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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
購入頂けます。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頂きます。）
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頂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頂けますが、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2018年12月18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）でお求め頂けます！　
●年会費はクレジットカードやコンビニで便利にお支払い頂けます！（会館窓口での現金支払いも可）　●情報紙「ムーサ」のお届けや来館アーティストのサイン色紙プレゼントにご応募頂けます。
※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！ チケットをご購入頂けます。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頂けます。

～ 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。

2019

サ
No.245
奇数月初旬

発行

イベント情報メルマガ登録は
こちら

@tachikawazaidan

公
益
財
団
法
人 

立
川
市
地
域
文
化
振
興
財
団
情
報
紙

1・2月号

ON
LINE

3/16土17:30開演（17:00開場）

7/7日14:00開演（13:30開場）/終演15:10予定

6/2日

3/17日14:00開演（13:30開場）

3/9土14:30開演（14:00開場）

6/16日17:30開演（17:00開場）

5/11土14:00開演（13:30開場）

「楽器の謎！20」スペシャル・コンサート主催

オペレッタの最高傑作！ 有名な
序曲に始まる、ワルツの王様
シュトラウスの美しく軽快な音
楽にのせて、大晦日の夜が舞台
の笑って楽しい「こうもりの復
讐」をご堪能下さい。

数々の小学校での公演をもとに迫力と臨場感がパワーアップした劇場版が完成!!最新
CG映像の「プロジェクションマッピング」と、英語と日本語が半分ずつで構成された笑い
と冒険のミュージカルに子ども達は釘づけ。自然と英語に触れることができます。
さあ、魔法のミュージカルをあなたも体験しませんか？

多摩フレッシュ音楽コンクール入賞以来、当財団の様々な記念
公演に出演して下さっている古川さんに、今回の「「楽器の謎！
20」スペシャル・コンサート」の聴きどころや過去の公演の思
い出などを語っていただきます。その中から思い出の曲を数
曲無伴奏で演奏をしていただきます。どうぞお楽しみ下さい。

過去の「楽器の謎！」にゲスト出演していただいた素敵なソリストを集めての20回記念ガラ・コンサー
ト。曲目は、各々の楽器の魅力を最大限に引出した室内オーケストラとの協奏曲やアンサンブルを演
奏（約3時間の演奏会）。

ミュージカルなど多方面で活躍し、圧倒的な歌唱力と表現力でファンを魅了してやま
ない平原綾香の全国ツアーが6月からスタート。デビュー15周年を経て、さらに磨か
れた平原綾香が表現する珠玉のステージを心ゆくまでお楽しみ下さい！

人気絵本「もけらもけら」を楽譜にして、作者でもある世界的ジャズピ
アニスト・山下洋輔と、古楽器による音とあそびの楽団・ロバの音楽
座が繰り広げる即興的で不思議なセッション！

グリム童話より"涙と笑いと感動"の家族でたのしむ夢の舞台！！

ロバの音楽座
1982年、子どもたちに音楽の夢を運ぶべく結成。古楽器や空想楽器などにより、ファンタジックな音と遊びの世界を繰り広げてい
る。舞台作品のほか、NHK Eテレ番組の音楽や映画「ゲド戦記」の音楽への参加、詩人・谷川俊太郎氏との共演など多岐にわたり活
躍。2009年、第3回キッズデザイン賞・創造教育デザイン部門金賞〈経済産業大臣賞〉受賞。
クリストファー・ハーディ
1989年より日本に在住。ミシガン大学(アメリカ)音楽学部卒業。現在洗足学園音楽大学で講師を務める。西洋打楽器の基礎を
バックグランドに持ちつつ、中近東やアフリカ、ラテンの代表的打楽器であるハンドドラムのスペシャリストとして高い評価を得て
いる。

●親子割引（A・B席のみ）小・中学生￥500

16日 17日

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」 第1楽章、
ピアノ協奏曲第9番「ジュノム」第3楽章、フルートとハープのための協奏曲 第1楽章
J.S.バッハ:ブランデンブルク第5番 第1楽章、無伴奏チェロ組曲第1番より
リスト：愛の夢 第3番（ハープ演奏）　 サン=サーンス：白鳥
デュカス：ヴィラネル　 ピアソラ：タンゴの歴史より(ギター演奏）   
ジーツィンスキー：ウィーン、わが夢の街 　ヘンデル：オンブラ・マイ・フ
ベッリー二:オーボエ協奏曲　 ヴィヴァルディ：四季より「春」「冬」 ほか

予定曲目

室内アンサンブルメンバー
ヴァイオリン：荒井章乃、北田千尋、城戸かれん、小林美樹、徳永二男、
直江智沙子、福田ひろみ、吉江美桜　ヴィオラ：安保恵麻、田中茜、
田原綾子　チェロ：古川展生、矢部優典　コントラバス：山本修
オーボエ：荒絵理子、大植圭太郎　ホルン：嵯峨郁恵、福川伸陽

友
の会 各席1割引

友
の会 各席1割引

友
の会 各席¥500引

友
の会 ￥6,300

友
の会 ¥1,800

友
の会 ¥450

全席指定
SS席￥8,000　S席￥6,000　
A席￥4,000　 B席￥2,000

全席指定　￥6,800

全席指定　￥2,000
全席指定　
大人￥3,500　学生￥2,000　
子ども（4歳～高校生）￥1,500

全席指定　一般￥2,000　子ども（3歳～中学生）￥500

全席指定
S席￥4,500
A席￥3,500

全席自由 ￥500

主催：立川市民オペラの会、（公財）立川市地域文化振興財団
特別協賛：㈱立飛ホールディングス、㈱いなげや、岩﨑倉庫㈱

主催：（有）劇団東少、(公財）立川市地域文化振興財団 　後援：立川市教育委員会

企画制作：劇団KIO×ファンファンラーニング㈱　後援：立川市教育委員会（予定）

主催:東京労音府中センター、（公財）立川市地域文化振興財団

主催：立川フィガセビ製作委員会（代表：佐々木麻子）、（公財）立川市地域文化振興財団

立川市民オペラ公演2019 J.シュトラウスⅡ世作曲

原語上演・字幕付（日本語台詞）
全3幕

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

主催

喜歌劇「こうもり」

～英語が『じぶんゴト』になるデジタルアート・ミュージカル～
主催マグナとふしぎの少女

主催 平原綾香CONCERT TOUR 2019（仮称）

主催

「白雪姫」
主催 ロバの音楽座＋山下洋輔
「もけらもけら」

託児

託児

託児

ON
LINE

ON
LINE

ON
LINE

ON
LINE

※公演は約1時間程度です。

※未就学児は入場できません。

※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。
小学生までは保護者の同伴をお願いします。

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

アイゼンシュタイン
ロザリンデ
フランク
オルロフスキー公爵
アルフレード
アデーレ
ファルケ博士
ブリント博士
イーダ
フロッシュ

大澤一彰
小川里美
照屋博史
岡村彬子
金山京介
栗林瑛利子
髙田智士
持齋寛匡
今野絵理香
松山いくお

青栁素晴
鳥海仁子
大川博
鳥木弥生
吉田連
佐々木麻子
大槻聡之介
持齋寛匡
今野絵理香
松山いくお

全席指定 ¥1,500

ON
LINE

※アイムホール専用の駐車場はありません。周辺の駐車場をご利用下さい。　
※プレイガイドはありません。チケットはたましんRISURUホールにお問合せ下さい。

立川市女性総合センター
アイムホール

※未就学児は入場できません。友
の会 ￥1,350 ●小・中学生￥500

3/7木
第十五回（最終回）アイム落語研究会主催

第十五回「花盛り伸び盛り落語四席競
演と若手落語家の未来予想図」

立川志ら鈴
（立川志らくの弟子）

三遊亭わん丈
（三遊亭円丈の弟子）

林家つる子
（林家正蔵の弟子）

ゲスト：内田春菊春風亭きいち
（春風亭一之輔の弟子）

財団どこでもステージ主催 開催 富士見町ふれあいコンサート
入場
無料

◆会場：滝ノ上会館（富士見町4-16-10）　
◆出演：森口賢二（バリトン）、三浦梓（ソプラノ）、熊澤弥緒（ピアノ）
◆曲目：モーツァルト：オペラ「フィガロの結婚」より“もう飛ぶまいぞ、この蝶々”
　　　 （バリトン独唱）、ドビュッシー：月の光（ピアノ独奏）ほか

※定員あり/先着順2/10日14:00開演（13:30開場）

小ホール
全席指定 ¥2,500

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

友
の会 ￥2,250　

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～

ムーサ友の会
先行発売日2/6水
一般発売日 2/8金

※未就学児は
　入場できません。

●学生￥1,000引 6/14のみ●親子割引（小・中学生1名¥500）

6/14金

笑ホール寄席主催

主催

主催

19：00開演（18：30開場）

2/8金
橘家文吾桃月庵白酒古今亭菊之丞

三浦梓
（ソプラノ）

熊澤弥緒
（ピアノ）

立川志の太郎

森口賢二
（バリトン）

19：00開演（18：30開場）

大ホール

託児ON
LINE大ホール ON

LINE

楽器の謎！20スペシャル・コンサート特別企画

チェリスト・古川展生プレトーク
1/11金
18：30開演（18：00開場）

福川伸陽
（ホルン・謎16ゲスト）

吉野直子
（ハープ・謎4ゲスト）

中嶋彰子
（ソプラノ・謎11ゲスト）

菊池洋子
（ピアノ・謎3ゲスト）

古川展生
（チェロ・謎7ゲスト）

高木綾子
（フルート・謎2ゲスト）

曽根麻矢子
（チェンバロ・謎6ゲスト）

小林美樹
（ヴァイオリン・謎1ゲスト）

福田進一
（ギター・謎5ゲスト）

徳永二男
（ヴァイオリン・ナビゲーター）

大澤一彰 小川里美 鳥海仁子 青栁素晴

「楽器の謎！20」スペシャル・コンサート

バックグランドに持ちつつ、中近東やアフリカ、ラテンの代表的打楽器であるハンドドラムのスペシャリストとして高い評価を得て

徳永二男が案内する

劇団東少創立70周年
ファミリーミュージカル

柳亭市弥林家彦いち 立川談笑 立川志獅丸

荒絵理子
（オーボエ・謎20ゲスト）

©K.Miura©K.Miura

©Takanori Ishii

©Yuji Hori©Yuji Hori©Shunichi Atsumi

©Shigeto©Shigeto ©Yuji Hori ©Akira Muto©FUMI

©Zentsu Eguchi©Kei Uesugi

小ホール

※未就学児は入場できません。

※未就学児は
　入場できません。

ムーサ友の会
先行発売日2/22金 一般発売日 2/24日
※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2/14木
一般発売日 2/16土

ムーサ友の会
先行発売日1/24木 一般発売日 1/26土
※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。
※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1/16水 一般発売日 1/18金
※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。
※3歳以下は入場できません。

出演
ロバの音楽座、山下洋輔、クリストファー・ハーディ

15:00開演（14:30開場）

ササ
グリム童話より"涙と笑いと感動"の家族でたのしむ夢の舞台！！

ファミリーミュージカル

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

出演：小川里美（ソプラノ）、佐々木麻子（ソプラノ）、髙田智士（バリトン）　ほか　曲目：J.シュトラウスⅡ世：喜歌劇「こうもり」より
1/23水 立川市民オペラ公演2019 喜歌劇「こうもり」プレ・コンサート

出演：宮下莉奈(フルート)、小島優斗（オーボエ）、牛窓佐和子（クラリネット）、寺田柚（ファゴット）、戸田大貴（ホルン）　曲目：ハイドン：ディベルティメント　ほか
2/20水 木管五重奏団「もくご」による演奏

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

入場
無料

出演：宮下莉奈(フルート)、小島優斗（オーボエ）、牛窓佐和子（クラリネット）、寺田柚（ファゴット）、戸田大貴（ホルン）　曲目：ファルカシュ：17世紀の古いハンガリー舞曲集　ほか
1/17木 木管五重奏団「もくご」による演奏

出演：青栁素晴（テノール）、鳥海仁子（ソプラノ）、栗林瑛利子（ソプラノ）、大槻聡之介（バリトン）　ほか　曲目：J.シュトラウスⅡ世：喜歌劇「こうもり」より
2/13水 立川市民オペラ公演2019 喜歌劇「こうもり」プレ・コンサート

大ホール ON
LINE

1/20日

今日のお話は、たくさんの動物さんたちが登場する
「ブレーメンの音楽隊」。動物さんたちと一緒に、音楽
のお勉強をしよう！みんなも上手にできるかな？聴くだ
けでなく、目で見て、体で感じて楽しめるドキドキわく
わくのこどもオペラへようこそ！

ウイリアムテル序曲、クラリネットをこわしちゃった、オペラ「ラ・ボエーム」より“私の名前はミミ”、トランペット吹きの休日
ようかい体操第一、チャールダーシュ、熊蜂の飛行、とんとんとんとんひげじいさん　ほか

予定曲目

出　   演 ミミ : 中畑有美子（ソプラノ）、ネコ : 野崎りいな（ヴァイオリン）、ニワトリ : 石井智恵（フルート）、
イヌ : 長谷川稚紗（クラリネット）、ロバ : 箕輪瑠璃子（トランペット）、空の精 : 月野佳奈（ピアノ）　ほか

友
の会 大人¥1,350

主催：芸術文化創造ネットワーク（株）、（公財）立川市地域文化振興財団

0才からのオペラ・デビュー♪こどもオペラ第2弾！

※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。※公演時間は60分、休憩なし。

全席指定 大人¥1,500 
子ども（小学生以下）¥800 親子ペア¥2,000

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

発売中

大ホール ON
LINE 託児

発売中

国立音楽大学出身の石田泰尚が12年ぶりに登場。神奈川フィルハーモニー
管弦楽団で首席ソロコンサートマスターを務める石田泰尚が招集した、7人
の弦楽の名手たち。硬派でパワフル、それでいて繊細であたたかいサウンド。
そのルックスとのギャップも魅力のひとつです。

●学生割引各席￥1,000引 友
の会 各席1割引
全席指定 S席¥3,500　A席¥2,500

モーツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調 K.138　 メンデルスゾーン：弦楽八重奏 変ホ長調 op.20
ヘンデル（ハルヴォルセン編曲）：パッサカリア ト短調 　モリコーネ（近藤和明編曲）：ニュー・シネマ・パラダイス　　
レインボー（近藤和明編曲）：スターゲイザー 　ディープ・パープル（近藤和明編曲）：紫の炎

主催：（一社）未来音楽企画、（公財）立川市地域文化振興財団

予定曲目

©藤本史昭

※未就学児は入場できません。

3/24日
国立音楽大学と立川市の連携協力に関する協定締結を記念して
始まったコンサート。今回は早春の室内楽シリーズ第3弾！
教員による演奏とお話をお楽しみ下さい。

●高校生以下¥500引
モーツァルト：フルート四重奏曲 第3番
　　　　　          ハ長調 K.Anh171(285b)
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 変ホ長調 K498
ブラームス：ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 op.25

予定曲目

予定曲目

友
の会 ¥900全席指定 ￥1,000

企画・制作：国立音楽大学

国立音楽大学コンサート「早春の室内楽」主催

※未就学児は入場できません。

15：00開演（14：30開場）

松井直之（ヴィオラ）

金杉瞳子 佐々木麻子

永峰高志（ヴァイオリン）

武田忠善（クラリネット） 三木香代（ピアノ）大友太郎（フルート）

藤森亮一（チェロ）

日本で一番上演回数が多い、モーツァルト：オペラ「フィガロの結婚」、その前日譚にあたるロッシーニ：オペラ「セビリアの理髪
師」。それぞれ単独で上演されている兄弟オペラを合体し、上演します。メインキャスト陣は、国立音楽大学大学院修了の同期。
息の合ったドタバタ恋愛劇を、お楽しみください。

全席自由 ¥3,000 友
の会 ￥2,700　学生￥2,000

小ホール ON
LINE

金杉瞳子、内田稚菜、中野沙枝子、佐々木麻子
小山晃平、大槻聡之介　ピアノ伴奏：渡辺啓介出演

フィガロの結婚×セビリアの理髪師「女中は見た！」主催
モーツァルト ロッシーニ

5/25土 14：00開演（13：30開場）

（日本語字幕原語上演／ピアノ伴奏）

※未就学児は入場できません。

僕の学生時代は多摩モノレールがまだ無く毎日のように立川駅でバスに乗
り換え国立音大へ通っていました。たましんRISURUホールの名称になる
前に立川管弦楽団との協奏曲や及川浩治さん、羽田健太郎さんと演奏した
思い出があります。今回12年ぶりの出演となりますが自分の名前を冠した
石田組でここのステージに立てることは感慨深くもあります。皆さんと
ホールで会えるのを楽しみにしています！

2/17日
14：00開演（13：30開場）

主催硬派弦楽アンサンブル「石田組」

石田  泰尚

《応募資格》 昭和62年4月2日以降に生まれた方で普通自動車運転免許(AT限定可)を所持し、業務で運転できる方。
                基本的なパソコン操作ができ、日常業務で使用できる方。 職務経験は問いません。
《選考方法》 第1次試験(書類選考)：受験申込書と小論文を提出。第1次選考合格者に対して後日、第2次・第3次試験を行います。
《申込方法》 提出書類を受付期間内に郵送して下さい。申込期限：2019年1/18(金)【必着】
《郵送先》 〒190-0022　東京都立川市錦町3-3-20　立川市市民会館2階 (公財)立川市地域文化振興財団 管理係　
　　　　                      ※詳細は下記HPをご覧下さい。受験申込書等ダウンロード可。

立川市地域文化振興財団では2019年度採用の職員を募集します。あなたの知識と経験を発揮してみませんか。

財団職員
募 集！

財団設立30周年記念

4/13土14:00開演（13:30開場）/16:00終演予定
時代を超え、国境を越えて愛される世界の名曲・名歌を民族楽器のトリオとソプラノで楽
しむ、風のような物語。

友
の会 各席1割引

全席指定　一般￥2,500　学生￥１,００0

主催：地球音楽工房、（公財）立川市地域文化振興財団

春の立川演奏会自由三人組
やぎりんトリオ・リベルタ×大前恵子 ON

LINE

立川市女性総合センター
アイムホール

「大前恵子＋トリオ・リベルタ」 漫画：小澤一雄

ムーサ友の会
先行発売日1/25金 一般発売日 1/27日
※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。

広い河の岸辺、思い出のサリーガーデン、コンドルは飛んで行く、海はふるさと、鳥の歌、アマポーラ、つばめよ　ほか予定曲目
出　   演

出　   演

大前恵子（歌）、藤枝貴子（アルパ）、清永充美（ギター）、八木倫明（やぎりん・ケーナとナイと訳詞）

ヴァイオリン：石田泰尚、岩村聡弘、丹羽洋輔、鈴木浩司　ヴィオラ：生野正樹、大島亮　チェロ：辻本玲、門脇大樹

プレイベント開催！
詳しくは3面を。

©Naoko Nagasawa©Naoko Nagasawa

大ホール

託児ON
LINE

(五十音順）

友
の会 大人￥3,150

Jupiter、おひさま～大切なあなたへ ほか

《問合・HPアドレス》 TEL.042-526-1312　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/

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。

全席指定 ¥2,300 友
の会 ￥2,000

ゲスト：宮里直樹（テノール）

※未就学児は入場できません。

ON
LINE 託児

出演 調整中予定曲目

6/15土

徳永二男が案内する「楽器の謎!21 テノール」主催

14：00開演（13：30開場）

※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。

宮里直樹ムーサ友の会
先行発売日3/7木 一般発売日 3/9土

司会：柳田奈津子(フリーアナウンサー）共同主催：滝ノ上会館管理運営委員会

2/26火
19：00開演（18：30開場）／21：00終演予定 ※休憩あり

国立音楽大学と立川市の「連携協力に関する協定」に基づき、学生の演奏活動を支援しています。

生の音楽をもっと身近に、音大で学んだ
四年間の集大成をお届けいたします。

◆プログラム：星に願いを、スリーラテンダンス、パリのアメリカ人 他
◆出演者：加藤彩人、郡司梨帆、望月栞、吉岡千晶
主催：国立音楽大学クラリネット専攻4年生有志

国立音楽大学連携事業 国立音楽大学アイムコンサート開催

全席自由 一般¥500

立川市女性総合センター
アイムホール

※未就学児は入場できません。

入場
無料

春の歌を独唱、重唱、合唱でお送りいたします。

3/3日
17：00開演（16：45開場）／19：00終演予定 ※休憩あり
◆プログラム：合唱 シューベルト作曲 Heidenröselein 野ばら 他
◆出演者：ドイツリート同好会メンバー24名
主催：ドイツリート同好会(国立音楽大学)　　

※未就学児入場可

●クラリネット四重奏 ～"kiitos" concert ～ ●ドイツリートコンサート
　～春の歌を集めて～ Vol.7

※未就学児は入場できません。

※発売初日は、電話予約のみ10：00～（座席指定不可）
　　　　　　 オンラインチケット10:00～（座席指定可）
※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

1/15 10:00
発 売


