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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・お問い合わせは ☎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10月24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・お問い合わせは
（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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たましんRISURUホールは、12/29～1/3まで休館となります。2021年1月の大・小ホール他の抽選日は2020年1/4となります。
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主催：（株）夢空間、
       （公財）立川市地域文化振興財団

主催：立川市民オペラの会、（公財）立川市地域文化振興財団
助成：（公財）東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

主催
立川市民オペラ公演2020 プッチーニ作曲　
歌劇「トゥーランドット」
全3幕　字幕付原語上演

大ホールON
LINE

友
の会 各席1割引

全席指定 
S席¥3,700
A席¥3,200

※未就学児は入場できません。

人気実力ともに当代随一。お馴
染み春風亭小朝と花形落語家、
柳家喬太郎、柳家三三でお贈り
する豪華落語会。
新春の初笑いは立川から！！

託児

2020.1/17金
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：藤澤正之（ビブラフォン）、田中ちひろ（マリンバ）、島田彩香（マリンバ）、佐々木良寛（ドラム）、大滝雄輝（パーカッション）
曲目：剣の舞（A.ハチャトゥリアン）、リバーダンス（B.ウィーラン）　ほか

11/13水 打楽器アンサンブル『Rythmission』

出演：宮地江奈（ソプラノ）、山下裕賀（メゾソプラノ）、赤松美紀（ピアノ）
曲目：歌劇『カルメン』より「ハバネラの歌」（G.ビゼー）、歌劇『ジャンニ・スキッキ』より「私のお父様」（G.プッチーニ）　ほか

12/11水 「立川ニューイヤー・オペラ・ガラ2020」プレコンサート

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：藤澤正之（ビブラフォン）、田中ちひろ（マリンバ）、島田彩香（マリンバ）
曲目：『カヴァレリア・ルスティカーナ』より間奏曲（P.マスカーニ）、星に願いを（L.ハーライン）　ほか

11/19火 打楽器アンサンブル『Rythmission Trio』

出演：澤田邦風(津軽三味線)　曲目：民謡メドレー、津軽じょんから節　ほか
12/19木 津軽三味線ソロ・コンサート

11/10日14:00開演（13:30開場）

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

大ホール
友
の会 各席¥500引全席指定 S席¥4,000 　A席¥3,000

※未就学児は入場できません。

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
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／パガニーニ：ラ・カンパネラ★　ほか

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）★演奏、ソフィア・ゾリステン(弦楽合奏）

公演間近

12/27金
19:00開演
（18:30開場）

令和の新時代の幕開けに「新世界」、2019年を締めくくる「歓喜の歌」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。

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

企画・制作：国立音楽大学

主催

キエフ国立フィルハーモニー
交響楽団「新世界＆第九」

大ホール

託児ON
LINE

友
の会 各席¥500引

全席指定 
S席¥6,000 
A席¥5,000

全席指定 ￥1,000

※未就学児は入場できません。

イワンナ・プリシュヴァハン・マルディロシアン

春風亭小朝 柳家喬太郎 柳家三三

オリガ・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

予定曲目 ドヴォルザーク：交響曲 第9番 ホ短調 《新世界より》／ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調《合唱付き》

出演 ヴァハン・マルディロシアン（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）、オリガ・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）
キエフフィルと歌う立川第九合唱団（合唱）

予定曲目 モーツァルト：フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285
                  オーボエ四重奏曲 へ長調 K.370、ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 K.478

出演 永峰高志（ヴァイオリンとお話）、三戸誠（ヴィオラ）、阪田宏彰（チェロ）、高橋聖純（フルート）、辻功（オーボエ）、久元祐子（ピアノ）

ヴァハン・マルディロシアン指揮

主催

「早春の室内楽」
国立音楽大学コンサート

発売中

発売中

13：30開演（13：00開場）

新春たちかわ寄席
「新春まっぴるま！！
  春風亭小朝・柳家喬太郎・
 柳家三三　三人会」

青栁素晴鈴木麻里子

永峰高志 三戸誠 阪田宏彰

高橋聖純 辻功 久元祐子

福井敬山口安紀子

大ホール

託児ON
LINE

大ホール託児ON
LINE

伝説の時代の中国・北京。絶世の美女であるが心は冷酷なトゥーランドット姫は、3つの謎を解い
た王子を夫として迎えるが、解けなかったときは斬首の刑に処している。放浪の身である異国の
王子カラフは姫を一目見て魅了され、死を覚悟して謎に挑み求婚することを決意するが…。
東洋の香り漂うプッチーニ最晩年の傑作オペラです。

声楽の若手ソリストが出演するニューイヤーオペラガラ。第2弾は、ビゼー:歌劇「カルメン」ハイライトををお贈りします。是非お
越しください。

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4弾！お楽しみに！2020.3/21土
2020.3/29日15：00開演（14：30開場）3/22日14:00開演（13:00開場）

全席指定
SS席￥10,000　S席￥7,000　
A席￥4,000　 B席￥2,000

●親子割引（A・B席のみ）小・中学生￥500

友
の会 各席1割引

友
の会 ¥900

※未就学児は入場できません。
※サポーター会員割引は終了しました。

※未就学児は入場できません。

21日 22日

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

トゥーランドット　
カラフ　　　　　　　
リュー　　　　　　　
ティムール　　　　　　　　　
ピン
パン　　　　　　　 　
ポン　　　
役人
皇帝

鈴木麻里子　
青栁素晴　　　　　　　　
中川郁文　　　　　　　　　
清水宏樹　　　　　　　　　　
岡野守
髙畠伸吾　　　　　　　　 　
鈴木俊介　　　
水島正樹
佐藤洋　

山口安紀子
福井敬
中畑有美子
狩野賢一
青山貴
持齋寛匡
工藤翔陽
市川宥一郎
石川雄蔵

ムーサ友の会
先行発売日11/27水 一般発売日 11/29金

ムーサ友の会
先行発売日11/22金 一般発売日 11/24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10枚まで購入できます。

※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。

●高校生以下￥500引 

12/1日19：00開演（18：30開場）

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。

◆プログラム：阿部雄一：超絶技巧練習曲第1番 「蟋蟀之譜」、G.コネッソン：現代生活の情景、
　　　　　　 P.サラサーテ/N.バルデイルー:カルメン幻想曲　ほか
◆出演者：岩島紗穂、坂井彩乃、三原碧、宮島大樹、条谷恩（ピアノ）

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

立川市女性総合センター
アイムホール「クラリネットカルテット 極（きわみ）Ｔhird Concert」

全席自由 一般¥1,000　小学生以下 無料（要整理券）0歳から入場可
発売中

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12/18水 一般発売日 12/20金

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。

※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～

12/20金

2020.2/7金

笑ホール寄席主催

19：00開演（18：30開場）

19：00開演（18：30開場）

立川こしら

春風亭一花立川生志 柳亭小痴楽三遊亭白鳥

名曲の花束ソフィア・ゾリステン＆リヤ・ペトロヴァ主催 主催

主催

©Tatsu Ozawa©Tatsu Ozawa

主催：遊 音楽企画、（公財）立川市地域文化振興財団　後援：（公財）東京二期会

友
の会 ¥3,150
全席自由 ¥3,500
※未就学児は入場できません。

立川ニューイヤー・オペラ・ガラ2020
～新時代を担うオペラ歌手達の饗宴～

予定曲目
ビゼー：「カルメン」」より、恋は野の鳥よ（ハバネラ）
母さんの便りを聞かせてよ（手紙の二重唱）
諸君らの乾杯を喜んで受けよう（闘牛士の歌）
お前の投げたこの花は（花の歌）　ほか

出演
宮地江奈（ソプラノ）、山下裕賀（メゾソプラノ）
前川健生（テノール）、高田智士（バリトン）
藤川志保（ピアノ）、長井進之介（ナビゲーター）

2020.1/19日
14:00開演（13:30開場）

小ホール ON
LINE

山下裕賀宮地江奈

藤川志保高田智士

前川健生

長井進之介

財団どこでもステージ主催 開催

上砂落語会

入場
無料

◆会場：上砂地域福祉サービスセンター
　　　  (上砂町1-13-1)
◆定員：100名
◆出演：三遊亭ぽん太、立川かしめ
共同主催：上砂地域福祉サービスセンター　
協力：大山自治会

※定員あり/先着順

11/15金
13:30開演（13:00開場）

三遊亭ぽん太 立川かしめ

柳家小太郎 三遊亭ぐんま

落語の会とトーンチャイム
[こぶし教養講座] ◆会場：立川市こぶし会館(幸町5-83-1)　

◆定員：200名
◆出演：柳家小太郎、三遊亭ぐんま
共同主催：こぶし会館管理運営委員会

12/8日
13:30開演（13:00開場）

五月会クリスマス
ゴスペルコンサート

◆会場：社会福祉法人西立川児童会館
　　　 (富士見町1-23-6)　
◆定員：60名
◆出演：サニーサイドゴスペルクラブ立川
◆曲目：サンタが街にやってくる　ほか
※曲目は変更となる場合があります。
共同主催：五月会女性部

12/15日
13:30開演（13:00開場）

2020.1/4土9：30～正午
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。

新春子ども凧あげ大会 ～みんなで元気よく遊ぼう～開催

※雨天中止

※台風19号の被害により、会場の変更や中止する場合があります。詳しくはホームページをご覧下さい。

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。

2020.1/5日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。

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）　
　　　　　　　　　　・曲目《松づくし》《六段の調》《夜の大工さん》《世界に一つだけの花》…ほか
◆第二部　親子で楽しむ新春箏コンサート（50分）
　　　　　　　　　　・曲目《さしそう光》《神仙調舞曲》《華やぎ》《DOGU magic》…ほか
　　　　　　　　　　 出演：早川智子（箏・17絃・20絃）、合田真貴子（箏）、設楽瞬山（尺八）　

入場
無料 ※当日直接会場にお越し下さい。

小ホール

大ホール立川シアタープロジェクト　Presents

「イーハトーヴ童話集～ケンジのネコとトモダチに～」
子どもとおとながいっしょに楽しむ舞台 vol.4

　台本・演出原作 宮沢賢治 出演 シアターオルト ほか倉迫康史

全席指定　大人￥2,000　中高生￥1,000　
               小学生以下￥500

宮沢賢治作品の中からいくつかの童話を選んで一本の劇にします。人間と動物がココロを通わせられるフシギ世界“イーハ
トーヴ”へと、生演奏の音楽とともにネコや山ネコたちがご案内します。開演前にはロビーでイーハトーヴ行きの「秘密のキッ
プ」を作るワークショップ（無料）を行います。

ON
LINE

友
の会 各席1割引

※3歳以下膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。

12/21土
12/22日

11：00/16：00開演
14：00開演

共催

3回公演

●立川シアタープロジェクトとは
　2016年よりはじまった、立川市・立川市地域文化振興財団・たちかわ創造舎(企画・運営:NPO法人アートネット
ワーク・ジャパン）によるプロジェクトです。立川市内を中心に質の高い演劇作品・演劇空間の創造と発信、世界に
はばたく人材の育成を目指した活動を行っています。

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

徳永二男が案内する「楽器の謎!」主催

徳永二男
©K.Miura©K.Miura

各公演とも  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）

小田桐寛之(トロンボーン)
小田桐恵子(ピアノ)
小田桐和寛(ドラムス)

出演

ブラームス：インテルメッツォ（編曲：小田桐恵子）
ミヨー：スカラムーシュ（編曲：小田桐寛之）
ピアソラ：ナイトクラブ1960
B.スターク：二本のトロンボーンの為の組曲 ほか　

予定曲目

徳永二男（ヴァイオリン）
出演

曲目は未定です。
決定次第、ホームページに掲載
いたします。

12/7土

小田桐寛之

『楽器の謎！23
     トロンボーン』発売中 3/28土

『楽器の謎!24 
　　 超絶技巧』

※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12/5木
一般発売日 12/7土

2020.

◆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
　　　　　　（2020年1月～2021年1月まで）
◆参加演目　たましんRISURUホール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　2020年7/31（金）～8/31（月）
◆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ホール小ホール
◆申込方法　募集要項を確認の上、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、募集要項は
　　　　　　財団ホームページよりダウンロード可　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/a21-20191211/
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

募集 第29回たちかわ真夏の夜の演劇祭
参加劇団

2019年12/11（水）必着
（持参は17：00まで）

楽器の謎！シリーズ最終回

「そんごくうの冒険」あちこちシアター vol.6
開催日時：2020.1/25(土）11：00開演（10：30開場）　会場：大ホールロビー　料金：大人¥400、子ども¥200、3歳以下無料
※予約不要。料金はたましんRISURUホール1階受付窓口でお支払いください。

たましんRISURUホールのあち
こちでお芝居が楽しめます。

数多くの舞台やドラマに出演のミュージカル俳優、歌手の山崎育三郎がたましんRISURU
ホールに初登場！

※完売の際は
　ご了承ください。2020.1/10金

18：30開演（18：00開場）

主催：ラウンド・アバウト、（公財）立川市地域文化振興財団

主催山崎育三郎 LIVE TOUR 2020 
MIRROR BALL

大ホールON
LINE

友
の会 ¥7,300全席指定 ¥7,800

※3歳以上チケット必要。3歳未満もお座席が必要な場合はチケット必要。

　ご了承ください。

LIVE TOUR 2020

（残席がある場合のみ、当日￥500増し）

残席僅少

©浦野俊之©浦野俊之

◆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
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実行委員会

※当日券の販売あり。

オペラをもっと楽しもうキャンペーン「レクチャー＆ミニコンサート」については4面をご覧ください。

※どなたでもご入場できます。お子様でお席が必要な場合は整理券をお求め下さい。

今回上演の「トゥーランドット」をより楽しんで頂くため、プレイベントとして“レクチャー＆ミニコンサート”を開催いたします。本公
演の演出家である直井研二氏を講師に、あらすじや見どころ聴きどころをわかりやすく紹介。また、公演に出演するソリストも歌
声を披露します。

レクチャー&ミニコンサート開催

◆講師：直井研二（演出家）　　◆定員：200名

入場
無料

全席自由
要整理券

※1/10（金）10：00からたましんRISURUホール
　窓口にて配布（電話予約・郵送不可）。

立川市民オペラ公演2020  歌劇「トゥーランドット」全3幕 オペラをもっと楽しもうキャンペーン

小ホール

2020.2/3月19：00開演
（18：30開場）


