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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
入いただけます。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いただきます。）
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いただ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いただけますが、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2019年6月21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）でお求めいただけます！　

※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！ チケットをご購入いただけます。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！

立川市地域文化振興財団ではSNSで主催事業や
立川のイベントの最新情報等を発信しています。

☎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）

●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いただけます。

～ 文 化 と あなたの 懸 け 橋 に～ム
ー
サ

イープラスHP http://eplus.jp
イープラスでチケットの購入ができます

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。
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9/29日
17：00開演（16：30開場）

11/10日
14:00開演
（13:30開場）

10/5土15:00開演（14:15開場）

12/27金19:00開演（18:30開場）

12/14土
17：00開演（16：00開場）

幕末と呼ばれる激動の時代を生きた土方歳三の生涯を宮沢和史の落ち着いた奥の深い
語りと、新世代津軽三味線の第一人者上妻宏光自身のベストセレクション楽曲と卓越した
演奏が演出する。加えて、和とモダンを独自に表現するダンスカンパニーDAZZＬＥが、創
作的な世界を表現するのが、音楽舞踊劇 新選組・土方歳三である。

ブルガリアが世界に誇る名門合奏団と至宝のヴァイオリニ
ストがお届けするベスト・クラシック名曲コンサート！

立川初登場！世界が注目する若きマエストロ山田和樹の「ベートーヴェン『運命』」と東京音楽コンクール、日本音楽コンクール
の優勝者・荒井里桜の渾身の「チャイコフスキー『ヴァイオリン協奏曲』」をお楽しみください。

令和の新時代の幕開けに、ドヴォルザーク「新世界」と年末恒例のベートーヴェン「第
九」を一度にお贈りする、とても贅沢な演奏会。オーケストラは名門キエフ国立フィ
ル。どうぞお楽しみください。

H ZETT M(エイチ・ゼットエム)の超絶技巧ピアノとH ZETT NIRE、H ZETT 
KOUが支えるキレのあるリズムセクションを武器に、ジャズを誰もが楽しめ
る音楽に進化させ続ける、人気爆発中の"笑って踊れる”ピアノトリオ。子ども
から大人まで楽しめるエンターテイメント性の高いパフォーマンスをお楽し
みください。

企画制作：日本コロムビア

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

主催：ABCテレビ／インタースペース／（公財）立川市地域文化振興財団　後援：ブルガリア共和国大使館

主催：(一社）未来音楽企画、（公財）立川市地域文化振興財団

主催：（株）テンポプリモ、（公財）立川市地域文化振興財団　共催：認定NPO法人おんがくの共同作業場

主催 フレッシュ名曲コンサート

主催名曲の花束

主催 TOUR2019 －気分上 －々H ZETTRIO

主催

キエフ国立
フィルハーモニー
交響楽団
「新世界と第九」

主催
上妻宏光 宮沢和史 DAZZLE 
音楽舞踊劇「新選組・土方歳三」

大ホール

大ホール

大ホール

託児ON
LINE

託児ON
LINE

託児

ON
LINE

大ホール 託児ON
LINE

大ホール託児ON
LINE

※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7/18木 一般発売日 7/20土

友
の会 ¥500引全席指定 S席¥3,500 A席¥2,500

●親子割引（A席のみ）
   小・中学生1名￥500

全席指定 S席￥5,000
             A席￥4,500

全席指定 ￥5,000（当日￥500増し）

※開場中、ロビーにてメンバーによる演奏がございます。

友
の会

友
の会

各席¥500引

友
の会 各席¥500引

友
の会 各席1割引

全席指定 
S席¥4,000 
A席¥3,000

全席指定 S席¥6,000 A席¥5,000

※未就学児は入場できません。

※未就学児は入場できません。

※未就学児は入場できません。

※未就学児は入場できません。

※3歳以下入場不可。4歳以上チケット必要。

荒井里桜

山田和樹

日本フィルハーモニー交響楽団

｢運命｣

ソフィア・ゾリステン＆
リヤ・ペトロヴァ

出演 宮沢和史（語り）、上妻宏光（津軽三味線）、
DAZZLE（舞踊）

出演 H ZETT M（ピアノ／青鼻）、H ZETT NIRE(ベース／赤鼻）、H ZETT KOU（ドラムス／銀鼻）

予定曲目 シベリウス：交響詩「フィンランディア」、チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲ニ長調、
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」

出演
（ヴァイオリン／第15回東京音楽コンクール（2017）弦楽部門第1位及び
  聴衆賞、  第87回日本音楽コンクール（2018）第１位）

荒井里桜
山田和樹（指揮）、日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）

予定曲目
J.S.バッハ：G線上のアリア、主よ、人の望みの喜びよ、幻想曲 BWV.542／ドヴォルザーク：ユーモレスク                              
シューベルト：楽興の時 第3番、アヴェ・マリア★／パッへルベル：カノン／ボッケリーニ：メヌエット　　　　　　　 　　　　　　　　
チャイコフスキー：アンダンテ・カンタービレ、弦楽セレナード 第2楽章「ワルツ」／エルガー：愛のあいさつ★                 　    
マスネ：タイスの瞑想曲★／サラサーテ：カルメン幻想曲★、ツィゴイネルワイゼン★
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第１楽章／ハイドン：セレナード／パガニーニ：ラ・カンパネラ★

出演 プラメン・デュロフ（指揮）、リヤ・ペトロヴァ（ヴァイオリン）、ソフィア・ゾリステン(弦楽合奏）

宮沢和史

リヤ・ペトロヴァ ソフィア・ゾリステン

イワンナ・プリシュ オルガ・タブリナ

キエフ国立フィルハーモニー交響楽団

オレクサンドル・チュフピロ アンドリー・マスリャコフ

プラメン・デュロフ

上妻宏光

DAZZLE

各席1割引

友
の会￥4,700（当日￥500増し）

★＝リヤ・ペトロヴァ演奏

予定曲目 ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界より」、ベートーヴェン／交響曲第9番「合唱付き」

出演 ニコライ・ジャジューラ（指揮）
キエフ国立フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
イワンナ・プリシュ（ソプラノ）、オルガ・タブリナ（アルト）
オレクサンドル・チュフピロ（テノール）、アンドリー・マスリャコフ（バリトン）
キエフ国立フィルと歌う立川第九合唱団（合唱）

山田和樹指揮

ニコライ・ジャジューラ指揮

日本フィルハーモニー交響楽団

全席自由

チケット割引：演劇祭チケット（半券も可）の提示で、他の演劇祭参加作品が¥500引で観劇できます（当日券のみ）。　
※すでに満席の場合は入場できません。ご了承下さい。割引チケットの有無は、当日来場前に、会館までお問合せ下さい。

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 

第28回たちかわ真夏の夜の演劇祭
※開場は開演の30分前 小ホール

フンパーディンク作曲「ヘンゼルとグレーテル」
日本語上演

A組13：00
B組16：00 ¥6,000 東京シティオペラ協会

～シニアによるOPERA PARTY～ 
J.シュトラウスⅡ作曲　喜歌劇「こうもり」より

ハイライト
各日14：00 ¥500 NPO法人 脳響トーンシステム

クリスタルフラワー14：00
17：30 ¥2,000 パッションミュージカル

はちぽち荘物語24土19：00
25日13：00 ¥1,800 演劇サークル夢さしの

宝塚歌劇団OGと市民による ミュージカル＆レビュー
「剣と義 そして 誠 ～壬生狼新選組～」

4日

10土
  11日

18日

24土
   25日

31土
1日

8/

8/
  

8/

8/
   

8/
9/

31土15：30
 1 日13：00 ¥3,200 カジキタドリーム

開催日 劇団名料金 作品名開演時間
（30分前開場）

後援：立川商工会議所、立川観光協会、立川市商店街振興組合連合会、立川市教育委員会

©山口 敦©山口 敦

©2019Hino City©2019Hino City

©山口 敦©山口 敦

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

エイチ・ゼットリオ

7/12（金）荒井里桜 ヴァイオリンプレ・コンサートの入場整理券の配布は終了しました。
フレッシュ名曲コンサート事前キャンペーン

8/31土

NHK Eテレのミニアニメでお馴染みの2作品、ペネロペ15周年、ルルロロ5周年を記念した特別企画。立川公演はラスト公演。
ピアノ、ヴァイオリン、チェロ、フルート、パーカッションなどの生演奏にのせた楽しいステージ。夏休みの思い出に、ご家族揃って
でお楽しみください!!

友
の会 各席1割引全席指定　大人￥1,600　子ども（3歳～小学生）￥800

企画制作：MOON WALK MEDIA Co.

主催

主催

大ホール

※2歳まで膝上無料。ただしお席が必要な場合有料。

（開場時間は各回30分前）

ON
LINE

午前の部10：30開演 午後の部13：00開演

ペネロペとうたっておどってオペレッタ・・・約30分第1部

ルルロロといっしょにうたってあそぼ！・・・約30分

ペネロペとルルロロが一緒に登場するよ！

第2部

フィナーレ

休憩15分

発売中

発売中

※未就学児は入場できません。

ムーサ友の会
先行発売日8/4日 一般発売日 8/6火

小ホール

小ホール

ON
LINE

全席指定　¥2,500 友
の会 ￥2,250　●学生￥1,000引 ●親子割引（小・中学生1名¥500）

春風亭昇々古今亭文菊 鈴々舎馬るこ

※仲入り（休憩）前に出演者サイン色紙3枚が当たる抽選会あり。

出演・内容
前半：落語をプチ体験するワークショップ
　　 立川らく次、立川がじら
後半：落語会
　　 立川談四楼、立川らく次　ほか

立川がじら立川らく次立川談四楼

夏休みの体験に大人も子どもも楽しむ落語会

※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～

9/1日
14:00開演（13:30開場）

誰にでも、守りたいものがある！ 若き日の緒方洪庵と在天の姫・東儀左近。別世界に生きる二人は「天然痘を無くしたい」という同
じ思いを持ち、大坂の闇を切り裂く。

演劇祭出演団体講師による舞台芸術体験ワークショップ（本番あり）。
朗読、ダンス、殺陣・アクションの各パートで「桃太郎」の劇を創り上げます。

友
の会 ¥6,300全席指定 ￥7,000

主催：松竹(株)、(公財)立川市地域文化振興財団

主催松竹特別公演 「蘭」
～緒方洪庵 浪華の事件帳～

大ホール 託児ON
LINE

※未就学児は入場できません。

スタッフ 原作：築山桂『禁書売り』『北前船始末』（双葉文庫）より
脚本：松田健次　演出：錦織一清　音楽：岸田敏志

出演 藤山扇治郎、北翔海莉、久本雅美、石倉三郎　ほか

じ思いを持ち、大坂の闇を切り裂く。
誰にでも、守りたいものがある！ 若き日の緒方洪庵と在天の姫・東儀左近。別世界に生きる二人は「天然痘を無くしたい」という同
じ思いを持ち、大坂の闇を切り裂く。じ思いを持ち、大坂の闇を切り裂く。

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

藤山扇治郎北翔海莉

皆様からのご支援をお待ちしております

小ホール

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、楽器の歴史や
特性、秘密など楽しいお話と演奏で綴ります。

ON
LINE 託児

ゲスト：楯 直己（パーカッション）出演

ペネロペ・リリーローズ・セザリーヌ・歌のお姉さん出演

モンティ：チャールダーシュ　サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン　ほか予定曲目

予定
曲目

予定
曲目

9/21土

楯 直己

徳永二男が案内する
「楽器の謎!22 パーカッション」

徳永二男

©K.Miura©K.Miura全席指定 ¥2,300
友
の会 ￥2,000

《楽器についての質問募集中! 詳しくはホームページをご覧下さい》

※未就学児は入場できません。

14：00開演（13：30開場）
発売中

市内の小学5年生等を対象としたファーレ立川アート鑑賞事業の様子
～「オープンカフェテラス」を囲んで～

第九合唱団募集中！
（3面参照）

ドレミのうた、わたしのお気に入り、おもちゃのチャチャチャ
うっかりペネロペいっしょにあそぼうよ、おおきくなったらなんになる　ほか

ルル・ロロ・歌のお姉さん出演
ルルロロのテーマ、やまのおんがくか、もりのくまさん、
だいくの きつつきさん＊、ほしぞらカーニバル＊（＊ルルロロバージョン）　ほか

予定曲目 おしりフリフリ

主催

ワークショップ参加者募集中！！
初めての人でもステージに立てる！！

募集対象:多摩地域在住、在勤、在学の小学生以上（殺陣・アクションパートは中学生以上）
募集人数:①朗読、②ダンス、③殺陣・アクション 各パート10名程度（先着順）
〆切:7/19（金）（期日延長しました）
参加費：無料（ただし、DVD等実費¥500程度あり）
詳しくは演劇祭チラシまたはホームページをご覧下さい。

8/12●9：30～16：30 （本番）15：00～15：30月・ 休

入場無料

財団からの
お願い

◆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

演劇祭特別企画イベント公演

12/20金

8/6火

笑ホール寄席主催

14：00開演（13：30開場）

19：00開演（18：30開場）

立川こしら

残席僅少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いただきます。
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。　
※寄附をいただいた方は税制上の優遇措置を受けることができます。

「1日でできる舞台体験」
（本番公演はどなたでもご覧いただけます。）


