
八王子市学園都市文化ふれあい財団・・・・☎042-621-3005
Ro-Onチケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎047-365-9960
久保田楽器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎042-626-0881
ミチル楽器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎042-663-3473
マイナー堂レコードショップ・・・・・・・・・・・・・・☎0428-22-3926
他、ぴあ(Ｐコード：104-910)・ローソン(Ｌコード：76509)・ＣＮ・ｅ＋ 他

お申込み・お問合せ：Ro-Onチケット

☎047-365-9960

オリンパスホール八王子

好評発売中

17：00開演（開場16：30）

16：30開演（開場16：00）

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可
なかのＺＥＲＯ  大ホール

16：30開演

¥6,000全席指定
（
税
込
）

¥6,200全席指定
（
税
込
）

平日10-18時
土曜10-14時

8/4土

9/1土
5/12土
発売

チケット

9月17日（月・祝）16：00開演（15:15開場）
福生市民会館 大ホール（もくせいホール）
9月17日（月・祝）16：00開演（15:15開場）
福生市民会館 大ホール（もくせいホール）

●大人…4,500円  ●高校生以下…1,800円
※0歳から入場可。2歳以下のお子さまは保護者1名につき、1名ひざ上無料。

福生市民会館 042-552-1711（9：00～22：00）主催・
お問い合わせ ※毎週月曜休館／祝日の場合は翌日

▶福生市民会館：042-552-1711
　 http://fussa-shiminkaikan.jp/
▶チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード：113-364）
▶イー プラス：http://eplus.jp

先行発売：5月12日（土）9：00～※会館窓口のみ
一般発売：5月19日（土）9：00～

申
込
み

vsvs

ラテンの名曲と日本民謡の世界を総勢30名が奏でる、
大パノラマ・ラテン・コンサート！

ハミングホール1階 事務所（9：00～20：30）
http://www.humming-hall.jp/（東大和市民会館ハミングホール）

チケットの
ご予約 ☎０４２-５９０-４４１４（9：00～17：00）

489444
ヨ ヤ ク シ ヨーヨ 検索（SHIKI ON LINE TICKET）

ファミリーミュージカル

窓口販売
ホームページ

劇団四季予約センター　　0120-489444（9：00～18：00）

ファミリーミュージカル

7/15日16：00開演
（15：30開場）

東大和市民会館ハミングホール
大ホール

大人 ￥5,400
●小学生以下 ￥3,240（公演当日3歳～小学校6年生まで）
●四季の会 ￥4,320

全
席
指
定

（
各
税
込
）

主催：東大和市民会館ハミングホール指定管理者／劇団四季 後援：東大和市／東大和市教育委員会

※3歳未満のひざ上鑑賞は無料
※3歳未満の着席鑑賞は有料

東大和市民会館ハミングホール ☎042-590-4411（9：00～20：30）
〒207-0013 東京都東大和市向原6-1 ※毎週月曜日休館/祝日の場合は翌日お問い合わせ
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水曜コンサート主催 開催

立川市役所ロビーコンサート主催 開催

5/30水 弦楽四重奏 
■会場：たましんRISURUホール1階 市民ロビー　■時間：12：20～12：50

6/20水 
ファゴット、クラリネット、ピアノの三重奏

入場
無料

入場
無料

6/26火 弦楽四重奏 
■会場：立川市役所1階 多目的プラザ　■時間：12：20～12：50

出演：日本カルテット：
　　 名倉主、安田陽彦（ヴァイオリン）、
　　 田中玲（ヴィオラ）、中村隆人（チェロ）
曲目：モーツァルト：ディベルティメント
　　 K.138 第一楽章
　　 ハイドン：弦楽四重奏第74番「騎士」ほか

出演：トリオ818：江草智子（ファゴット）、
　　 金子恵美（クラリネット）、大滝俊（ピアノ）
曲目：レハール：メリー・ウィドウ・ワルツ
　　 ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲「街の歌」より ほか

出演：日本カルテット：名倉主、安田陽彦（ヴァイオリン）、田中玲（ヴィオラ）、中村隆人（チェロ）
曲目：モーツァルト：弦楽四重奏第19番「不協和音」第一楽章
　　 ベートーヴェン：弦楽四重奏 第2番op.18-2 ほか

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。立川市地域文化振興財団TEL.042-526-1312まで。 お知らせお知らせ  会場名の　　　　　　　　　　　　　　　　　 は、たましんRISURUホール内の施設を示します。大ホール 小ホール 展示室 サブホール ギャラリー

5/19土13：00開演（12：30開場）

主催 入場
無料

入場
無料

カチューシャ、学生時代、上を向いて歩こう、青い山脈、川の流れのように、花は咲く　ほか予定曲目

ウエストサイド物語より『シンフォニック・ダンス』、バレエ音楽『ロミオとジュリエット』より  ほか
都築啓志（指揮）

予定曲目

予定曲目

ハーカン・シェンソイ(指揮)、ウミット・イシュギュリュール（チェロ）、
フィルハルモニア多摩(管弦楽)、多摩フィルハルモニア合唱団
ボロディン：ダッタン人の踊り(合唱付)、ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、
シェンソイ：チェロと弦楽合奏のためのトルコ民謡集

出　　演

大ホール

東京TAMA音楽祭2018 
第10回ハーモニカの集い2018

共催

主催：東京TAMA音楽祭組織委員会、ハーモニカの集い2018実行委員会　協働：立川市　協賛：東京都ハーモニカ協会・関東ハーモニカ連盟

※0歳から入場可。2歳以下膝上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。　　　　　　　　　　　　　　　　  主催：Ｅverly

主役はお客様！ 上手下手は関係ナシ！楽しく元気に、思いっきり歌いましょう！

5/31木・7/13金13：00開演（12：30開場）

主催 小ホール歌って健康！ 歌声コンサート共催

※未就学児は入場できません。　※ムーサ友の会先行発売はございません。
※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。        主催：マイソング

友
の会 ¥1,350 7/13公演の

一般発売日 5/31木

開演前にミニコンサートを
予定しています。6/9土18：30開演（18：00開場）

主催 立川市吹奏楽団 第47回定期演奏会共催

入場
無料 展示室

多摩地域在住作家12名の作家集団／油彩、アクリル、銅版画、木版画を約50点展示。
私たちはたちかわアートギャラリー展が母体のグループです。

6/25月～6/30土

主催

大ホール
人生を、そして愛を唄う。慈悲と美に満ちあふれた、美輪明宏の歌の世界をご堪能下さい。

6/23土17：30開演（17：00開場）
※未就学児は入場できません。
主催：東京労音府中センター

※未就学児は入場できません。 　主催：(株）夢空間

※未就学児は入場できません。

主催：アート'95 鈴木久恵荒木篤子

主催：エムエスティ
プロデュース

主催：フィルハルモニア多摩
ハーカン・シェンソイ

全席指定 ¥7,200
●小・中学生¥1,000（Ro-Onチケットのみ取扱い TEL.047-365-9960）
発売中 友

の会 ¥6,700

美輪明宏 ロマンティック音楽会 ～郷愁 ノスタルジア～共催

大ホール

立川では、ロビーコンサートやアイムホールなどを経て、大ホール公演となります！
各地の大ホールクラスが満席となる注目の公演。どうぞご期待下さい。

7/16●15：00開演（14：30開場）（16：15終演予定）
全席指定 大人¥3,200（通常価格¥4,200）
ムーサをご覧になった方の特別料金（ご購入の際、ムーサを見たとお伝え下さい）。

19才以下¥1,200（通常価格¥2,200）
発売中

友
の会 大人¥2,800 19才以下¥1,000

Ｅverly エバリー・コンサート2018 in 立川共催

大ホールテレビでおなじみの昇太・たい平の二人会。生の落語をご堪能下さい。

7/13金18：30開演（18：00開場）
全席指定 S席¥3,300 A席¥3,000発売中 友

の会 各席1割引

春風亭昇太・林家たい平 二人会共催

大ホール

7/7土16：00開演（15：15開場）
全席指定 ¥3,000

（お求めはカンフェティTEL.0120-240-540 平日9：00～18：00）
発売中

全席自由 ¥1,500（当日¥2,000）発売中

友
の会 ¥2,700 ●学生席（当日座席指定）¥1,000

たましんRISURUホール×フィルハルモニア多摩
名曲シリーズⅢ「トルコの風をあなたに！」

共催

小ホール

6/25月14：00開演（13：30開場）
全席指定 ¥3,600発売中 友

の会 ¥3,240

落語教育委員会三遊亭歌武蔵・柳家喬太郎・三遊亭兼好 三人会共催

19：00開演は発売早々に
チケット完売のため追加公演決定！！

三遊亭兼好柳家喬太郎

林家たい平春風亭昇太

三遊亭歌武蔵
©山田雅子

第24回アート’95展共催

主催：立川市吹奏楽団

予定曲目 クロール、僕らの未来へ、ディズニーメドレー、ルパン３世、カノン、情熱大陸　ほか

松尾賛之（ヴァイオリン＆ボーカル）、松尾悟郎（ピアノ）、仲宗根朝将（ギター）、
Funky-Yukky（ドラム）、RB-SOUL（ゲスト／キッズダンス）

出　　演

月・祝

7/31火13：30開演（13：00開場）
●こども（3歳～未就学児） ￥1,000引  ※2歳以下は入場できません。

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～　※ムーサ友の会先行発売はございません。

友
の会 各席1割引

大ホール

大ホール

大ホール

全席自由 ¥2,000

主催：認定NPO法人おんがくの共同作業場

恐竜どうぶつ園2018 ～Erth’s Dinosaur Zoo～
ティラノサウルス×トリケラトプスの戦い?!

共催

※日本語上演／上演時間60分（休憩なし）  ※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。
主催：サン・プロジェクト、読売新聞社、BSフジ、サンライズプロモーション東京

全席指定 ¥3,000発売中 友
の会 ¥2,700

世界各地で上演されている人気のファミリー向け恐竜パペットショー。
恐竜たちを客席からみるだけではなく、舞台に上がったり、ロビーで触れたり、楽しく学べます。

8/1水13：00開演（12：30開場）／15：30開演（15：00開場）

キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー夢の3大バレエ 名場面集共催

主催：インプレサリオ東京全席指定 ¥3,800発売中 友
の会 ¥3,420

歴史と芸術豊かなウクライナより若さと気品あふれるバレエ団が再来日！
バレエ界最高傑作からいいとこどりの豪華ガラ公演!!「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「眠れる森の美女」より。
ぜひ夏休みの思い出としてご家族・お友達などお誘い合わせの上、ご覧下さい。

当代有数の噺上手、金原亭馬生と柳家喬太郎が、本格的古典落語をたっぷりとお聞かせ
します。円熟の話芸に酔う、至福のひと時をお過ごし下さい。

8/14火18：30開演（18：00開場）

主催オーケストラと歌う
こどもフェスティバル（午後の部）

共催

7/31火18：45開演（18：15開場）
※未就学児は入場
　できません。全席自由 ¥3,000

大人のコンサート（夜の部）

発売中

主催：ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ

大ホール

TAMA21交響楽団による演奏。バーミンガム・ロイヤルバレエ付属「エルムハースト
バレエスクール」生徒達との共演。伊勢田由香（ペンシルベニアバレエ団）、
酒井大、その他海外国内からゲスト出演。

7/22日16：00開演（15：30開場）
全席指定 S席¥4,500 A席¥4,000
B席¥3,500 自由席¥3,000 友

の会 各席1割引

第10回ジャパンインターナショナルユース・バレエ国際交流公演
「眠れる森の美女」全幕

共催

金原亭馬生 柳家喬太郎

全席自由 ¥500 友
の会 ¥450

9/27木14：00開演（13：00開場）

主催 金原亭馬生・柳家喬太郎の古典落語共催

出演者：金原亭馬生、柳家喬太郎、翁家和助、金原亭馬治、金原亭小駒
※未就学児は入場できません。 ※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～
※ムーサ友の会先行発売はございません。 ※発売初日はお一人様5枚まで購入できます。

一般発売日 6/8金

一般発売日5/10木

7/15日14：00開演（13：30開場）
主催 入場

無料立川管弦楽団 第７４回定期演奏会共催

※未就学児は入場できません。  主催：立川管弦楽団　https://www.tachikawa-orchestra.info/

大ホール全席自由

予定曲目
古谷誠一（指揮）、石井楓子（ピアノ独奏・2013日本音楽コンクールピアノ部門1位）
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第３番、ドヴォルザーク：交響曲第８番  ほか

出　　演

（要：入場整理券）

石井楓子

　　　　　   ラター：こどもたちのミサ、モーツァルト：魔笛 ほか
（魔笛では会場のお子さんたちもオペラに参加できます）。
予定曲目

佐藤眞：土の歌、モーツァルト：魔笛　ほか予定曲目

土の歌の合唱団募集。詳しくはカンマーザール
TEL042-522-3931 e-mail:kammer@dd.iij4u.or.jp

※3歳以上入場可
※自由席のみ当館では取り扱いがございません。

※4歳以上入場可
※演奏は特別録音音源を
　使用いたします。

主催：（株）ジェイ・ファースト、（株）夢空間

※未就学児は入場できません。

大ホール
7/14土13：30開演（13：00開場）

全席指定 S席¥3,600 A席¥3,200発売中
友
の会 各席1割引（当日は各席￥300増）

落語 DE 全国ツアーvol.6 春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2018共催

春風亭一之輔

©山田雅子
　 主催：(一財) 東京都弘済会

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
6/1（金） 演劇公演「三婆」 18:30 無料

（関係者のみ）
三多摩演劇をみる会　事務局
042-523-5031(平日13：00～18：00）

6/3(日) 柳眞弓バレエスタジオ発表会 未定 無料 柳眞弓バレエスタジオ 
担当：柳　042-505-7980

6/10(日) 明治大学マンドリン倶楽部立川演奏会 15:00 前売￥2,000 
当日￥2,200

明治大学校友会立川地域支部 
担当：大井　090-9239-6934

6/16（土）立川の医療・介護の これからを考えて知るシンポジウム 13:00 無料 一般社団法人 立川市医師会
042-525-2597

7/1（日） ジャパンバレエアーツ　第6回発表会 17:00 無料 ジャパンバレエアーツ 
担当：森島　042-843-2006

7/10（火）第5地区協議会　法定研修会 13:00 無料 （公社）不動産保証協会 　東京都本部　事務局 
担当：松田　042-316-7822

小ホール
5/12(土） くじらギター重奏団第5回コンサート 13:30 無料 くじらギター重奏団 

担当：黒川　090-4538-0591

5/19(土) 向田敬子ひとり語り 生きる　第7章　疑惑　丘修三原作 14:00
前売券  一般￥2,000 
ペア（一般+小中学生) 

￥2,500
カタリーナ 

担当：向田　042-523-2048

5/19(土) 第5回　立川寸志里帰り落語会 19:15
前売￥1,800 
当日￥2,000 
小・中学生1,000

事務局 
090-1045-5014

5/23（水） おとしばなし二題～人形劇団・夢知遊座～ 19:00 一般￥2,000/ペア￥3,500 
未就学児入場不可

(特)立川子ども劇場 
担当：高橋　042-526-0731

5/26(土) 麻生ミエシャンソン教室発表会 15:00 ¥1,000 麻生ミエシャンソン教室 
担当：米山　042-548-2929

5/27(日) ろ之花会　舞踊発表会 11:00 無料 ろ之花会 
担当：渡部　042-560-7331

5/29（火） 第21回シャンソン・カトレア発表会 13:30 無料 立川シャンソン・カトレアの会 
担当：香田　042-536-9744

6/1(金) 名曲コンサート　Bon Voyage Vol.2 14:00
自由席 

前売￥3,500 
当日￥4,000

MUSICISTA(ムジチスタ) 
担当：成田　03-3300-3313

6/8（金） ベルマーク運動説明会 10:00 無料 公益財団法人ベルマーク教育助成財団 
03-5148-7255

6/9（土） 多摩三曲連盟（箏・三絃・尺八）演奏会 11:30 無料 多摩三曲連盟 
担当：後藤　042-522-5339

6/10（日） 第11回オカリナ発表会－山本千恵子と笛吹き達－ 13:00 無料 山本千恵子音楽教室 
担当:山本　042-324-4061

6/15(金) オペラ　蝶々夫人 18:30 ¥3,000 オペラ企画ルーチェ 
090-6106-4767

6/23(土) 音楽劇 「サンドリオン」シンデレラの物語 14:00 ￥1,000 
（要予約）

オペラグループ　オペリーナ 
担当：伊達　090-1203-3064

6/23（土） マンドリン　アンサンブル　コンサート 19:00 無料 ピアチェーレ 
担当：斉藤　080-4717-7816

7/1(日) シャンソンの会　忘れな草　発表会 13:30 無料 シャンソンの会忘れな草 
担当：高見　042-536-8139

7/8（日） Petit Concert 9 12：30
（予定） 無料 ひろせピアノ教室 

担当：廣瀬　090-5516-7072
展示室

6/5(火）～
6/10（日） 第44回　立川平和美術展

11：00～18：30 
（最終日17：00まで） 無料 立川平和美術展　事務局 

担当：高原　042-583-5787
サブホール

5/12（土）・ 
6/23(土） 市民のための体験型防災講座 13:00

一般￥2,000 
高・大学生￥1,000 
（全5回料金）

立川市防災課 
042-523-2111

受付
発売中

◆曲目：ベートーヴェン「第九」（ドイツ語/暗譜）　◆公演詳細　１面の10/20(土)開催の「フレッシュ名曲コンサート」をご参照下さい。
◆経験者練習 【7/4～10月】カンマーザールin立川・たましんRISURUホール　
　　　　　　 水曜日：①14:00～16:30／②18:30～21:00　土曜日：③13:30～16:00　練習費用：￥12,000
※30歳以下は半額になります。※中・高生は練習費無料です（ただし登録費として￥1,000を徴収します）。
◆指導者：郡司博・渡部智也ほか、経験豊かな指導者が丁寧に指導します。　◆募集に関する詳細はホームページをご覧下さい。ホームページからの申込も可能です。
問合：認定NPO法人おんがくの共同作業場　https://www.tachikawa-chorus.com/　TEL.042-522-3943　FAX.042-522-3937

日本フィルと歌う立川第九合唱団募集

舞踏カンパニー 大駱駝艦（主宰／麿赤兒）舞踏手・振付家の田村一行と小学生の子どもたちが
9日間のワークショップを通してオリジナルの舞台作品を創作し、最終日にたましんRISURUホール小ホールで発表します。 
【アーティストからの言葉】 頭をカラッポにしてフニャフニャしたり、力をぬいてビビビビしたり、
目には見えない色んなモノと出会ってみたり…。「うごく」のではなく「うごかされる」。「おどる」のではなく「おどらされる」。
それはいつもよりも自分らしい自分に気づく方法です。普段と少し違う不思議な世界をのぞき、想像力に胸をふくらませましょう!!
◆日程（全9日間） 【ワークショップ】 8/13（月）・8/14（火）・8/21（火）・8/22（水）・8/24（金）・8/29（水）・8/30（木）・8/31（金）
　                    【リハーサル・発表】 9/1（土）リハーサル／10：00～　本番／15：00～
◆対象：全日程参加可能な小学3～6年生15名（応募多数の場合、抽選）　◆参加費：無料　◆応募締切：6/13（水）
◆申込：6/13（水）までにNPO法人芸術家と子どもたちウェブページ http://www.children-art.net/pkt-tamashin2018-kodomo/へ
◆問合：同法人 TEL.03-5906-5705
◆主催：アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち、（公財）立川市地域文化振興財団
◆助成・協力：東京都　◆後援：立川市教育委員会

ダンスワークショップ＆公演 子ども出演者
パフォーマンスキッズ・トーキョー『＃存在の証明』

募集 小ホール

大ホール

◆公演日：2019年3/16(土)・3/17(日)〈ダブルキャスト〉
◆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　◆管弦楽：TAMA21交響楽団　
【オーディション】◆日時：2018年 6/13(水)・6/14（木）　◆募集役柄：アデーレ、ロザリンデ、オルロフスキー公爵、アイゼンシュタイン、アルフレード ほか　◆審査料：￥5,000
◆応募資格:音楽専門課程を修了または、それに相当する能力を有する者（年齢不問）。※詳細は募集要項をご覧下さい（ホームページからダウンロード可）。
◆申込・問合：(公財)立川市地域文化振興財団　市民オペラ担当　〒190-0022 立川市錦町3-3-20
　TEL.042-526-1312　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/a21-20180613/

立川市民オペラ公演2019 
オペレッタ「こうもり」ソリストオーディション

募集

◆応募締切：2018年6/29（金）必着　◆作品規定：ファーレ立川アートを含めて撮影したカラープリント（四切・ワイド四切）の写真
◆賞・表彰：大賞  賞状・賞金5万円  市長賞・市民賞・佳作  賞状・賞品
　　　 　　※7/31（火）～8/5（日）立川市女性総合センター・アイムで応募作品の展示と人気投票、8/7（火）～8/15（水）立川
　　　 　　市役所で入選作品の展示と人気投票を行う予定です。また、入賞作品で2019年のカレンダー等を製作します。
◆応募方法：所定の応募票（コピー可）を作品ごとに貼付の上、宅配便または郵送でお送り下さい。
　　　 　　詳細はホームページ（http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/faretart/)をご覧下さい。
◆応募・問合：〒190-0022  立川市錦町3-3-20  たましんRISURUホール2階　ファーレ立川アート管理委員会事務局（立川市産業文化スポーツ部地域文化課）
　　　 　　TEL.042-523-2111　内線4501（平日9:00～17:00）

◆参加日程：5/12（土）・6/9（土）・7/14（土）～7/16（月・祝）・
　　　　　 7/21（土）～7/23（月）　
◆ワークショップ会場：たちかわ創造舎・子ども未来センター
◆問合：鮭スペアレ syake_speare@yahoo.co.jp
　　　 途中参加可、お問合せ下さい。

第4回ファーレ立川アート写真コンテスト 募集

◆募集期間：2018年5月中旬～6月下旬
この補助金は、立川文化芸術のまちづくり協議会が文化芸術の育つ環境づくりを目的とし、文化芸術活動で公益性をもった事業を支援する制度です。
また、補助金を3年間交付された事業であって、社会貢献度が高く、継続的な事業の実施が必要と認められるものを奨励金対象事業として支援します。
補助金と奨励金の両方に応募することはできません。詳細は、たましんRISURUホールや立川市役所に配置する募集要項（ホームページ（http://ww-
w.tachikawa-chiikibunka.or.jp/billboard/）からダウンロード可）をご覧下さい。また、本制度の活用をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
◆問合：立川文化芸術のまちづくり協議会事務局（立川市産業文化スポーツ部地域文化課） TEL.042-523-2111　内線4501（平日9:00～17:00）

平成30年度立川文化芸術のまちづくり事業補助金・奨励金対象事業募集

多摩の高校生×シェイクスピア×中込遊里
演劇ワークショップ参加者募集中

募集

第14回シャンソン・アン・スワレコンサート
＊リターン＊

後援

◆主催・企画：ピアノサロン陶水花
◆チケット問合：
　TEL.042-525-2451（坂本）
　E-mail：to-suika@ae.auone-net.jp
※たましんRISURUホールでは窓口販売のみ、郵送はできません。
※ムーサ友の会先行販売割引はございません。 ※販売初日の窓口受付10：00～

小ホール

6/30土15：30開演（15:00開場）
全席指定 ¥3,000

3/10（土）たましんRISURUホールにおいて、
平成29年度コミュニティ奨励賞表彰式を開
催しました。今回は、文化・活動奨励賞で4団
体・個人1名の皆様が表彰されました。表彰
者の皆様、おめでとうございます。今後もご
活躍を期待しております。
【文化・芸術活動奨励賞】〈受賞者名〉
・神崎開様
・昭和第一学園高等学校女子ダンス部様
・昭和第一学園高等学校吹奏楽部様
・あづまはやし連様　・諏訪はやし連様

シェイクスピア中心の古典演劇作品のいわゆる“名台
詞”を題材としてワークショップを行い、たましん
RISURUホールで成果発表を行います。

平成29年度コミュニティ奨励賞表彰式報告

©仙道美穂子

©小林直博（鶴と亀）

第3回大賞「初雪」小山幸雄さん

入場
無料 展示室5/19土～5/27日

10：00～17：00（5/21は休館。最終日は15:00まで）
絵画愛好者の技術の向上と絵画人口の拡
大を図るとともに、立川の芸術・文化の発展
に寄与することを目的として、たちかわアー
トギャラリー展を開催します。「描く喜び、見
る楽しみ」をテーマとし、応募作品のすべて
を展示する市民のための絵画展です。

第25回たちかわアートギャラリー展開催

発売中 全席自由 ¥500
友
の会 ¥450  ●高校生以下 ¥300

大ホール

◆立川市内（大型商業施設店頭、飲食店、
　ライブハウス等30会場で実施）
　詳しくはhttps://tachikawa-ittai.jimdo.com/

第7回立川いったい音楽まつり開催

第7回立川いったい音楽まつり Week
アメリカ空軍太平洋音楽隊
Pacific Showcase

パシフィック ショーケース

5/19土・5/20日
10：30～21：00頃予定
※会場により異なります。

5/16水18：30開演（17:30開場）

※未就学児入場可、２歳以下膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。
※たましんRISURUホールのみでの販売となります。

関 企 画連
第25回記念 たちかわアートギャラリー展 審査員作品特別展示
　◆開催期間：5/19(土)～5/27(日)
　◆時間：10:00～17:00（5/21は休館。最終日は15:00まで）
　◆会場：たましんRISURUホール
立川女子高等学校美術部展
　◆開催期間：5/19（土）～5/24（木）
　◆時間：10:00～17:00（5/21は休館）
　◆会場：たましんRISURUホール
たちかわアートギャラリー展 入賞者記念展
　◆開催期間：5/28（月）～6/4（月）
　◆時間：10:00～17:00（初日は13:00から、最終日は15:00まで）
　◆会場：立川市役所 多目的プラザ

ジャズを専門とする、アメリカ空軍太平洋
音楽隊の隊員で結成されたビッグバンド。
迫力あるサウンドをお楽しみ下さい。

スペシャルゲスト  井関 真人
◆講師：三浦裕子さん
　（武蔵野大学文学部教授、能楽資料センター長）
◆受講料・資料代：￥1,000　◆企画・運営：立川謡曲会
◆定員：120名（定員に達し次第受付終了）
主催・申込　立川市生涯学習推進センター
TEL.042-528-6872（平日のみ8:30～17:00）

ひたすら能・狂言の世界を楽しむ後援

5/19土14：00～16：15

三浦裕子

立川市女性総合センター
アイムホール

一般発売日 5/10木

※未就学児は入場できません。

◆応募締切：2018年5/25（金）必着（持参される場合は17：00まで）。

男声のみ募集！ 女声の募集は締切りました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

10：00～18：00（最終日6/30は16：00まで）

懐かしの青春ポップスがハーモニカで蘇る。

9/27木18：30開演（18：00開場）
宮沢明子ピアノ・リサイタル

めい　 こ
共催

全席指定 ¥5,000 ●小中学生￥1,000（Ro-Onチケットのみ取扱い TEL.047-365-9960）

小ホール

宮沢明子
バッハ：フランス組曲第6番
モーツァルト：きらきら星の主題による変奏曲
ショパン：ノクターン第1番・第2番・「遺作」嬰ハ短調 ほか

予定曲目
※未就学児は入場できません。
※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。
主催：東京労音府中センター

ムーサ友の会
先行発売日 5/23水 一般発売日 5/25金

講義を聴いた後、能楽・仕舞の所作を体験いたします（扇または扇子がある
方はお持ち下さい）。実演、仕舞・熊野を披露します。「仕舞・熊野（ゆや）」

小ホール

発売中

友
の会

大ホール

砂川涼子、森谷真理、清水華澄、笛田博昭、福井敬、村上敏明、牧野正人、森口賢二、河原忠之（ピアノ）

※未就学児は入場
　できません。 
主催：立川オペラ愛好会

藤原歌劇団や二期会などで主役をつとめる8名の名歌手の饗宴。

7/29日14：00開演（13：30開場）

主催 立川オペラ愛好会 第8回ガラコンサート
「名歌手たちの夢の饗宴」

共催

全席指定 SS席¥5,000 S席¥3,500
A席¥2,500 B席¥2,000 各席1割引
出　演

砂川涼子 森谷真理 清水華澄 笛田博昭

福井敬 村上敏明 牧野正人 森口賢二 河原忠之

小ホール

大ホール

出　　演

受付中

ギャラリー

サブホール


