
ハミングホール1階　事務所（9：00～20：30）窓口販売
☎０４２-５９０-４４１４（9：00～17：00）電話予約

3月2日土2019年 17：00開演（16：30開場）

東大和市民会館ハミングホール

東大和市民会館ハミングホール
33333 22222

林家たい平・三遊亭白鳥 二人会

山内惠介 熱唱ライブ・春 ～新たなる夢の扉へ～

※いずれの公演も未就学児のご入場はご遠慮ください。

ホームページ https://www.humming-hall.jp/　

■チケットのご予約

一般 ３，２００円（税込）
【電話・インターネット】11/10（土）　【窓口】11/11(日)一般発売
チケットぴあ（Pコード：490-449）プレイガイド

全席指定

2019年3月3日日14：00開演（13：30開場）
東大和市民会館ハミングホール 大ホール

大ホール

一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円一般 ６，０００円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）
【電話・インターネット】11/17（土）　【窓口】11/18(日)一般発売
チケットぴあ（Pコード：133-395）プレイガイド

全席指定

東大和市民会館ハミングホール
☎042-590-4411（毎週月曜日休館／祝日の場合は翌日）

●西武拝島線東大和市駅より徒歩７分お問い
合わせ

ぴあ（Pコード：127-967）・ローソン（Lコード：71999）・
ＣＮ・ｅ＋・楽天・Yahoo!等で好評発売中!!

出演者：山川豊、田川寿美、水森かおり、氷川きよし  司会：西寄ひがし
【１部】１１：００開演　【２部】１５：３０開演
平成31年２月１７日（日）NHKホール

Ｓ席 10,000円／A席 8,500円（全席指定・各席税込）

☎03-3222-7982ベルワールドミュージック
「新春豪華歌の祭典2019」事務局ご 予 約

お問合せ

氷川きよし水森かおり 田川寿美山川 豊

☎0570-08-9951

11/3土
発売

お申込み・お問合せ：Ro-Onチケット

☎047-365-9960

※未就学児の入場不可

平日10-18時
土曜10-14時

府中の森芸術劇場 どりーむホール

16：30開演
（16:00開場）

6,500円全席指定
（
税
込
）

12/8土 16：30開演12/8土土

稲垣潤一
コンサート2018

オリンパスホール八王子

2019.3/2土
11:30開演/15:30開演
（各回30分前開場）※未就学児の入場不可

S席6,500円　A席5,000円
（
税
込
）

（
税
込
）

3/2土土
島津亜矢島津亜矢島津亜矢コンサート

2019

全席
指定

好評
発売中

11/17土
発売

チケット
2回公演

12/16日
16：30開演（16:00開場）
福生市民会館 大ホール（もくせいホール）

12/16日
16：30開演（16:00開場）
福生市民会館 大ホール（もくせいホール）

●大人…6,000円 ●学生（22歳以下）…3,000円
※未就学児は入場不可 ⓒTakashi Okamoto

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
　 https://fussa-shiminkaikan.jp/
▶チケットぴあ：0570-02-9999（Pコード：125922）
▶イー プラス：http://eplus.jp

申
込
み

全席
指定

太鼓芸能集団太鼓芸能集団

好 評
発売中！
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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。　12/2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は完売いたしました。 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。 公演決定！ 森高千里「この街」ツアー2019 2019年9月7日（土）たましんRISURUホール大ホール　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
11/24（土）都立立川高校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団　第6回演奏会 13:30 無料 都立立川高校吹奏楽部OB・OG吹奏楽団

tachisui.obg.band@gmail.com

11/30（金）桐朋学園男子部吹奏楽団　第46回定期演奏会 18:00 無料 桐朋学園男子部吹奏楽団
042-577-2171

12/1（土） 東京大学法学部緑会合唱団　第62回定期演奏会 16:00 ￥1,000
（要チケット）

東京大学法学部緑会合唱団
kumiichigo@gmail.com
担当：鈴木　070-5660-5875

12/14（金）第48回チャリティークリスマスコンサート 16:00 無料
（要整理券）

東京立川ロータリークラブ
042-522-4046（平日10：00～16：00）
東京立川こぶしロータリークラブ
042-527-0524（平日10：00～16：00）

12/26（水）
～28（金） 第6回とうきょう全国バレエコンクール

26日13：30
27・28日10：00

¥1,000
（自由席）

フルール全国バレエコンクール事務局
090-5750-1807

小ホール
11/14（水）あしたば会　歌謡発表会 11:00 無料 あしたば会

担当：柴田　090-3909-6207

11/16（金）
向田敬子ひとり語り
生きる　第10章　新しき大地　 
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

11/18（日）木下アカデミー　カラオケ発表会 10:15 無料 木下アカデミー
042-535-1484

11/30（金）ひまわり同好会　カラオケ発表会 10:30 無料 ひまわり同好会
担当：山田　090-1663-1116

12/15（土）Selah音楽教室　発表会 13:00 無料 Selah音楽教室
080-6770-4152

12/16（日）クリスマスコンサート 11:00 無料 中央大学クラシックピアノ同好会
clapism@hotmail.com

12/19（水）東京経済大学ギタークラブ　 第46回定期演奏会 18:30 無料 東京経済大学ギタークラブ
guitar_c@tku.ac.jp

12/22(土)
～24(月・祝) カワイ音楽コンクール　立川地区予選会

10:00
（予定） 無料 カワイ音楽教室立川事務所

042-523-0551
2019年 
1/6（日）

国立音楽大学　高尾門下・山村門下　 
発表会 13:00 無料 国立音楽大学　高尾門下・山村門下

ap_4150_iy7@yahoo.ne.jp
展示室

11/15(木)
～18(日) 第25回宗雲仏像彫刻　作品展

初日12：30～17：00
9：00～17：00

(最終日のみ16：00)
無料 仏像彫刻遊木会

042-548-9370

サブホール
11/11（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

12/2（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

12/16（日）西部劇の早撃ちガンマン・ファストドロウ記録会 9:00 入場無料
（体験参加￥500）

ＷＦＤＡ－Ｊ関東支部事務局
080-5373-9528

ギャラリー

12/1(土)
～3(月) 「生きる」完成祝い原画展

12/1
12:00～17：00

12/2
11:00～17：00

12/3
11:00～15：30

無料 丘　修三
090-1656-0231

催　物　名 日　時 会　場 主 管 団 体（ 問 合 先 ）
全体行事〈市民文化フェスティバル〉

展示 11/17（土）・18（日）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

立川市文化協会事務局
FAX:042-525-6581吹奏楽ともだちコンサート 11/25（日）12:00～17:00 たましんRISURUホール

（立川市市民会館）大ホール

公演 2019年2/10（日）11:30～16:00 たましんRISURUホール
（立川市市民会館）小ホール

各種文化団体展示日程表

第61回菊花展 11/1（木）～15（木）9:00～15:00 立川諏訪神社境内 立川菊花愛好会
髙水正男　527-0615

第73回立川美術展 11/4（日）～10（土）10:00～17:00
（最終日は14:00まで） 柴崎学習館ホール 立川美術会

山田敏雄　524-2007
各種文化団体催し物日程表

立川市吹奏楽団
ファミリーコンサート 11/10（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

藤田晶一郎　522-9026

吟剣詩舞発表のつどい 11/11（日）10:30～16:30 女性総合センターホール
（アイムホール）

立川市吟剣詩舞連盟
土方春城　522-7333

立川市民踊舞踊連合会
会員のつどい 11/17（土）10:30～16:30 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
髙橋里子　531-2544

第38回歌まつり 11/25(日)9:00～18:00 柴崎学習館ホール 立川市カラオケ連盟
本村謙行　090-3136-0937

第74回立川落語会 12/1(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
楢崎茂彌　080-3094-3353

立川市ギター倶楽部
定期演奏会 12/9(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
阿部昭一　522-5905

立川管弦楽団
第75回定期演奏会 12/16(日)14:00～17:00 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

古谷浩行　535-6586
地域文化祭日程表

第40回
柏町地区
文化祭

作品展示 11/23(金・祝)11:00～16:00
11/24(土)10:00～16:00 こぶし会館 柏町地区文化会

増田安男　535-6206
芸能発表 11/24(土)10:00～16:30

第38回
幸町地区
文化祭

作品展示 11/24(土)13:00～16:30
11/25(日)9:30～17:00 幸学習館 幸町地区文化会

西村一治　536-1910
芸能発表 11/25(日)10:00～17:00

第６１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

小ホール

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

募集 財団キッズ
ワークショップvol.60

大ホール

大ホール

主催：（株）高橋企画　後援：立川市教育委員会、立川市体育協会

かつてマッスルミュージカルで活躍したメンバーが再集結！ 新たにハッスルマッスルとして全国公演展開中！ ファミリーで
楽しめるギネス記録保持者とトップアスリート軍団の究極の筋肉パフォーマンスは圧巻！

2019.1/5土
12：00開演（11：30開場）

ハッスルマッスル「忍者」立川公演共催

※未就学児は膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料

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

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！

11/20火・2019.1/24木13：00開演（12：30開場）

小ホール歌って健康！ 歌声コンサート共催

全席自由 ¥1,500（当日¥2,000）発売中 友
の会 ¥1,350

【第1部】 地元チーム発表会
　　　　　立川ダイス公認チアダンススクールFairyDICE
　　　　　立川子ども新体操クラブ、ウーマンズ新体操クラブ、舞舞クラブ、青葉幼稚園(稲城市）
【第2部】 ハッスル★マッスル～忍者～　　
　　　　　出演：総合リーダー：高橋博光、モンスターBOX世界ギネス記録保持者：大山大和、大道芸世界チャンピオン：張海輪　ほかトップアスリート軍団

2019.1/5土9：30～12：00
新春恒例の凧あげ大会。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。鍋の用意もあります。

主催・問合：(公財)立川市地域文化振興財団　TEL.042-526-1312　主管：立川市子ども会連合会

新春子ども凧あげ大会 ～みんなで元気よく遊ぼう～開催

多摩フレッシュ音楽コンサート2018入賞者リサイタル開催

◆会場：多摩川河川敷市民運動場（柴崎福祉会館南側）
　　　 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」または新道福島行き「柴崎福祉会館」下車、徒歩3分

●タネまき、タネまき、大きくなあれ！
ネコとネズミとみんなでタネまき。すてきな音楽で大きく育てよう！

10:30～11：30◆対象：3歳～4歳 ◆定員15名
12:00～13：00◆対象：19か月～35か月 ◆定員15名
14：00～15：00◆対象：5歳～6歳（未就学児） ◆定員15名11/23●金・祝

●旅するヨーロッパ
音楽列車でいこう！名曲でめぐるヨーロッパの旅

14：30～15：30◆対象：19か月～35か月 ◆定員20名

11/24土 10:00～11：00◆対象：6か月～18か月 ◆定員15名
13:00～14：00◆対象：3歳～4歳 ◆定員15名

11/23●金・祝

●One Day セッション
ワークショップ・リーダーと共に音楽を創ろう！

11：00～12：00
◆対象：小学生～大人 
◆定員30名

11/23●金・祝

●はじめましてクラシック
　～金管五重奏～
見て･聴いて･体験する参加型コンサート 

11/24土 10：30～11：30◆対象：4歳～6歳（未就学児） ◆定員20名
12：30～13：30◆対象：19か月～3歳 ◆定員20名

展示室 サブホール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・ワーク
ショップを今年も立川で開催！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。
※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（　  幼児1名につき同伴者1名／　　乳幼児1名につき同伴者2名まで）。　※対象者・同伴者以外のご入場はご遠慮下さい。

◆講師：東京文化会館ワークショップ・リーダー　◆料金：1人¥300※同伴者（中学生以上）も参加費をお支払い下さい。
お申し込みは応募フォームから11/12（月）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/b10-20181123_24/
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

※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

1/24公演の
一般発売日 11/20火

主催:オペラ･ルーチェ　後援:立川市教育委員会

2019.1/27日18：00開演（17：30開場）

オペラ・ルーチェ第33回公演「仮面舞踏会」共催

オペラ公演「仮面舞踏会」（ヴェルディ作曲）、ピアノ伴奏、原語上演

全席自由 ¥3,000

2019.2/1金14：00開演（13：15開場）
フォレスタコンサート in 立川共催

美しい日本の詩と旋律を歌い継ぐ、音大出身の実力派コーラスグループ。大好評につき立川公演決定！！ お見逃しなく。

※未就学児は入場できません。　

※未就学児は
　入場できません。　

主催：サンライズプロモーション東京
全席指定 ¥5,800 友

の会 ¥5,500

◆参加資格　多摩地域を活動の拠点とする演劇団体及び個人で、実行委員会に参加できること（2019年1月～2020年1月末まで）
◆参加演目　たましんRISURUホール（立川市市民会館）小ホールで上演可能な演目、時間は
　　　　　　休憩を含めて2時間程度（上演時間はご相談下さい）
◆参加基準　演目内容、過去の参加回数、地域性などを基準に選考
◆開催期間　2019年8/1（木）～9/1（日）
◆費　　用　参加費・会場料無料。公演に要する費用（照明・音響など）は自己負担
◆開催会場　たましんRISURUホール（立川市市民会館）小ホール
◆申込方法　指定の申込用紙にあらすじを添えて郵送、FAXまたは持参。申込用紙は財団ホームページよりダウンロード可
　　　　　　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/a21-20181211/
◆応募締切　12/11（火）必着（持参は17：00まで）
主催：たちかわ演劇祭実行委員会／（公財）立川市地域文化振興財団

【開催日】

【募集概要】　
◆条件：高校生以上（18歳未満の方は保護者の承認が必要）※男性優先　指定の稽古日に参加できる方　◆役柄：召使い
◆練習日程：2/7（木）～3/7（木）までの毎週木曜日 18：00～20：30予定 3/11（月）～14（木）時間未定
　　　　　 3/15（金）10：00～22：00予定　ゲネプロ 3/16（土）9：00～22：00予定　ゲネプロ、本番
　　　　　 3/17（日）9：00～19：00　本番
◆練習会場：たましんＲＩＳＵＲＵホール、または立川市内会場を予定　
◆応募方法：ホームページより申込書をダウンロードの上、メ ー ル（opera@tachikawa-chiikibunka.or.jp）・FAX（042-525-6581）にてお申込み下さい。　
◆応募締切：2019年1/9（水） 
公演情報は１面をご覧下さい。　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/a12-20190109

ⒸMino Inoue

Ⓒヒダキトモコ

ⒸMino Inoue

ⒸMino Inoue

気になる
筋肉動画は
こちら

澤田薫・榛葉樹人・横山慎吾・塩入功司・大野隆・小笠原優子・谷原めぐみ・池田史花・財木麗子・吉田和夏・三宅里菜・吉田明未
ピアノ：南雲彩・山元香那子　　司会：石川牧子　※出演者は変更になる可能性があります。出　　演

指揮：柴田慎平、演出：堀内士功、ピアノ：宮田真理
出演者：浅原孝夫、星野由香利、堀内士功　ほか
合唱：ルーチェ合唱団、制作：矢島恵美子

出　　演

大ホール

11/11日14：00開演（13：20開場）

立川マンドリンクラブ第37回定期演奏会共催

第1部は今年のテーマ”マンドリンが奏でる一日の風景”にちなんだ
曲「ニュー・シネマ・パラダイス」「歩いて帰ろう」そしてマンドリンオリ
ジナル曲「田園組曲」等、第2部ではクラシック曲・お馴染みの曲の中
から「スラブ行進曲」「荒城の月・変奏曲」ほかをお送りします。

※未就学児は入場できません。　主催：立川マンドリンクラブ　TEL.０４２-５３４-６６９５（桑原）

入場
無料

全席自由

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

※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

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
主催：楽しいクラシックの会

発売中

小ホール

2019.2/24日14：00開演（13：00開場）

日本ポーランド国交樹立100周年記念《モニューシュコ：歌劇「幽霊屋敷」》
美しい姉妹と勇敢な祖国愛あふれる兄弟たちの恋の行方は？
【ポーランド語上演日本初演・演奏会形式・日本語字幕付き】

共催

全席指定 一般¥5,000 学生※大学生以下¥3,000
音楽監督・指揮：今村能、独唱：東京室内歌劇場（津山恵、石井真紀、杉野正隆、園山正孝、
三塚至　ほか）、管弦楽：フィルハルモニア多摩、合唱：多摩フィルハルモニア合唱団出　　演

大ホール

発売中
※未就学児は入場できません。

ポーランド芸術祭2019 in Japan ／モニューシュコ生誕200年／東京室内歌劇場創立50周年／多摩フィルハルモニア協会創立15周年

さだまさしプロデュースによるコーラスグループ白鳥座が白鳥に改名して再スタート。代表曲は「つばさ」
（アニメ『銀河漂流バイファム』OVA『“ケイトの記憶”涙の奪回作戦!!』主題歌）など。お楽しみに！

2019.2/17日15：00開演（14：30開場）

白鳥コンサート共催

※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
先行発売日12/13木 一般発売日 12/15土

※未就学児は入場できません。

しら　 とり

大ホール

主催：テイト・コーポレーション

主催：立川シアタープロジェクト実行委員会（立川市･立川市地域文化振興財団・NPO法人アートネットワーク･ジャパン）
協賛：（株）共立　協力：立川市子ども未来センター　助成：アーツカウンシル東京（（公財）東京都歴史文化財団）　企画･製作：たちかわ創造舎

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14：00開演（13：30開場）

友
の会 ¥6,300発売中

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発売。
　TEL.03-3402-9911（平日10:00～18:00）

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

12/21金19：00開演・22土13：00開演・23●13：00開演日・祝

子どもとおとながいっしょに楽しむ舞台 vol.3
ドリトル先生と動物たち、月へゆく

共催

台本･演出　倉迫康史
今年の舞台はイギリスと月！ 児童文学・ドリトル先生シリーズを原作に、動物の言葉が話せるドリトル先生と助手の少年トミー、
そして仲間の動物たちとの冒険を生演奏の音楽とともにお届けします。

大ホールON
LINE

友
の会 各席1割引

3回公演
全席指定 前売 ¥1,500（当日¥2,000） 中高生 ￥1,000 
小学生以下 ￥500

発売中
※3歳以下、膝上無料

※未就学児は入場できません。

当代有数の噺上手、三遊亭圓王が、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。

三遊亭圓王

2019.4/26金14：00開演（13：00開場）
三遊亭圓王の古典落語共催

出演者：三遊亭圓王　ほか 主催：(一財) 東京都弘済会

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
12/13木18：30開演（18：00開場） 
全席指定 ¥4,000
※販売：たましんRISURUホール　
　TEL.042-526-1311（窓口販売のみ･郵送不可）
主催：文化･芸術いきいきネットワーク　TEL.042-535-5090（石川）

◆出演　山下洋輔（ピアノ） 、福岡高次（パーカッション）
※未就学児入場不可。

小ホール

11/3●～18日土・祝
入場
無料

西立川で開催するアートイベント。西立川周辺において、アール・ブリュットの作品を
展示。開催を記念し永井龍之介氏「アール・ブリュット
と美術館、街づくり」講演会（無料）を11月3日15時～
西立川児童会館にて開催。詳細はＨＰをご覧下さい！

◆西立川児童会館（作品展示）、フェローホームズ森の家（作品展示）、西立商店街10店舗（イベント）
主催・問合：WRA実行委員会事務局(523)0788、westandriver_artfes@ybb.ne.jp
https://westandriver-artfes.jimdofree.com/ 

入場
無料

石田倉庫を拠点に活動する20名ほどの様々なジャンルの作家
によるオープンアトリエ。作品展示・販売、ワークショップ、ダン
スと太鼓のパフォーマンス、飲食店など盛り沢山の2日間！

◆石田倉庫アトリエ（立川市富士見町2-32-27）
　http://www.ishida-soko.com/
主催：石田倉庫の住人　共催：立川市　後援：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

入場
無料

子どもも、大人も、友達どうしで、親子で、ものづくりや芸術・スポーツ
の楽しさを体験。大学と企業が連携し、五感で楽しめるさまざまな
ジャンルの「ワークショップ」があつまるフェスティバルを開催します。

◆立川市子ども未来センター全館　
◆たましんRISURUホール1Fエントランス・B1展示室・B1サブホール
主催：立川文化芸術のまちづくり協議会　共催：合人社計画研究所グループ
後援：立川市/立川市教育委員会/立川商工会義所/立川観光協会

※ワークショップに
　よっては要参加費

※雨天中止 参加
無料

※ビニール凧キット
　400個限定（１個50円）で
　希望者へ配布。

2019.1/5土14：00開演（13：30開場）

日本人が大切にしてきた伝統文化への理解を深め、その心を次世代へ継承することを目的にスタートした「こどものためのお箏教室」。第1部は
子ども達が、日ごろのお稽古の成果を発表します。第2部は講師の先生を中心とした親子で楽しむ三曲コンサートを実施。お箏体験コーナーも設
けます。どなたでも是非ご来場下さい。

年に1度、立川の街じゅうに音楽があふれる2日間。音楽やダンスなど様々なジャンルの出演者
や、ステージクルー（ボランティアスタッフ）として立川いったい音楽まつりを盛り上げてくれる方
を募集します。音楽好きの方、お祭り好きの方、立川にお住まいでもそうでなくても！ たくさんのご参加をお待ちしています。

喜歌劇「こうもり」の舞台にご参加いただく方を募集します。演劇やオペラの経験者はもちろん
初めての方も歓迎します。 ※助演とは、歌やセリフのない演技をする方です。

こどものためのお箏教室 発表会＆親子で楽しむ三曲コンサート開催

◆第一部　お箏教室の受講生発表会（40分）　
　　　　　《若水》《清水楽》《さんぽ》《花は咲く》　ほか　
◆第二部　親子で楽しむ新春三曲コンサート（50分）　
　　　　　《八千代獅子》《水の変態》《瀬音》（箏、三絃、尺八、『三曲』についてのお話しなど）
　　　　　出演：箏・三絃：早川智子、箏・十七絃：郷司雅子、尺八：設楽瞬山

入場
無料

※当日直接会場に
　お越し下さい。

小ホール

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/）をご覧いただくか、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

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。募集 2019年
1/19土
締切

◆会場：立川市内（サンサンロード、商業施設店頭、飲食店等）（予定）

募集 第8回立川いったい音楽まつり
出演者・ステージクルー（ボランティアスタッフ）

募集 第28回たちかわ真夏の夜の演劇祭参加劇団

募集 オペラの舞台にあなたも立とう！ 助演出演者

2019.5/18土・19日
【出演者】◆募集数：約200団体　
◆募集期間：2018年12/15(土)～2019年1/15(火)　※ボランティア募集は随時受付
申込・詳細　ホームページよりお申込み下さい。　http://tachikawa-ittai@jimdo.com

島内菜々子 ソプラノ・リサイタル

声楽部門
最優秀

2019.3/30土
14：00開演（13：30開場）

全席自由 ¥1,500 友
の会 ¥1,350

【演奏者コメント】この度、初のリサイタルを開催させて頂く運びとなりました。私にとっ
て欠かせないロシア作品を中心に、更に深めたいフランスの歌曲、そしてイタリアオペラ
など、名曲や演奏機会の少ない作品もお届けいたします。ぜひ、たくさんの方に楽しんで
いただけましたら嬉しいです。

予定
曲目

プッチーニ:歌劇「ラ・ボエーム」より"私の名はミミ"
チャイコフスキー:歌劇「エフゲニー・オネーギン」よりフィナーレの重唱　ほか

香月すみれ ピアノ・リサイタル

ピアノ部門
最優秀

2019.3/1金
19：00開演（18：30開場）

全席自由 ¥1,500 友
の会 ¥1,350

【演奏者コメント】多摩フレッシュ音楽コンサート2018ピアノ部門において最優秀賞を
受賞、リサイタル機会を頂くことになりました。プログラムは、ドイツ音楽を代表する作曲
家シューベルトとベートーヴェン、ロシアの偉大なる作曲家ラフマニノフの作品を演奏致
します。ロマンチックな夕べを皆様と共に。

予定
曲目

ベートーヴェン：ピアノソナタ第23番「熱情」、ラフマニノフ：ピアノソナタ第2番
シューベルト：即興曲 op.90-3、-4　ほか

※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～
※未就学児は入場できません。　

山口哲路 バリトン・リサイタル

声楽部門
優秀

2019.3/31日
15：00開演（14：30開場）

全席自由 ¥500 友
の会 ¥450

【演奏者コメント】今回は多摩フレッシュ音楽コンサート入賞者リサイタルということで、
大学3年生らしいフレッシュな演奏を心がけていこうと思っています。モーツァルトのよう
な古典オペラからヴェリズモ・オペラまで幅広い作品を歌いますので、オペラ好きの方や
クラシック好きの方はどうぞお越し下さいませ！

予定
曲目

モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より“訴訟に勝っただと？” 
レオンカヴァッロ：歌劇「道化師」より“よろしいですか？”ほか

佐藤和大 ピアノ・リサイタル

ピアノ部門
優秀

2019.3/19火
18：00開演（17：30開場）

全席自由 ¥1,500 友
の会 ¥1,350

【演奏者コメント】普段聴ける機会が少ないコンチェルトの楽曲を室内楽版でお届けしま
す。桐朋学園大学のメンバーと共に、ショパンのピアノコンチェルト第1番を演奏します。
ぜひご来場お待ちしております。

予定
曲目 ショパン：バラード 1番、4番、協奏曲1番（室内楽版）

水曜コンサート主催 開催 ■会場／たましんRISURUホール1階 市民ロビー
■時間／12：20～12：50

入場
無料

入場
無料

出演：Clarice(クラリーチェ)　入野未唯、清水若菜、宮島大樹
曲目：モーツァルト：ディベルティメント、いつも何度でも ほか

11/14水 国立音楽大学学生による演奏 クラリネット三重奏

出演：島内菜々子(ソプラノ/最優秀賞)、篠宮久徳（ピアノ）
曲目：マスカーニ：アヴェ・マリア、歌劇「ラ・ボエーム」より "私の名はミミ" ほか

12/5水 多摩フレッシュ音楽コンサート2018 声楽部門入賞者による演奏

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、ピアノ
部門・声楽部門の最優秀・優秀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。

一般発売日 12/5水 ON
LINE

後援 ウェスタンドリバー・アートフェス2018 後援 立川文化芸術のまちづくり協議会　
ワークショップ×ワークショップedu2018

後援 石田倉庫のアートな2日間
　　　　　　　　　～つくると出会う～

後援

11/10土10：00～16：00

11/24土・25日10：00～17：00

発売中

発売中

全席指定 S席¥4,000 A席¥3,500 友
の会 S席¥3,400 A席¥2,900

発売中

小ホール

全席指定 ¥4,500 友
の会 ¥4,050

主催：リズミケーション
共催：共立（たましんRISURUホール指定管理者）

※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。

一般発売日 12/7金全席自由 ¥500
友
の会 ¥450 ※未就学児は入場できません。

発売中

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

立川市女性総合センター
アイムホール

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）

友
の会 ¥2,700

主催：多摩フィルハルモニア協会・東京室内歌劇場

友
の会 1割引

大ホール

ピアノ：首藤あずみ
ゲスト：的場正剛（バリトン） 
ピアノ：篠宮久徳

2019年7/21（日）公演に出演する参加者募集。当団と友好関係のある英国の王立バレエ学校
「エルムハースト」の生徒達との合同公演です。オーディションは、2018年12/16（日）と23日(日)。
経験は5年以上で年齢は9歳～22歳の方。当団卒業生は現在各国に留学
し、バレエ団で活躍しています。興味のある方はぜひ応募して下さい。
◆締切：12/12（水）
原則毎月2回日曜日にレッスン＆リハーサルがあります。詳細のお問合せは、
ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ（ＪＩＹＢ）
ＴＥＬ.０４２-５３７－４７３１　ＦＡＸ.０４２-５３７-４７３１　ｈｔｔｐ//www.jiyb.web.fc2.com/ 

第11回国際交流バレエ公演「くるみ割り人形」ハイライト
「バレエコンサート」出演者

共催募集

立川市役所ロビーコンサート主催 開催 ■会場／立川市役所1階 多目的プラザ
■時間／12：20～12：50

出演：Clarice(クラリーチェ)　入野未唯、清水若菜、宮島大樹
曲目：モーツァルト：ディベルティメント、人生のメリーゴーランド ほか

11/20火 国立音楽大学学生による演奏 クラリネット三重奏

出演：山口哲路(バリトン/優秀賞)、長田真澄（ソプラノ）、岸井晶子（ヴァイオリン）、高根しおん（チェロ）、齊藤真優 （ピアノ）
曲目：サンタ・ルチア、帰れソレントへ　ほか

12/13木 多摩フレッシュ音楽コンサート2018 声楽部門入賞者による演奏


