

※4面の「第七回アイム
落語研究会」公演の地
図をご参照下さい。

友
の会 各席1割引

坪井夏美（ヴァイオリン）、三又瑛子（ピアノ）
エルガー：愛の挨拶 op.12、クライスラー:中国の太鼓 op.3、サラサーテ：カルメン幻想曲 op.25　ほか

立川市女性総合センター
アイムホール●学生／車いす￥1,000

ムーサ友の会
先行発売日 4/4月 4/6水一般発売日

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～ 原作 カルロ・コッローディ 台本 山元清多 作曲 萩京子 演出 伊藤多恵

出演 指揮：佐藤公孝（国立音楽大学名誉教授）、ピアノ：上野典子、合唱：立川市児童合唱団

出演
予定曲目

2004年、第73回日本音楽コンクール第1位。東京藝術大学卒業。08年からドイツ（ハノーファー音楽演劇大学）
留学を経て、11年、東京藝術大学大学院を修了。洗足学園音楽大学非常勤講師。 

プロフィール

平原綾香
CONCERT TOUR 2016 ～ LOVE ～

シューベルト：交響曲第7番 ロ短調 D759「未完成」、ベートーヴェン：交響曲第５番 ハ短調 op.67「運命」、
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 op.64 

　　　　　飯森範親（指揮）、坪井夏美（ヴァイオリン）、日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）出演
予定曲目

ON
LINE 託児

飯森範親 Ⓒ川崎領

残席僅少

vol.11

●学生￥1,000引

外山啓介

◆会場：立川市柴崎学習館ホール（立川市柴崎町2-15-8）
JR立川駅南口より徒歩8分、多摩モノレール立川南駅より徒歩7分、立川市立第一小学校東隣

協力：（公財）立川市地域文化振興財団森へ行きましょう　ほか

立川らくみん立川志らら 立川志ら門立川志獅丸


