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サンクタス立川の改修工事に伴い、2019年5月からギャラリーの使用を休止しています。再開については分かり次第掲載させていただきます。 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。　9/7（土）森高千里「この街」TOUR 2019は完売いたしました。　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
7/14（日） Na Koa Malulani Hula Studio10th Anniversary フラ発表会 15:00 前売￥4,000

当日￥4,500
Na Koa Malulani Hula Studio

080-4143-9426

7/28（日） 4 Ballet 合同発表会 17:00 無料 4 Ballet 代表
担当：平塚　090-6955-7995

7/31（水） 第265回例会　劇団チョコレートケーキ　『治天ノ君』 18:30 三多摩演劇を
みる会会員のみ

三多摩演劇をみる会
042-523-5031（平日13：00～18：00）

8/3（土） バレエ教室ゆめ　
第5回クラスコンサート 13:30 無料 Ballet Place YUME

080-5013-5439

8/11（日・祝）NHK学園吉川かおりバレエクラス開講20周年記念「コッペリア」（全3幕） 16:30

前売￥1,500
当日￥2,000
（全席自由
小学生以下無料
3歳以下入場不可）

NHK学園吉川かおりバレエクラス
042-591-3454

8/15（木）
8/16（金） 第3回東京サマーバレエコンクール

15日 12:00
16日 10:30

￥1,000
（全席自由）

フルールバレエコンクール事務局
090-5750-1807

小ホール
7/20（土）～
7/23（火） 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

7/26（金）～
7/27（土）

劇団国立ミュージカル　
The Wizard of OZ

26日①16:00
       ②19:00
27日①11:00
       ②14:00
       ③17:00

￥2,900 劇団国立ミュージカル
042-505-5968

7/30（火）～
7/31（水） 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

9/6（金） 海野歩美&小石暁子ピアノコンサート 19:00 一般￥2,500
学生￥2,000

担当：小石（コイシ）
080-3391-8960

9/7（土） 立川寸志 里帰り落語会 第6回 13:30 前売￥1,800
当日￥2,000

寸志里帰り事務局
090-1045-5014

9/7（土） 室内楽コンサート「森の休日」 
～震災チャリティー公演～ 19:15 無料 アンサンブル・バウム事務局

090-4669-2263
展示室

9/2（月）～
9/7（土） 第16回光陽会東京多摩支部展 11:00～18：00

(最終日のみ17：00) 無料 光陽会東京多摩支部
担当：大野　080-6634-8323

9/8（日） みどり・華悠書道教室合同作品展 10：00～
16：00 無料 日本習字　みどり教室　華悠教室

担当：佐藤　090-8083-1213
サブホール

7/21（日） ファストドロウ関東大会 9:00 見学無料 ＷＦＤＡ－Ｊ関東支部事務局
080-5373-9528

7/27（土） 保護者向け学習会
多様化する発達障がい生徒の進学・進路選択 13:45 事前申込制

（参加費￥1,500）
NPO法人 Wing PRO
070-5020-6110

7/28（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

8/18（日）・
8/25（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

9/1（日）・
9/8（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 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

7/19（金）～
7/20（土） 写真グループ（KKC）写真展

19日 
15:00～20:00

20日 
9:00～20:00

無料 写真グループ（KKC）
046-876-3787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！

7/17水・9/19木
13：00開演（12：30開場）

小ホール

全席自由 ¥1,500（当日¥2,000）発売中

発売中

友
の会 ¥1,350

友
の会 大人¥1,900 小学生以下¥1,200

友
の会 各席1割引

友
の会 ¥5,500

友
の会 ¥6,000

※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。 

※未就学児は入場できません。

主催：マイソング
9/19公演の
一般発売日 7/17水

※3歳以上有料。2歳以下は膝上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。

子どもたちに大人気の「プリキュア ドリームステージ」。今年は
『スター☆トゥインクルプリキュア』♪歌とダンスでプリキュア
たちを応援して、みんなで会場をもりあげよう！ご家族揃って
お楽しみ下さい。

全席指定 S席￥2,800 A席￥2,300 
B席￥1,800

大ホール

主催：プリキュアドリームステージ上演委員会／劇団飛行船

※2歳以下膝上無料。ただし、お席が
　必要な場合は有料。

●当日は各￥500増し

少女ドロシーは竜巻に家ごと巻き込まれ、不思議な「オズの国」へと飛ばされてしまいます。途中
で脳みそが欲しいカカシ、温かい心が欲しいブリキの木こり、勇気が欲しいライオンと出会い、
それぞれの願いを叶えてもらうため「エメラルドの都」にいるという魔法使いの“オズ大王”に会い
に行くことになりました。はたして、みんなの願いが叶うことができるのでしょうか？お楽しみに！

7/13土13：30開演（13：00開場）

7/15●午前の部11：00開演（10：30開場）　
　　　　　 午後の部14：00開演（13：30開場）

月・祝

全席自由 大人￥2,500 
子ども￥1,500（3歳～小学生）
友
の会 各席1割引

●当日は各席￥200増し

友
の会 各席1割引

友
の会 各席1割引

大ホール

主催：西多摩カッパ友の会

発売中

発売中

※上演時間約90分（休憩含む）　※4歳から入場できます。

【白雪姫】【シンデレラ】【眠れる森の美女】より
日本初登場！童話の世界の3大プリンセスの物語を描く豪華ガラ公演です。
愛らしい白雪姫と7人の小人、シンデレラといじわるな継母、眠れる森の美女
と悪い魔女など、物語の主人公が勢ぞろい！

8/23金14：00開演（13：30開場）

主催：インプレサリオ東京

全席指定 ￥3,800

大ホール

主催：サンライズプロモーション東京

曲目・内容

Everly…松尾賛之（ヴァイオリン＆ヴォーカル）、松尾悟郎（ピアノ）、仲宗根朝将（ギター）、
Funky-Yukky（ドラム）、永松英樹（ベース）
Everlyオリジナル曲、リベルタンゴ、マンボNo.5、楽器体験コーナー　など

出　　演

曲　　目

森谷真理、安藤赴美子、谷口睦美、笛田博昭、村上敏明、
牧野正人、森口賢二、妻屋秀和、河原忠之
[第1部]ヴェルディ：「イル・トロヴァトーレ」ハイライト　
[第2部]グノー:「ファウスト」ハイライト

出　　演

レノン＝マッカートニー：カム・トゥギャザー、V.ヤング：星影のステラ、
H.マンシーニ：映画「ティファニーで朝食を」より ムーン・リバー
久石譲：映画「ハウルの動く城」より 人生のメリーゴーランド、
村治佳織：BAGAMOYO、渡辺香津美：ジャミング・イベリコ　ほか

予定曲目

大ホール英国バーミンガムロイヤルバレエ付属「エルムハースト」バレエ学校生徒を招聘。伊勢田由香
（ペンシルベニアバレエ団）、牧村直紀（谷桃子バレエ団）、栗原ゆう（バーミンガムロイヤルバレエ
団、YAGPグランプリ）。他に海外からゲスト多数参加。

全席指定 S席￥4,000 
A席￥3,500 B席￥3,000 
C席￥2,500

「ダイアナとアクティオン」「ロメオとジュリエット」「ゼンツァーノの花祭り」「くるみ割り人形」第2幕より演目

7/21日16：00開演（15:30開場）

主催：ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ、 （公財）立川市地域文化振興財団

発売中

発売中

発売中

大ホール

※未就学児は入場できません。

みずいろの雨・パープルタウンなど、ヒット曲から最新曲まで。
透き通るクリスタルヴォイスを是非ご堪能下さい！

全席指定 ￥6,200 
小中学生￥1,000(Ro-Onチケットのみ取扱い）

8/17土16：00開演（15:30開場）

主催：東京労音府中センター　後援：立川市商店街連合会

大ホール

※3歳以下入場不可、4歳以上有料。

『ビートルズの歴史を体感できる再現コンサート』　アメリカ、イギリスをはじめ、全世界で100万人以上を動員。ビートルズ
の名曲を再現するだけでなく、彼らの歴史までも楽しめるコンサート。バンドでの曲だけでなく、解散後のソロ・ナンバーまで
登場し、まるで再結成を目撃しているかのような体験ができる！生演奏で繰り広げら
れる、約40曲ものビートルズ・サウンドをお楽しみください！

全席指定 ￥6,500 
当日座席指定¥4,500（サンライズプロモーション東京のみ取扱い） 

※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

大町の大自然を満喫(写真はイメージ)

国宝･仁科神明宮

2017カルメンでの児童合唱出演場面

大ホール

昨年の大ホールコンサートも満員御礼となった、エバリーコンサート。周辺地域の小学校・幼稚園・保育園のアウトリーチ
コンサートにも今年も回ります。聴く・触る・歌う・踊る・跳ねる。子どもから大人まで一緒に楽しめる参加型コンサートを、
是非体感下さい。

8/24土15：15開演（14：50開場　16：20終演）

全席指定 大人¥2,500（通常価格¥2,900） 
小学生以下¥1,500（通常価格¥2,500）

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）。

誰もが一度はその曲名を聴いた事のあるベートーヴェン「第九」を年末にあなたも歌ってみませんか？
◆公演：12/27（金）大ホール　◆主催：（株）テンポプリモ／（公財）立川市地域文化振興財団　
◆公演名：キエフ国立フィルハーモニー交響楽団「新世界と第九」演奏会 
★募集に関する詳細はHPをご覧下さい。HPからの申込も可能です。　http://www.gmaweb.net/npo/　
　●第九を歌ったことがある方
　　◆9月～12月　たましんRISURUホール又はカンマーザールin立川　◆9/18（水）　18:30～21:00より　たましんRISURUホール　
　　◆水曜日：18:30～21:00　◆練習費用：￥22,000（チケット2枚分含む）
※30歳以下は練習費半額。　※中・高生は練習費無料（登録費として￥1,000を徴収）。
◆指導者：郡司博・渡部智也・佐々木理子ほか、経験豊かな指導者が丁寧に指導します。
◆お問合せ：NPO法人おんがくの共同作業場　TEL.042-522-3943

大ホール
◆公演日：2020年3/21(土)、22(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：立川管弦楽団　
【児童合唱出演者】 ◆稽古日:2019年8/26（月）～　◆参加費：無料　◆定員：15名　
　　　　　　　　   ◆応募締切：2019年8/1（木）23:59（メールのみの受付。定員を超えた場合は抽選）。
　　　　　　　　   詳細はhttp://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/a21-201908jidou/をご覧下さい。
【応募方法】 メールにて受付。専用の応募用紙をご記入のうえ事務局までお送り下さい。
◆お問合せ:(公財)立川市地域文化振興財団　市民オペラ担当　
　　　　　 TEL.042(526)1312　MAIL.opera@tachikawa-chiikibunka.or.jp

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。
大町市の文化を学び・体験し、感想などをレポートする参加者を募集します。

姉妹都市 長野県大町市との交流事業「大町交流レポーター」募集募集

主催：東京労音府中センター　
後援：立川市商店街連合会

※未就学児は入場できません。

日本が世界に誇るジャズギタリスト渡辺香津美とクラシックギター界のミューズと
して世界で活躍する村治佳織のデュオ公演。スタンダードの数々から映画音楽～
ポップス、それぞれのオリジナル曲までギターの魅力を存分にお届けします。

9/28土16：00開演（15:30開場）

10/14●15:30開演（15:00開場）月・祝

発売中

藤原歌劇団や二期会などで主役を
つとめる名歌手の饗演。

9/8日14：00開演（13：30開場）
全席指定 SS席￥5,000 S席￥3,500 
A席￥2,500 B席￥2,000

発売中

発売中

全席指定 ￥6,000 
小中学生￥1,000（Ro-Onチケットのみ取扱い）

※未就学児は入場できません。 主催：立川オペラ愛好会

大ホール

大ホール

歌って健康！ 歌声コンサート共催

Ｅverly エバリー・コンサート2019in立川共催

立川オペラ愛好会  第9回ガラコンサート「名歌手たちの夢の饗宴」共催

渡辺香津美＆村治佳織 ギター・コンサート共催

LET IT BE ～レット・イット・ビー～共催

友
の会 ¥3,600

津軽三味線の大家、初代高橋竹山の最後の内弟子。昨年演奏活動30周年を迎え、一層
充実した芸を披露すべく精進してまいります。どうぞご期待下さい。

全席指定 ￥4,000
10/18金14：00開演（13：30開場）

高橋竹童　津軽三味線演奏会共催

劇団カッパ座　西多摩公演「オズのまほうつかい」共催

スター☆トゥインクルプリキュア ドリームステージ♪ 共催

八神純子Live キミの街へ ～Here We Go!共催

キエフ・クラシック・バレエ プリンセス・ストーリーズ共催

第11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主催

※3歳から入場できます。

友
の会 ¥5,700

友
の会 ¥3,420

小ホール

予定曲目
高橋竹童(津軽三味線・胡弓)
津軽じょんから節、津軽あいや節、風の盆　ほか

出　　演

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～　
※発売初日に限りお一人様5枚までの販売となります。

ムーサ友の会
先行発売日7/11木 一般発売日 7/13土

友
の会 各席1割引

※未就学児は入場できません。

立川では４年ぶりの、人気実力ともに当代随一の小三治師匠。その芸はまさに円熟の域にあり
ます。古典落語の妙味を十二分にお楽しみ下さい。

全席指定 S席￥3,900 A席￥3,400
10/31木18：30開演（18:00開場）

柳家小三治 秋の会共催

柳家小三治　ほか出　　演

※発売初日の窓口受付10:00～、電話予約13:00～　
※発売初日に限りお一人様5枚までの販売となります。

ムーサ友の会
先行発売日7/19金 一般発売日 7/21日

立川市民オペラ公演2020 「トゥーランドット」児童合唱募集！募集

キエフ国立フィルと歌う立川第九合唱団 経験者募集！募集

財団どこでもステージ主催

ふれあいコンサートvol.15

入場
無料

◆会場：立川市錦学習館講堂（錦町3-12-25）
◆内容・出演：弦楽トリオ 中村ゆか里（ヴァイオリン）、中村里奈（ヴァイオリン・ヴィオラ）、夏秋裕一（チェロ）
◆曲目：トルコ行進曲（モーツァルト）、カントリーロード、TV「真田丸」のテーマ 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。
○主催・問合：（公財）立川市地域文化振興財団TEL.042-526-1312　共同主催：錦東和会文化部

（定員あり/先着順）

中村ゆか里 中村里奈 夏秋裕一

7/15●14：00開演（13:30開場）月・祝

◆出演：美島佑哉(ヴァイオリン)、橋本健太郎(ピアノ)
◆曲目：愛のあいさつ(エルガー)、ユーモレスク（ドヴォルザーク）　ほか

◆出演：小棚木恵美子（オカリナ）、五十川慶子（ピアノ）
◆曲目：アヴェ・マリア（シューベルト）、からたちの花（山田耕筰）　ほか

◆出演：美島佑哉(ヴァイオリン)、橋本健太郎(ピアノ)
◆曲目：ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ）　ほか

◆出演：占部智美（フルート）、川村沙耶香（ピアノ）
◆曲目：Top of the World（カーペンターズ）　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

7/24水 ヴァイオリンとピアノのデュオ

8/28水 オカリナとピアノのデュオ

7/25木 ヴァイオリンとピアノのデュオ

8/15木 フルートとピアノのデュオ

主催 水曜コンサート 立川市役所ロビーコンサート主催入場
無料

入場
無料

国立音楽大学 夏のコンサート2019後援

◆会場：国立音楽大学講堂大ホール（立川市柏町5-5-1）
◆プログラム　J.S.バッハ／フルート・ソナタ ロ短調 BWV1030
　　　　　　　C.F.グノー／歌劇「ロメオとジュリエット」より“私は夢に生きたい”
　　　　　　　G.ビゼー／歌劇「カルメン」より“なにも恐れるものはない”
　　　　　　　A.カプレ／歌曲「ラ・フォンテーヌの3つの寓話」より
　　　　　　　　　　　  “カラスとキツネ”“オオカミと子羊”
　　　　　　　M.ラヴェル／亡き女王のためのパヴァーヌ、ラ・ヴァルス
◆出演者（本学教員）　フルート：大友太郎　ソプラノ：藤井玲南　
　　　　　　　　　　 ピアノ：遠藤志葉、山田剛史、沢田千秋、白水芳枝
主催：国立音楽大学　https://www.kunitachi.ac.jp/
お問合せ：国立音楽大学演奏センター TEL.042-535-9535

8/1木13:00開演（12:30開場） 

平成元年から始まり令和元年の今年、第31回を迎える立川よいと祭り。令和元年を祝した特別
ゲストによるステージや、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。
パンナムスポーツ交流プロジェクトが主催するサンバ
(20名程度)のパレードなども予定しております。

※たましんRISURUホール（立川市
市民会館）では窓口販売のみ。
郵送はできません。
※ムーサ友の会先行発売・割引はございません。　※発売初日の窓口受付10:00～
◆主催・企画：ピアノサロン陶水花／チケットお問合せ　TEL.042-525-2451（坂本）
　Eメール: to-suika@ae.auone-net.jp  　http://tou-sui-ka.jimdo.com/

開催 　 令和元年 第31回 立川よいと祭り
～光と音のシンフォニー～
　 祝

8/3土
12:00～21:00（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）。

入場
無料 事前予約不要

第15回シャンソン・アン・スワレ コンサート後援

11/9土
15:00開演（14:30開場）

※本演奏会は休憩がございません。

◆内容：万灯みこし、お囃子、YOSAKOI、民踊流し、松明回し、
　　　  パンナムスポーツ交流プロジェクト主催「サンバ(20名程度)のパレード」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内） TEL.042-526-1312
◆主催：立川よいと祭り実行委員会

「第5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：7/30（火）～8/4（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：8/6（火）～15（木） 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5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

第4回大賞「街にやって来たうさぎとかめ」
原田恵一さん

小ホール

全席自由 ¥3,000

一般発売日 8/2金
大ホール

第26回たちかわアートギャラリー展が5/18（土）～26（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26回たちかわアートギャラリー展入賞作品報告

●大賞 深水雅一郎 『決断の朝』
●金賞 渥美靖子 『夏のおわりにⅡ』
●金賞 大嶋正俊 『夕暮れ』
●金賞 宮澤進 『結・Ⅲ』
●銀賞 市川勝洋 『市井の人々の未来』
●銀賞 伊藤博 『二月の午後』
●銀賞 熊木りら 『メイド』
●銀賞 佐野強 『月灯の漁り』
●銀賞 高野かな 『不死の薬』
●U35賞 伊藤寛子 『夜の台所』

●賞候補 岡崎弘子 『白丸渓谷』
●賞候補 久野友子 『隼の住む森』
●賞候補 山村昭一 『牧場の廃屋』
●賞候補 林野正春 『炎天下の恍惚』
●特別賞 蔵田郁枝 『根川の秋』
●特別賞 千葉浩子 『静物』
●人気賞 窪田佳尚 『蟬時雨』
●人気賞 小森紀子 『心』
●プリムベール特別賞 中島一誠 『室生寺』
●プリムベール特別賞 波木好男 『Ｗ、Ｏ、Ｗ』

（敬称略） 深水雅一郎　「決断の朝」 版画　800×650

※未就学児は入場できません。

主催：サウンドポート

主催：夢空間

《学ぶ会》 大町市の魅力や文化についての事前学習とワークショップを行います。
◆日時：8/7(水)14:00～16:00　
◆会場：たましんRISURUホール　　　　　　　◆講師：大町市職員
《体験する会》 大町市を訪れ、日本最古の神明造「仁科神明宮」や日本最大規模の日本酒の原料となる米の精米

工場「アルプス搗精（とうせい）工場」の見学、平安時代から続くと言われる伝統和紙の紙すき体験
など(行程は変更することがあります)。

◆日程：8/23(金)・8/24(土)の1泊2日　◆集合時間、場所：午前7時、たましんRISURUホール前
◆交通手段：貸切バス1台　◆宿泊：黒部ビューホテル
◆費用：大人1名：￥15,000、小・中学生1名：￥7,000(バスの代金、1日目の夕食、2日目の朝食・昼食、宿泊料、保険

料などを含みます(予定))
◆対象：小学生以上（中学生以下は保護者同伴）　◆定員：40名程度(抽選。立川市内在住、在勤、在学の方を優先)
◆申込方法：7/24（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　oomachi2019@tachikawa-chiikibunka.or.jp
◆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

サブホール

特別ゲスト：花咲ゆき美、三条ひろみ
◆会場：サンサンロード（立川駅北口多摩モノレール下）


