
お申込み・お問合せ：Ro-Onチケット

☎047-365-9960

16：00開演

※未就学児の入場不可

※未就学児の入場不可
調布市グリーンホール 大ホール

キミの街へ ～Anniversary Year

6,000円全席指定
（
税
込
）

平日10-18時
土曜10-14時

9/15土

武蔵野市民文化会館 大ホール

トーク＆ライブ2018
15：00開演

5,200円全席指定
（
税
込
）

9/8土

キミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Yearキミの街へ ～Anniversary Year

トーク＆ライブ2018

好評
発売中

好評
発売中

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

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！

チケット
好評発売中！！

全
席
指
定

❶ 開演
❷ 開演

土

オリンパスホール
　　　　  八王子

前売・当日

, （税込）

全席指定

☎0570-00-3337（オペレーター）
チケット好評発売中！

【出演者】 横山だいすけ ほか

だいすけお兄さんが
八王子にやってくる！

※開場は開演の45分前　
※1歳以上有料

サンライズプロモーション東京﹇
予
約・問
﹈チケットぴあ：☎0570-02-9999（Pコード：639-462）

ハミングホール1階 事務所受付（9：00～20：30）
http://www.humming-hall.jp/

チケットの
ご予約 ☎０４２-５９０-４４１４（9：00～17：00）
窓口販売

ハミングホール友の会先行……8月21日（火）
一般発売（電話・ホームページ）…8月25日（土）
一般発売（窓口）…………………8月26日（日）

チケット
発売日

ホームページ

12月15日土13：00開演（12：30開場）
東大和市民会館
ハミングホール
大ホール

一般 4,500円　友の会 4,000円
ハミングホール

121212121212 151515151515

クリスマス／アヴェ・マリア
サンクトペテルブルグ室内合奏団

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／光藍社 ※未就学児の入場不可

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

府中の森芸術劇場チケットセンター（窓口販売のみ）・・・☎042-360-4044
ぴあ(Pコード:116-675)・ローソン(Lコード:73294)

11/5月 14：00開演
府中の森芸術劇場 どりーむホール

ＳＳ席 ６,５００円（税込）全席指定

11/5月

コンサートツアー2018コンサートツアー2018

～ 真心伝心 ～
福田こうへい

☎03-3222-7982（平日12：00～18：00）ベルワールドミュージックお問合せ

八王子市学園都市文化ふれあい財団・・・・・☎042-621-3005
ぴあ(Pコード:487-888)・ローソン(Lコード:32699)

10/27土 17：00開演
いちょうホール
（八王子市芸術文化会館）

3,600円（税込）全席指定

1111110/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/27272727272727272727272727272727土土土土土土土土土土土
立川志らく独演会立川志らく独演会

☎048-872-1113（平日11：00～17：00）イズムお問合せ

７/１３金
発売

７/１０火
発売

撮影：山田雅子
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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

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
7/20（金） NBAバレエ団　アトリエ公演　 白鳥の湖（全幕） 18:00 ¥2,500 NBAバレエ団

04-2937-4931

7/28（土） 社会を明るくする運動　映画上映会 10:00
13:30 無料

社会を明るくする運動立川市実施委員会
立川市福祉保健部福祉総務課 

042-528-4320

7/30（月） 東京芸術座公演　「蟹工船」 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）

8/3(金) 柳川さとこバレエスクール　発表会 （開場17：00）
開演17：30 無料 柳川さとこバレエスクール

042-524-0200

8/11（土・祝）エコール・ド・バレエ　エタンセル　 第7回発表会 16:30 無料 エコール・ド・バレエ　エタンセル
042-573-2053

8/12（日）～
8/13（月） 第2回　東京サマーバレエ　コンクール 10:00 ¥1,000 フルール全国バレエコンクール実行委員会事務局

担当：川端　090-5750-1807

8/16（木） 松山バレエ団　夏休みスペシャル 11:30
¥4,500 

（立川市在住在勤在学
シニア子供¥4,000)

松山バレエ団
03-3408-6640

8/24（金）～
8/25（土） 第24回　NBA全国プレコンクール 10:00 ¥1,000 NBAバレエ団

04-2937-4921
8/26（日） 吹奏楽団ラ・フォレスタ　 第2回定期演奏会 13:30 無料 吹奏楽団ラ・フォレスタ

htwo.obog.we@gmail.com
8/29（水） ザモイシチズナ(ポーランド)舞踏団　 東京公演 13:00 ¥2,500 立川レディース民族舞踊研究会

担当：笠貫　042-535-1049

9/8（土） 交通安全市民のつどい （開場13:00）
開演13:30 無料 立川警察署交通総務係

042-527-0110
9/10（月）～
9/11（火） D．I．CREW　コンサート 10日19:00

11日18:00 ¥1,000 創価大学クルーダンス部
070-1362-4172

小ホール
7/14（土） 第5回　宮の森ピアノ教室発表会 13:30 無料 宮の森ピアノ教室

090-6100-0643
7/15（日）～
16（月・祝） カワイ音楽教室発表会 10:00 無料 カワイ音楽教室立川事務所

042-523-0551

7/21（土）
向田敬子ひとり語り
生きる　第8章　めぐり会い　
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

7/21（土） 第7回　ロシアの夕べ　 ロシアの魂を歌と踊りで 19:00 ¥2,000 NPO法人立川日露文化交流協会
042-540-7686

7/22（日） カワイ音楽教室発表会 10:00 無料 カワイ音楽教室立川事務所
042-523-0551

7/27（金）～
29（日） カワイ音楽教室発表会 27日13:30 

28・29日10:00 無料 カワイ音楽教室立川事務所
042-523-0551

9/8（土） MFL管弦楽団　第26回定期演奏会 14:00 ¥1,000 ＭＦＬ管弦楽団　担当：田中
090-1255-2862（平日日中は留守電対応）

展示室
8/4(土）～
8/5（日）

東京都多摩地区生涯学習 
インストラクターの会　第12回生涯学習展

4日13：00～17：00 
5日9：00～16：00 無料 遊木会

担当：菅原　042-548-9370
8/10（金）～
8/12（日） 第8回現代書写書道研究會　書道展

10:00～18：00 
(最終日のみ～
17:00)

無料 阿部書道會
042-543-5117

サブホール
7/22（日）・
8/5（日）

西部劇の早撃ちガンマン・ファストドロウ記録会
西部劇の早撃ちガンマン・ファストドロウ練習会

9:00
9:00

入場無料 
（体験参加￥500）

WFDA－J関東支部事務局
080-5373-9528

8/26（日） ファストドロウ大会　エビちゃんCUP 9:00 入場無料 WFDA－J関東支部事務局
080-5373-9528

9/2（日）・
9/9（日）

西部劇の早撃ちガンマン・ファストドロウ
練習会 9:00 入場無料 

（体験参加￥500）
WFDA－J関東支部事務局
080-5373-9528

受付
発売中

財団どこでもステージ主催 開催

ふれあいコンサートvol.14

入場
無料

◆会場：立川市錦学習館講堂（錦町3-12-25）　
◆内容・出演：弦楽三重奏　中村ゆか里（ヴァイオリン）、西村友里亜（ヴィオラ）、八代瑞希（チェロ）
◆曲目：愛の挨拶（エルガー）、情熱大陸、となりのトトロ、カントリーロード ほか
※車でのご来場はご遠慮下さい。200名を超えると立見となる場合があります。
　未就学児のご入場も可能な地域の方の有志で創るふれあいコンサートです。小さなお子様のご入場を理解の上、ご来場下さい。
共同主催：錦東和会文化部

（定員あり/先着順）

中村ゆか里 西村友里亜 八代瑞希

7/16●14：00開演（13:30開場）月・祝

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

※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！

7/13金・9/20木
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

9/20公演の
一般発売日 7/13金

主催：エムエスティ
プロデュース

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

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

全席自由 ¥1,500（当日¥2,000）発売中

林家たい平春風亭昇太

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

7/16●15：00開演（14：30開場）（16：15終演予定）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。

友
の会 各席1割引

大ホール

大ホール

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

楽しいクラシックの会コンサート ピアノトリオの夕べ「礒山雅先生を偲んで」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・お友達などお誘合せの上、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）

オーケストラと歌う

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）

残席僅少

発売中

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）
発売中

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。

全席指定 ¥5,500（当日¥6,000）
12/2日14：00開演（13：30開場）

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー 2018「女神たちの華麗なる音楽会」

共催

※未就学児は入場できません。

7/15日14：00開演（13：30開場）
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

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

シェイクスピア×多摩の高校生×中込遊里（演出家）
たちかわシェイクスピアプロジェクト2018
７ヶ月にわたるワークショップの成果発表会

共催

主催：たちかわシェイクスピアプロジェクト実行委員会  共催：たちかわ創造舎
協力：立川市子ども未来センター  企画運営：鮭スペアレ　予約・問合：tachikawaspsince2016@gmail.com

高校生以下 無料 ※未就学児入場可全席自由 ¥1,000発売中 友
の会 ¥900

「複数の高校生がシェイクスピア作品における劇的なセリフを大きく声に出しながら集団で
せわしなく動き回る演劇」

7/24火14：00開演（13：30開場）／19：00開演（18：30開場）

※3歳以上入場可

※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：(一財) 東京都弘済会

雄大な山々を眺め、美しい湖、長い歴史、伝統芸能や食文化にも恵まれた長野県大町市。
大町市の「食文化」を学び・体験するツアーの参加者を募集します。
《学ぶ会》 大町市の魅力・食文化についての事前学習とワークショップをします。
◆日時：8/12（日）10:00～12:00　◆会場：立川市役所208、209会議室　
◆講師：大町市職員
《体験する会》 りんご狩り体験、民話を聞きながらのジビエ郷土料理、上白沢水源見学後の酒蔵見学など（行程は
　　　　　　 変更することがあります）。※カヌー体験の予定はありません。
◆日程：8/24（金）～25（土）（1泊2日）　◆集合時間、場所：午前7時、たましんRISURUホール（立川市市民会館）前
◆交通手段：貸切バス1台　◆宿泊：黒部ビューホテル（大町温泉郷）
◆費用：大人1名：￥15,000、小・中学生1名：￥7,000
　　　 （バスの代金、1日目の昼食・夕食、2日目の朝食、宿泊料、保険料などを含みます）
◆対象：小学生以上（中学生以下は保護者同伴）　◆定員：40名（抽選。立川市内在住、在勤、在学の方を優先）
◆申込方法：7/25（水）（必着）までに、参加者全員（代表者に○印）の住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、在勤・在学の

方は勤務先または学校名、学ぶ会・体験する会それぞれの出欠（両方参加できる方を優先）を書いて、はがきまた
はファクス、Eメールで、立川市地域文化振興財団「大町交流事業」係　［〒190-0022　立川市錦町3-3-20］

　　　　　 Eメール　oomachi2018@tachikawa-chiikibunka.or.jpへ
◆お問合せ：（公財）立川市地域文化振興財団　TEL.042-526-1312　FAX.042-525-6581

国立音楽大学 夏のコンサート2018後援

◆プログラム　G.ヴェルディ／歌劇《仮面舞踏会》より「お前こそ心を汚すもの」
　　　　　　　W.A.モーツァルト／ ピアノ、クラリネットとヴィオラのための三重奏曲「ケーゲルシュタット・トリオ」
　　　　　　　R.シューマン／ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44 第1楽章　ほか
◆出演者（本学教員）　バリトン：成田 博之　ピアノ：住友 郁治、久元 祐子　クラリネット：武田 忠善　
　　　　　　　　　　 ヴァイオリン：永峰 高志、白井 篤　ヴィオラ：松井 直之　チェロ：藤森 亮一
主催：国立音楽大学　お問合せ：国立音楽大学演奏センター　TEL.042-535-9535

◆会場：国立音楽大学講堂大ホール（立川市柏町5-5-1）

◆8/1から受付、9/20締切

8/1水 13：00開演（12：30開場） 

第30回を迎える立川よいと祭り。記念事業をはじめ、伝統
の継承や郷土愛への意識向上を図り、まちの賑わいづくり
や活性化を目指し、みこしやお囃子のパレードなどを実施
します。

◆講師：中野ジェームズ修一
◆対象：NPO法人立川市体育協会加盟団体の指導者、地域のスポーツ関係者（現役のス

ポーツ選手、部活動を指導している教員、指導者を目指している方）【定員1,200名】
◆申込：加盟団体に所属していない方は、FAX（様式は当協会ホームページからダウンロード）で

8/1から受付（先着順。定員に限りがありますので、定員オーバーの場合のみご連絡いたします）。　http://www.t-taikyo.jp/
◆問合：NPO法人立川市体育協会　TEL.042-534-1483　FAX.042-537-8033

第30回記念 立川よいと祭り
～光と音のシンフォニー～

開催

8/4土10:00～21:30（時間は予定です）
※荒天中止（開催については当日決定します）。

※未就学児は入場できません。

11/22木19：00開演（18：30開場）
全席自由 ¥2,500 

小ホール

小ホール

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

7/29日14：00開演（13：30開場）

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

残席僅少

共催

こどもフェスティバル（午後の部）

予定曲目
 滝千春（ヴァイオリン）、横坂源（チェロ）、関本昌平（ピアノ）
モーツァルト：ディヴェルティメントK.254、ショスタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲 第1番  ほか

出　　演

友
の会 ¥2,250

滝千春 横坂源 関本昌平

※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：BSフジ/MASエンターテイメント/東京労音府中センター

主催：テイト・コーポレーション

主催：楽しいクラシックの会

今年も全米トップ・ゴスペル・グループとエキサイティングなクリスマスを！

全席指定 ¥6,800 小学生席 ￥3,000
12/15土15：00開演（14：30開場）

友
の会 ¥6,300

クリスマス☆ゴスペル2018グローリー・ゴスペル・シンガーズ共催

※小学生席はテイト・チケットセンターのみでの販売。TEL:03-6379-3144（平日10：00～18：00）
※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。

※ムーサ友の会先行発売はありません。
※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。

一般発売日 7/31火

姉妹都市 大町市との交流事業「大町風土レポーター」
フ ー ド

募集

入場
無料 事前予約不要

入場
無料 要申込

中野ジェームズ修一「フィジカルトレーニング講演」後援

9/30日19：00開演 大ホール

9/27木18：30開演（18：00開場）
宮沢明子ピアノリサイタル 2018

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）発売中

小ホール

宮沢明子
バッハ：フランス組曲第6番ホ長調、モーツァルト：きらきら星の主題による変奏曲、
ショパン：夜想曲変ロ短調op9-1、ホ長調「遺作」など予定曲目 ※未就学児は入場できません。

主催：東京労音府中センター

主催：ジェイ・ファースト、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 完売 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
残席僅少

©仙道美穂子

1980年代以降、日本発の世界に通じる芸術表現の一つとして欧米で高く評価されている「舞踏
（Butoh）」。その中心的なカンパニーで麿赤兒主宰「大駱駝艦」の舞踏手・振付家として国内外で
活躍する田村一行が、小学生の子どもたちと9日間、舞踏の特性を生かしたワークショップを重ね、
ダンス作品を創作。子どもの個性や自由な表現も取り入れながら、子どもたちが主役の本格的な
オリジナル舞台作品を発表します。

◆構成・振付・出演：田村一行（大駱駝艦舞踏手・振付家）　◆出演：小学3～6年生の子どもたち
【観覧ご予約方法】 芸術家と子どもたちウェブページから予約　http://www.children-art.net/pkt-tamashin2018-kanran/
◆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　◆お問合せ：特定非営利法人芸術家と子どもたち　TEL.03-5906-5705　

パフォーマンスキッズ・トーキョー ダンス公演「＃存在の証明」観覧募集

第25回たちかわアートギャラリー展が、5/19（土）～27（日）まで開催されました。入賞者の作品は、
財団ホームページhttp://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/にてご覧いただけます。

第25回たちかわアートギャラリー展入賞作品報告

立川市民オペラ公演2019オペレッタ「こうもり」 オーディション結果発表報告

入場
無料

9/1土15：00開演（14：00受付開始、14：30開場） 全席自由

小ホール

※入場は当日受付順/
　未就学児入場可

●大賞 寺口肇 『蘇生』
●金賞 佐藤節子 『水辺』
●金賞 丹野正四 『黄昏模様』
●金賞 山川信子 『台湾の街並』
●銀賞 大嶋正俊 『悔恨の風景』
●銀賞 大矢勇 『北口 NOW Ⅱ』
●銀賞 窪田佳尚 『五月の風』
●銀賞 嶋田善雄 『光の庭』
●銀賞 長玲子 『すすき』
●銀賞 冨ヶ原登代 『マッターホルン』

●U35賞 酢平☆ 『明』
●賞候補 山田のぶ子 『風景』
●賞候補 山田みさ子 『蘖』
●人気賞 加治靖子 『錦秋』

●人気賞 林達朗 『新緑の玉川上水
  　　（金比羅橋）』

●プリムベール特別賞 秋山理恵 『Happy Birthday   　　to MEOW!』
●プリムベール特別賞 太田明美 『小さい頃の私』

（敬称略）
寺口肇　「蘇生」

　ペン画＋ミクストメディア　F30号

「第4回ファーレ立川アート写真コンテスト」の応募作品の展示と入選作品の人気投票を行います。
皆様の投票を参考に、市民賞などの入賞作品を決定します！
【応募作品のすべての展示と人気投票】
◆日時：7/31（火）～8/5（日） 9:00～22:00
◆会場：女性総合センター・アイム 1階 ギャラリー

【入選作品の展示と人気投票】
◆日時：8/7（火）～15（水） 8:30～22:00（最終日12:00まで）
◆会場：立川市役所 1階　多目的プラザ

◆お問合せ：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）
主催：ファーレ立川アート管理委員会

第4回 ファーレ立川アート写真コンテスト　展示・人気投票開催

ムーサ友の会
先行発売日7/16●月・祝
一般発売日 7/20金

観ても、聴いても、美しく、楽しいヴァイオリンアンサンブル

※未就学児は入場できません。友
の会 ¥5,300

小ホール

ムーサ友の会
先行発売日8/21火 一般発売日 8/23木

◆出演：Lune(ルネ)： 清田博美(フルート)、村井睛(フルート)、塩木ももこ(ピアノ)
◆曲目：ニューシネマパラダイス・メドレー、川の流れのように　ほか

◆出演：Duo méli-mélo(デュオ メリメロ)： 長坂裕美(コントラバス)、松岡杏奈(ピアノ)
◆曲目：ボッテシーニ:エレジー、ミルト･ジャクソン:バグス グルーヴ　ほか

◆出演：松本理沙、瀧口睦美、小林祐貴、西田早希
◆曲目：モーツァルト・トリビュート、カルメン幻想曲　ほか

◆出演：Duo méli-mélo(デュオ メリメロ)： 長坂裕美(コントラバス)、松岡杏奈(ピアノ)
◆曲目：カルロス･ジョビン:ワン ノート サンバ、宝島　ほか

■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

7/18水 フルート二重奏とピアノ

8/8水 コントラバスとピアノ

7/27金 サクソフォーン四重奏

8/21火 コントラバスとピアノ

水曜コンサート主催 開催 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 開催入場
無料

入場
無料

募集 皆様からのご支援をお待ちしております
公益財団法人立川市地域文化振興財団では、「市民が人や地域との絆を深め、笑顔あふれる心豊かな生活
を送るために、文化芸術活動を広め・育て・支えます」という理念のもと活動を行っています。企業や個人の
皆様から、広く寄附金を受け入れ、当財団の活動を通じて文化振興、地域振興に活かして参ります。
私どもの活動にご賛同下さる皆様からの、ご寄付をお待ちしております。
《寄付金の使い方》公益目的事業、法人運営等の費用の一部に充当させて頂きます。コンサート、美術鑑賞
事業、普及事業、市民活動支援事業、学校訪問事業など、様々な文化振興事業や地域コミュニティ活性化及
び地域振興事業に活用いたします。　※寄附を頂いた方は税制上の優遇措置が受けることができます。
◆お申込み・お問合せ：（公財）立川市地域文化振興財団 管理係　TEL.042-526-1312

小学校での訪問演奏活動

※本演奏会は休憩がございません。主催・チケット問合：ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ　TEL.042-537-4731

ホワイト・クリスマス、ホーリーナイト、アメージング・グレイス、ジョイフル・ジョイフル　ほか予定曲目

◆内容：万灯みこし、お囃子、YOSAKOI、民踊流し、松明回し、
　　　 東京都が主催するパラスポーツの体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」等
◆問合：立川よいと祭り実行委員会事務局（(公財)立川市地域文化振興財団） TEL.042-526-1312　主催：立川よいと祭り実行委員会

ノー  リミッツ　　 チャレンジ

残席僅少

◆会場：サンサンロード（立川駅北口多摩モノレール下）
特別ゲスト：大川栄策・三条ひろみ（演歌歌手）、篠武士（マジシャン）　など

【立川市民オペラ公演2019　J.シュトラウスⅡ世作曲　オペレッタ「こうもり」】
（全3幕・独語歌唱日本語台詞・字幕付き）
◆公演日：2019年3月16日(土)17日(日)
◆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
立川市民オペラ今後の情報はHPへ！
https://tachikawaoperaassociation.jimdo.com

ロザリンデ               小川里美、鳥海仁子
アデーレ                  栗林瑛利子、佐々木麻子
オルロフスキー公爵   岡村彬子、鳥木弥生
アルフレード             金山京介、吉田連
ブリント                   持齋寛匡
ファルケ                   大槻聡之介、髙田智士
フランク                   照屋博史
イーダ                     今野絵理香

6/13(水)・14(木)に立川市民オペラ公演2019 オペレッタ「こうもり」のソリストオーデイションを行いました。
審査の結果、86名の受験者から以下の方々が選出され、出演が決定しました。全キャスト、組分けの決定もお楽しみに！

（五十音順）


