
☎042-559-7500
チケットのお求め：秋川キララホール

5/18土
15：00開演（14：30開場）
秋川キララホール

好評
発売中

一般 3,500円（税込） 学生 1,500円（税込）
キララ友の会 3,200円（税込）

月曜休館
（祝休日の場合は翌日休館）

受付時間
9:00～18:00

全席
指定

ピアノ 新居由佳梨

曲目 ショパン：華麗なるポロネーズバッハ：無伴奏チェロ組曲第二番 ほか

横坂 源 チェロ・リサイタル横坂 源 チェロ・リサイタル

※未就学児の入場はご遠慮ください。 Ⓒワーナーミュージックジャパン

ぴあ（Ｐコード：135-955）・ローソン（Ｌコード：76083）

ぴあ（Pコード：137-515）・ローソン（Lコード：72715）
八王子市学園都市文化ふれあい財団 ☎042-621-3005
他、ぴあ・ローソン・ｅ＋・ＣＮ 等

氷 川 き よ し氷 川 き よ し
コンサートツアー2 0 1 9
～ 20周年大感謝祭!! ～
コンサートツアー2 0 1 9
～ 20周年大感謝祭!! ～

福田こうへい福田こうへい福田こうへい福田こうへい福田こうへい
コンサートツアー2 0 1 9
～  一所懸命  ～
コンサートツアー2 0 1 9
～  一所懸命  ～
コンサートツアー2 0 1 9
～  一所懸命  ～
コンサートツアー2 0 1 9
～  一所懸命  ～
コンサートツアー2 0 1 9
～  一所懸命  ～
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☎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
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発売中！

４/3水 昼の部１４：３０開演夜の部１８：３０開演
オリンパスホール八王子

完 売

残席
わずか！

ＳＳ席 ６,５００円（税込）全席指定

全席指定席 ７,５００円（税込）
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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。　 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
3/25（月） 第42回　都立国立高校吹奏楽部　定期演奏会 18:00 無料 都立国立高等学校

042-575-0126

3/26（火） 都立昭和高校吹奏楽部　第17回定期演奏会 18:00 無料 都立昭和高校吹奏楽部
042-541-0222

3/28（木） 都立立川国際中等教育学校吹奏楽部　定期演奏会 17:00 無料 都立立川国際中等教育学校
042-524-3903

3/30（土） 第45回　都立立川高校吹奏楽部　演奏会 17:30 無料 都立立川高等学校
042-524-8195

3/31（日） エコール・ド・バレエ「パック」　発表会 14:00 無料 エコール・ド・バレエ「パック」
042-537-4731

4/1（月） 劇団民藝　公演　「蝋燭の灯、太陽の光」 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）

4/13（土） フィガロ王立吹奏楽団　 ～吹奏楽deブラボーフィガロ～
午後

楽団webにて
無料（チケット制）
詳細は楽団webにて

フィガロ王立吹奏楽団
https://figarosymphony.web.fc2.com/

4/28（日） 稲城フィルハーモニー管弦楽団　第39回定期演奏会 14:00 ￥1,000 稲城フィルハーモニー管弦楽団
担当：大矢　090-9314-4988

4/29（月・祝）青山フィルハーモニー管弦楽団　第34回定期演奏会 14:00 無料
（チケット制）

青山フィルハーモニー管弦楽団
03-3404-7801

小ホール
3/13（水） Clarinet Seize　演奏会 18:30 ￥1,000 国立音楽大学クラリネット研究室3年

担当：宮島　090-6713-2791

3/16（土） 第6回フォレスト・レディース・スウィング・オーケストラ定期演奏会 13:30 ￥2,000 フォレスト・レディース・スウィング・オーケストラ
　flso201011@gmail.com

3/24（日） 第43回　たんぽぽ会　ピアノ発表会 13:00 無料 
（関係者のみ）

たんぽぽ会
042-522-2034

3/26（火） 都立立川高校ダンス部　公演 ①14：30
②18：00

無料
（事前申込）

都立立川高等学校
042-524-8195

3/31（日） 都立立川高校室内楽部　公演 18:00 無料 都立立川高等学校
042-524-8195

4/6(土) ユリ・リトミック教室　40周年記念公演　
でっかい地球！ 13:30 無料 ユリ・リトミック教室

http://www.yuri-rhythmic.com/

4/6（土） メープル　コンサート 18:30 無料 メープル音楽教室
　080-6806-4264

4/11（木） 自民党立川総支部女性部“さくらの会” 10:30 無料 自民党立川総支部女性部
担当：鈴木　042-527-6493

4/13（土） 第15回　FAMIダンススクール　発表会 14:00 ￥1,000 FAMIダンススクール
担当：勝間田　090-7285-3296

4/30（火・祝）クイーンズ　フラ　コレクション 2019 12:30 無料
アロハウェーブインターナショナル・インク

042-312-1104
info@alohawave.jp

5/3（金・祝）紅梅流松弘会　新舞踊　発表会 11:00 無料 紅梅流松弘会
担当：田代　042-481-9393

5/5（日） ジャズムーブメント　第27回発表会 16:30 無料 ダンス・ダンス・ダンス
担当：柿添　090-9808-2775

展示室
3/23（土）
～3/24（日）静心書学会展

10：00～
17：00 無料 静心書学会

担当：岩井　042-522-5085
サブホール

3/24（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

4/7（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

催　物　名 日　時 会　場 主 管 団 体（ 問 合 先 ）
地域文化祭日程表

若葉町 作品展示 3/9(土) 9：30～16:00
3/10(日)9：30～15：30 若葉会館 若葉町文化会

菊地克己　537-3052公演

富士見町 カラオケ 3/9(土)13:00～17:00 滝ノ上会館 富士見町文化会
峯岸豊子　090-2632-0405公演 3/10(日）10:00～16:00

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

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！

3/22金・5/21火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 友
の会 ¥1,350

※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

5/21公演の
一般発売日 3/22金

大ホール

発売中

当代有数の噺上手、柳家小団治・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。

懐かしの青春ポップスがハーモニカで蘇る。

三遊亭圓王

第25回たちかわアートギャラリー展大賞
　寺口肇「蘇生」

柳家小団治

4/26金14：00開演（13：00開場）

主催：(一財) 東京都弘済会

第26回たちかわアートギャラリー展作品募集

◆応募締切：3/31（日）※消印有効　◆応募資格：立川市在住・在勤・在学、立川市で絵画活動をしている人（高校生以上）
◆応募方法：所定の申込用紙に必要事項を記入の上、応募期間に出品申込書を申込先へ郵送または直接お持ち下さい。
　　　　　　申込用紙はたましんRISURUホール、立川市役所、立川市内の地域学習館等にございます。
◆ジャンル：日本画、水墨画、油彩、アクリル、水彩、パステル、ペン画、鉛筆画、版画、きり絵、ちぎり絵、その他素材
◆作品規定：洋画の規格によるM8号以上～F30号以下／平面作品（半立体含む）で壁面取り付け可能なもの など
◆審 査 員：酒井敦彦、滋野佳美、滝沢具幸、武田美智子、知久正義、藤森梨衣、渡辺明英（順不同・敬称略）
◆出 品 数：１人１点（出品費無料）　※規定に合った応募作品は全て展示します。
◆作品搬入日：5/11（土）～5/12（日）10：00～17：00　◆会　　場：たましんRISURUホール（立川市市民会館）展示室
◆会　　期：5/18（土）～5/26（日）10：00～17：00　※5/20（月）は休館。最終日は15：00まで

平成30年度 コミュニティ奨励賞表彰式開催

◆会場：たましんRISURUホール5F 第6・7会議室　※直接ご来場下さい。

全席自由 ¥500 友
の会 ¥450 ※未就学児は入場できません。

大ホール4/12金19：00開演（18：15開場）

主催：吉本興業(株)

全席指定 ¥3,000 友
の会 ¥2,700

日野市出身のシンガーソングライター「SIO」による単独コンサート。豪華サポートメンバーと
ともにアコースティックサウンドをお届けします。

※未就学児入場可（膝上は無料、ただし席が必要な場合は有料）

全席自由 ¥3,000 

小ホール

SIO　メンバー：ギター：小倉良、サックス：昼田洋二、ピアノ：山岡恭子、パーカッション：小林秀樹出演

柳家小団治、三遊亭圓王、入船亭小辰、すず風にゃん子・金魚、桂しん乃出　　演

ゆにばーすミキ

中田カウス・ボタン COWCOW ジャングルポケット

友
の会 ¥2,700 主催：SIO 立川コンサートプロジェクト

5/6●13：30開演（13：00開場）月・休

※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。

※5歳以上は有料。4歳以下はひざ上のみ無料、ただし、お席が必要な場合は有料。
ムーサ友の会
先行発売日3/14木 一般発売日 3/16土

発売中 下記以外は無料です ※当日は¥300増しとなります。

子どもたちの心に、みる･つくる･あそぶの感動を!無料で遊べるコーナー（ゲーム・工作等）も充実!みんな来てね。

主催：NPO法人立川子ども劇場 共同主催：東京都、（公財）東京都歴史文化財団

チケットのお求めはふれあいこどもまつり実行委員会(児演協)Tel.03-5909-3064
たましんRISURUホールでの受付は予定しておりません。

ズッコケ時間漂流記

3/21●木・祝

大ホール公演 人形劇団ひとみ座　ズッコケ時間漂流記　 前売¥2,500
ギャラリー公演 人形劇団ひぽぽたあむ　こいぬの兄妹/チップとチョコ　 前売¥1,500
ワークショップ 劇  団  風  の  子　親子探偵募集！RISURUホールの謎　 前売¥1,500
ワークショップ 人形劇団ひぽぽたあむ　これであなたも人形遣い　 前売¥1,500

展示室大ホール サブホール ギャラリー 小ホール

●当日￥3,500

主催:東京ＴＡＭＡ音楽祭組織委員会・ダンスフェスティバル実行委員会　協働:立川市

4/21日
1部 11：30開演（11：10開場）
2部 15：20開演（15：00開場）

大ホール入場
無料

発売中

◆日程：5/3(金・祝）～5日（日）ワークショップ　5/6(月・休）成果発表公演 ※入場無料
◆場所：立川市子ども未来センター・たましんRISURUホール展示室（成果発表公演）
◆予約・お問い合わせ　tachikawaSPsince2016@gmail.com  
◆詳しくは　https://syake-speare.com/tsp
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、(公財）立川市地域文化振興財団　企画運営：鮭スペアレ

大ホール
～六百年息づく和楽の世界～　出演者による分かりやすい解説付きで初めての方でも気軽にお楽しみいただけます。

※未就学児は入場できません。

全席指定 ¥5,000 友の会 ¥4,500 主催：東京労音府中センター　後援：立川市商店街連合会

5/9木18：30開演（18：00開場）

演　　目 膏薬煉（こうやくねり）：深田博治／樋の酒（ひのさけ）：中村修一／首引（くびひき）：野村萬斎

野村萬斎解　　説

ふれあいこどもまつり共催

歌って健康！ 歌声コンサート共催

漫才のDENDO全国ツアーin立川共催

東京TAMA音楽祭2019共催

柳家小団治・三遊亭圓王の古典落語共催

SIO（シオ）立川コンサート共催

シェイクスピア×多摩の中高生×中込遊里（演出家）演劇ワークショップ＆成果発表公演共催

第22回ダンスフェスティバル ダンスの祭典

主催:東京ＴＡＭＡ音楽祭組織委員会、ハーモニカの集い2019実行委員会　協働:立川市

5/18土
12：30開演（12：00開場）

第11回ハーモニカのつどい2019

野村萬斎 狂言の夕べ 立川公演共催

大ホール血沸き、肉躍る！魂を揺さぶる和太鼓の響き！！ 
鼓童 ワン・アース・ツアー2019「道」

共催

※未就学児は入場できません。

※U22チケットご利用の方は当日身分証明書を持参下さい。

主催：北前船5/24金18：30開演（18：00開場）
全席指定 S席¥6,000 A席¥4,000 ●S席・A席とも U22¥3,000
友
の会 S席・A席のみ1割引

大ホール布施明が書き下ろす脚本をもとにした一人芝居と、ピアノとバイオリン
の演奏で歌い上げる通常のコンサートとは一味違った「COZY(くつろ
ぎの)」ステージ！

5/25土16：30開演（16：00開場）※未就学児は入場できません。

主催：東京労音府中センター　後援：徳間ジャパンコミュニケーションズ/立川市商店街連合会

全席指定 一般¥6,000 
　　　　 小中学生¥1,000（Ro-Onチケットのみ取扱い）

友
の会 一般¥5,500

東西人気落語家、文珍師匠と円楽師匠の落語を生でご堪能下さい！

三遊亭円楽桂文珍
7/6土18：00開演（17：30開場）

主催：エムエスティプロデュース全席指定 S席¥3,800 A席¥3,300 友
の会 各席1割引

布施明 AKIRA FUSE COZY Theater 2019 共催

らくごDE 全国ツアーVOL.7 春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2019共催

岸惠子 ひとり語り 『輝ける夕暮れ』 
【前半】一人芝居「わりなき恋」　【後半】岸惠子フリートーク

共催

「エイミー・ハナイアリイ来日公演」 
～ハワイアン・ミュージック＆フラ・コンサート～

共催

工藤静香 Acoustic Live Tour 2019 POP IN 私とピアノ ～Deep Breath～共催

「ブレーメンのおんがくたい」共催

桂文珍・三遊亭円楽 東西二人会共催

※未就学児は入場できません。

※未就学児は入場できません。

昨年のライブも好評だった工藤静香のアコースティックライブ。数々の
ヒット曲を織り交ぜて歌い上げるステージをお見逃しなく！

6/13木18：30開演（18：00開場）

主催：Round About

主催：言葉と音の本棚　キッチン・ワルツ

全席指定 ¥6,500 友
の会 ¥6,000

※未就学児は入場できません。

大ホール

大ホール

大ホール

6/8土14：00開演（13：15開場）
主催：サンライズプロモーション東京全席指定 ¥6,500 友

の会 ¥6,000

大ホール

大ホール

6/7金19：00開演（18：30開場）

※未就学児は入場できません。

主催：夢空間／ジェイ・ファースト

全席指定 S席￥3,600 A席￥3,200
友
の会 各席１割引

※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3/21●木･祝 一般発売日 3/23土

類い稀な歌声。圧倒的な歌唱力。そして、全てのフラガールの憧れ。人気、実力共に現在のハワイ
を代表する女性シンガー、エイミー・ハナイアリイの来日公演。ハワイより女性ダンサーを伴う
ほか、日本のフラチームによる華やかな競演も。一流のエンターテインメントとアロハ～愛す
べきハワイをお楽しみ下さい。

6/9日17：00開演（16：30開場）※3歳以下入場不可

主催：株式会社プランクトン

全席指定 一般¥6,000 小学生以下¥3,000 友
の会 ¥5,500

※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3/13水 一般発売日 3/15金

発売中

発売中

●当日は各席￥300増し

ⓒN. Ichikawa

小ホール童話「ブレーメンのおんがくたい」をスクリーンに映し出されたスライド
画像と歌とダンスでお届けする、0歳から入場可のスライド・ミュージ
カル。グランドピアノでダイナミックな楽曲を生演奏！参加者もお話の
登場人物として関わることのできる参加型イベントです。

6/22土11：00開演（10：30開場）/14：00開演（13：30開場）
全席自由 一般 ¥2,000 子ども ¥500(3歳～小学生) 友

の会 ¥1,800
※2歳以下膝上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。

※2歳以下膝上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。

※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～。　※発売初日に限りお一人様5枚までの販売となります。

一般発売日 3/10日

残席僅少

※上演時間約90分（休憩含む）　
※4歳以上入場可

女の子の永遠の憧れ、３人のプリンセスによる豪華ガラ公演！ 「白雪姫」「シンデレラ」「眠れる
森の美女」　※演奏は特別録音音源を使用します。

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 友
の会 １割引

キエフ・クラシック・バレエ プリンセス・ストーリーズ共催 大ホール

※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4/4木 一般発売日 4/6土

3/9土10：30開会（10：00開場）

プロの演奏者によるやさしく丁寧なお稽古で、日本の伝統音楽を気軽に習うことができます。2020年には世界各国の
人たちに素晴らしい演奏をお聞かせしましょう。既に始めているお友達もいるから安心です。見学も受付いたします。

立川の街いったいに音楽があふれる2日間！ロック、ポップス、ジャズ、クラシック…さまざまなジャンルのアーティストが街じゅうで演奏します。立川の街を散策しながら、さまざまな音楽をぜひ楽しんで
下さい。5/12(日)にはアメリカ空軍太平洋音楽隊のビッグバンド・ジャズコンサートを大ホールで開催。詳しくは4面をご覧下さい。またステージクルー（ボランティアスタッフ）も募集中。詳しくはHPを。

立川市民のコミュニティ意識の高揚と活動促進のため、文化・芸術、コミュニティ活動な
どで優秀な成績を収められた方や自主的で活発な活動を行っている方を表彰します。

◆稽古日：2019年4/17（水）から原則水曜日（月3回程度）　◆稽古場：たましんRISURUホール
◆時間：①16:00～17:00　②17:30～18:30の2クラス　◆対象者：小学校3年生～中学生　
◆募集人数：①②合わせて4名程度　◆費用：稽古代 月¥3,000、こと爪代 ¥5,000（最初のみ）、テキスト代 ¥1,000（最初のみ）、発表会参加費 ¥1,000
◆楽器：お箏はホールで用意します。　◆主な講師：早川智子：生田流箏曲演奏家、東京藝術大学卒・同大学院修了、ＮＨＫ邦楽技能者育成会修了、宮城社大師範

こどものためのお箏教室募集

申込方法は、チラシまたはホームページをご覧下さい。
主催：（公社)日本三曲協会、（公財）立川市地域文化振興財団　

申込締切
3/31（日）

東京多摩公立文化施設協議会では、「多摩フレッシュ音楽コンサート2019」を開催いたします。たくさんのご応募をお待ちしております。
◆開催部門 声楽部門、ピアノ部門　※出演者は選考会を実施します。
◆参加資格 【共   　  通】 多摩地区在住･在勤･在学、多摩地区出身、多摩地区内の高等学校または大学出身の方　
 【声楽部門】 1989年4/2～2004年4/1までに生まれた方　
 【ピアノ部門】 1991年4/2～2004年4/1までに生まれた方
◆選考会（非公開） 【声楽部門】 【日程】4/18(木)　　【ピアノ部門】 【日程】4/23(火)　 ※開始時間は応募人数によります。（前回は、15：00開始）
◆コンサート 【ピアノ部門】 【日程】6/18(火)18:00開演予定　 
　（公開） 【声楽部門】 【日程】7/  1(月)18:00開演予定
◆参加費 選考会￥5,000　コンサート￥15,000
◆表　彰 ◆最優秀賞（第1位）奨学金：￥100,000　 ◆優秀賞（第2位）奨学金：￥50,000　※最優秀賞受賞者へは、リサイタル開催など今後の演奏活動を支援します。
◆応募方法 出場者募集要項をご覧の上、所定の応募用紙にてお申込み下さい。募集要項は、1月中旬までに立川市地域文化振興財団のホームページ
 に掲載するほか、多摩公立文化施設等に設置します。詳しくは事務局までお問合せ下さい。
◆主催：東京多摩公立文化施設協議会  協賛：（株）ヤマハミュージックリテイリング池袋店　◆事務局：（公財）立川市地域文化振興財団 TEL.042-526-1312

募集 多摩フレッシュ音楽コンサート2019 出場者募集 3/20水
締切（必着）
持参は17：00まで

発売中

発売中

※両日とも大ホール

※両日とも大ホール

ムーサ友の会
先行発売日4/5金 一般発売日 4/7日
※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。

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 友

の会 各席1割引

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

大ホール

※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。ムーサ友の会
先行発売日3/25月 一般発売日 3/27水 主催：立川オペラ愛好会

0歳からようこそ！
親子で楽しむスライド・ミュージカル

第8回立川いったい音楽まつり2019開催

◆立川市内（大型商業施設店頭、飲食店、ライブハウス等）　https://tachikawa-ittai.jimdo.com/ ※会場により異なります。
5/18土・19日10：30～21：00頃予定　

小林由季原田翔

3/9土14：00開演（13：30開場） 5/19日14：00～16：20
◆会場：立川市西砂学習館(西砂町6-12-10)
◆出演：原田翔（ピアノ）立川市出身、
　　　 小林由季（ヴァイオリン）八王子市出身

たかし

後援 グッドネイバー西砂･一番
ピアノとヴァイオリンのデュオ コンサート

入場
無料

定員70名
先着順

多摩育ちの新進アーティストを迎え創立20周年記念
コンサートを開きます。皆様でどうぞ！

おとな＆こども＆障がいのある人＆ない人＝だれもが表現者になれる
作品展。

◆主催:ノマドアート

後援「おやこ・de・アート展2019」in立川

3/21●～24日
11：00～18：00

木･祝

主催：グッドネイバー西砂･一番

◆講師：三浦裕子さん（武蔵野大学文学部教授、能楽資料センター長）
◆受講料・資料代：¥800　◆企画・運営：立川謡曲会
◆定員：120人（申込順）※申込人数が定員に達した場合は、申込受付を終了とさせて頂きます。
主催・申込：立川市生涯学習推進センター　TEL.042-528-6872（平日のみ8：30～17：00）

後援 今、能・狂言に新しい波が寄せている
和のレガシーがよみがえり、能面・能装束の魅力をお伝えします。面（おもて）などが明ら
かに!!能の所作、体験コーナーには参加自由。（扇または扇子がある方はお持ち下さい）

4/10（水） 8：30～受付

立川市女性総合センター
アイムホール

立川市子ども未来センター

●当日は各￥500増し

※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はございません。一般発売日 4/13土

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）
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

劇団カッパ座　西多摩公演「オズのまほうつかい」共催

大ホール

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

大ホール

※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。

※3歳以上入場可

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）、国際コンクール（YAGP）グランプリ
獲得ダンサー出演予定。ベルリン国際コンクール2位出演。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（C席はジャパン・インターナショナル・ユース・バレエのみ取扱い）￥2,500

「バレエコンサート」「くるみ割り人形」第2幕演目

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（TEL.042-537-4731）、
　　（公財）立川市地域文化振興財団

友
の会 各席1割引

ムーサ友の会
先行発売日4/22月 一般発売日 4/24水

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、河原忠之出　　演
[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」ハイライト曲 目

財団どこでもステージ主催

東日本大震災復興支援チャリティコンサート vol.14

◆会場：立川髙島屋S.C.1階  正面口前  特設会場　
◆出演：こぶしぶらす　
◆曲目：陽はまた昇る、花は咲く　ほか　
◆協力：立川髙島屋S.C.　
※義援金の一部は、東日本大震災の復興のため寄付します。

入場
無料 ※先着順･立見

※雨天･強風中止

立川市役所ロビーコンサート主催 入場
無料

入場
無料

出演：櫻岡史子（パンフルート）、佃恵井子（ピアノ）
曲目：クローバー畑で(ルーマニア民謡)、サリーガーデン(アイルランド民謡)　ほか

3/19火 パンフルートとピアノのデュオ
■会場／立川市役所1階 多目的プラザ　■時間／12：20～12：50

5/6●13：30～14：00／15：00～15：30月･休

水曜コンサート主催

出演：櫻岡史子（パンフルート）、佃恵井子（ピアノ）　
曲目： 愛は花、君はその種子（映画『ザ･ローズ』より）　ほか

3/27水 パンフルートとピアノのデュオ

出演：内田稚菜（ソプラノ)、佐々木麻子(ソプラノ)、中野沙枝子(ソプラノ)、渡辺啓介(ピアノ) ほか　
曲目：手紙の二重唱、もう飛ぶまいぞこの蝶々　ほか

4/11木 
フィガロの結婚×セビリアの理髪師「女中は見た!」プレ・コンサート

出演：大槻聡之介(バリトン)、小山晃平(バリトン)、金杉瞳子(ソプラノ)、渡辺啓介(ピアノ) ほか　
曲目：お先にどうぞ、とうとう嬉しい時が来た　ほか

4/24水 
フィガロの結婚×セビリアの理髪師「女中は見た!」プレ・コンサート

■会場／たましんRISURUホール1階 市民ロビー　■時間／12：20～12：50

主催：西多摩カッパ友の会


