
お申込み・お問合せ：Ro-Onチケット

☎047-365-9960 平日10-18時
土曜10-14時

宇崎竜童
弾き語りLIVE2020
JUST GUITAR JUST VOCAL

八王子市芸術文化会館いちょうホール
2020/2/29土 16:00開演

（15:30開場）

※未就学児の
　入場不可5,800円全席

指定
（
税
込
）

「海　その愛基金　海洋環境クリーンプロジェクト」設立に伴い、
コンサートの収益の一部を基金に寄付させていただきます。

©Masaharu Saeki
全席
指定

※3歳以下入場不可。
　４歳以上チケット必要。

オリンパスホール八王子
18:30開演
（18:00開場）2020/2/28㊎

8,000円（
税
込
）

好評
発売中

11/9土
発売

広 

告

開演
開演

火

新宿文化センター

土
開演
開演

オリンパスホール
八王子

前売・当日
,

全席指定
（
税
込
）

☎0570-00-3337（オペレーター）
チケット好評発売中！
※1歳以上有料

サンライズプロモーション東京﹇
予
約・問
﹈チケットぴあ：☎0570-02-9999（Pコード：643-249）

八王子市学園都市文化ふれあい財団・・・・☎042-621-3005
Ro-Onチケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎047-365-9960
久保田楽器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎042-626-0881
ミチル楽器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎042-663-3473
他、ぴあ(Ｐコード：168-028)・ローソン(Ｌコード：74861)・ＣＮ・ｅ＋ 他

¥6,800

水森かおり
25周年記念コンサート
～歌謡紀行～

水森かおり
25周年記念コンサート
～歌謡紀行～
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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。　11/22（金）松元ヒロ ソロライブ2019は完売しました。 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。　12/14（土）H ZETTRIO TOUR2019（立川公演）は完売しました。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、主催者にお問い合わせ下さい。
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 お問い合わせ

大ホール
11/29（金）桐朋学園男子部吹奏楽団 第47回定期演奏会 18:00 入場無料 桐朋学園男子部吹奏楽団

担当：鈴木　042-577-2171

12/13（金）ANCHORS Sea Festival 19:00 ￥1000
学生以下 ￥500

明治大学男子チアリーディング
チームANCHORS(アンカーズ)

080-8513-7233

12/15（日）電気通信大学管弦楽団・実践女子大学アンサンブル・レ・フィーユ第62回定期演奏会 14:00 ￥500 電気通信大学管弦楽団
070-1326-9903

12/24(火) 第49回チャリティークリスマスコンサート 18:20 無料
(要整理券)

東京立川ロータリークラブ
042-525-4046（平日10:00～16:00）
東京立川こぶしロータリークラブ

042-527-0524（平日10:00～16:00）

12/28（土）日本のおどり子ども体験教室《本部発表会》 14:00 入場無料
（要整理券）

一般社団法人 日本のおどり文化協会
03-5983-6360

2020年
1/4（土）・5（日）

UNDER THE LIVE 2020　
～ダバランティス～

4日 18:00
5日 15:00

全席指定　
6,800円

HOT STUFF PROMOTION
03-5720-9999（平日12:00～18:00）

小ホール
11/12（火）体操いろいろフェスタ 13:00 入場無料 立川市社会福祉協議会

担当：浅見　042-540-0200

11/15（金）ひまわり同好会（カラオケ発表会） 10:45 入場無料 ひまわり同好会
090-7410-2992

11/16（土）セイハダンスアカデミー ららぽーと立川立飛 発表会 13:30 関係者のみ セイハダンスアカデミー ららぽーと立川立飛教室
担当：上林　0120-815-718

11/16（土）ピアノ発表会 19:00 入場無料 川鍋ひとみピアノ教室
042-566-3343

11/17（日）英語発表会　Kids&English 第一部 13:00
第二部 15:30 関係者のみ （株）ヤマハミュージックリテイリング

担当：山本　042-523-1400

11/23（土・祝）カラオケ発表会 10:15 入場無料 木下アカデミー
042-535-1484

11/30（土）ヴァイオリン発表会 19:30 入場無料 角田ヴァイオリン教室
080-6589-6983

12/6（金） 東京都PCB含有安定器調査支援事業説明会 14:00 関係者のみ （公財）東京都環境公社
担当：本木　03-3633-2012

12/8（日） 午前の部：ビデオ上映「爆弾ボートのキャッチボール」他
午後の部：講演「元自衛官と考える9条改憲と戦争のリアル」

午前の部 10:00
午後の部 13:30

午前の部 無料
午後の部 ￥1,000
大学生以下無料

三多摩平和交流会実行委員会
042-536-2038

12/15（日）ヴァイオリンコンサート 14:00 入場無料 ヴァイオリンサークル
090-5329-0902

12/15（日）第一回無料演奏会 19:30 入場無料 合唱団そのりてぃ
080-8470-0939

12/26（木）クリスマスコンサート 12:30
(予定) 入場無料 中央大学クラシックピアノ同好会

042-674-4376
展示室

12/7（土）・
8（日）

三多摩の空襲の記録・戦争遺跡、
平和への取り組み

10:00～
17:00 入場無料 三多摩平和交流会実行委員会

042-536-2038
サブホール

12/1（日）・
22（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

12/7（土） ビデオ上映「立川空襲4月4日の記憶」など多摩地域の戦争を記録したビデオ等
10:00～
17:00 入場無料 三多摩平和交流会実行委員会

042-536-2038

12/15（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

2020年
1/5（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

催　物　名 日　時 会　場 主管団体（お問い合わせ先）
全体行事〈市民文化フェスティバル〉

展示 11/16(土)・17(日)10:00～16:00
(最終日は14:00まで)

国営昭和記念公園
花みどり文化センター

立川市文化協会事務局
FAX:042-525-6581吹奏楽ともだちコンサート 11/24(日)12:00～17:00 たましんRISURUホール

（立川市市民会館）大ホール

公演 2020年2/9(日)11:30～16:45 たましんRISURUホール
（立川市市民会館）小ホール

各種文化団体展示日程表

第62回菊花展 11/1(金)～15(金)9:30～15:00 立川諏訪神社境内 立川菊花愛好会
江原正子　522-2242

第74回立川美術展 11/3(日・祝)～9(土)10:00～17:00
（最終日は15:00まで） 柴崎学習館ホール 立川美術会

山田敏雄　524-2007
各種文化団体催し物日程表

立川市民踊舞踊連合会
会員のつどい 11/16(土)12:15～16:30 たましん RISURUホール

（立川市市民会館）大ホール
立川市民踊舞踊連合会
小川三七子　524-2891

立川市吹奏楽団
ファミリーコンサート 11/17(日)14:30～16:00 たましん RISURUホール

（立川市市民会館）大ホール
立川市吹奏楽団

阿部幸子　527-4801（渡辺方）

第40回歌まつり 11/24(日)9:00～18:00 柴崎学習館ホール 立川市カラオケ連盟
本村謙行　090-3136-0937

立川市ギター倶楽部
定期演奏会 12/1(日)13:30～16:00 たましんRISURUホール

（立川市市民会館）小ホール
立川市ギター倶楽部
平澤　豊　524-6354　

立川管弦楽団
第77回定期演奏会 12/1(日)14:00～17:00 たましん RISURUホール

（立川市市民会館）大ホール
立川管弦楽団

古谷浩行　535-6586

奇術発表会 12/14(土)13:00～16:00 女性総合センターホール
（アイムホール）

立川市奇術愛好会
小井節子　523-3938

吟剣詩舞発表のつどい 12/15(日)10:30～16:30 女性総合センターホール
（アイムホール）

立川市吟剣詩舞連盟
土方春城　522-7333

第76回立川落語会 12/22(日)12:20～17:00 女性総合センターホール
（アイムホール）

立川落語会
田中勝芳　090-4701-6962

地域文化祭日程表

柏町地区
文化祭

作品展示 11/9(土)13:00～16:30
11/10(日)10:00～16:30 こぶし会館 柏町地区文化会

増田安男　090-3220-2384芸能発表 11/10(日）10:30～16:30
第39回
幸町地区
文化祭

作品展示 11/23(土・祝)13:00～16:30
11/24(日)9:00～17:00 幸学習館 幸町地区文化会

西村一治　536-1910芸能発表 11/24(日)10:00～17:00

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！

11/19火・2020.1/28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

発売中

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

1/28公演の
一般発売日 11/19火

歌って健康！ 歌声コンサート共催

第６２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
お問い合わせ：立川市文化協会事務局（たましんＲＩＳＵＲＵホール内）　ＦＡＸ：０４２-５２５-６５８１

2020.3/8日17：30開演（17：00開場）

ザ・ヤングアメリカンズ・ジャパンツアー2020春in立川共催 大ホール

大ホール

友
の会 ¥4,500

お囃子と影絵で蘇る日本の昔話。ちびっ子からシニアまで世代をこえて共に楽しめる作品です。
全席指定 前売り 大人¥5,000（当日¥5,500） 
子ども（4歳～高校生）¥3,500（当日¥4,000） 

2020.2/29土

※4歳以上有料、3歳以下膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。

主催：立川ふれあいこどもまつり実行委員会　共同主催：NPO法人立川子ども劇場、NPO法人子ども劇場東京都協議会、劇団かかし座

アメリカの若者約40人と日本の子どもたちが3日間の歌とダンスのワークショップを
通してダイナミックなショーを作り上げます。

立川ふれあいこどもまつり 
子どもたちの心にみる・つくる・あそぶの感動を‼

共催

参加無料　ワークショップ：日本の伝統芸能体験　市民企画：マジック、工作、図書コーナー等(一部材料代有り)

主催：立川ヤングアメリカンズ、NPO法人じぶん未来クラブ

友
の会 ¥4,000

農業、経営、教育、政治…さまざまな分野に才を発揮した金次郎。その波乱万丈な
人生と人間力たっぷりな魅力を楽しくドラマチックに描きます。和太鼓・生演奏・
伝統芸能を駆使して、あの、銅像の二宮金次郎が歌い踊ります！

全席指定 ￥4,500（当日¥5,000）

2020.3/13金19：00開演（18：30開場）

わらび座ミュージカル KINJIRO！共催

※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12/13金 一般発売日 12/15日

※未就学児は入場できません。

主催：わらび座

大ホール公演 お囃子・影絵劇場「かぐや姫」 15：00開演（14：30開場）
展示室

大ホール サブホール

ギャラリー

11/16土10：00～16：00
入場
無料

※ワークショップに
　よっては要参加費

◆会場：立川市子ども未来センター、たましんRISURUホール
主催：立川文化芸術のまちづくり協議会　
共催：合人社計画研究所グループ　
後援：立川市／立川市教育委員会／立川商工会議所／立川観光協会

令和最初の幕開けは幸せを呼ぶウィンナー・ワルツ！胸躍るシュトラウス
の音楽で甦るきらびやかなウィーン舞踏会の世界をお楽しみください。

全席指定 ￥6,000
2020.1/6月14：00開演（13：30開場）

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ NEW YEAR 2020　宮殿祝賀コンサート共催

予定曲目
サンドロ・クトゥレーロ（指揮）、ウィンナー・ワルツ・オーケストラ、ソプラノほかダンサー4名
J.シュトラウスⅡ：トリッチ・トラッチ・ポルカ、美しく青きドナウ、芸術家の生活、雷鳴と稲妻　
モーツァルト：オペラ「魔笛」より“夜の女王のアリア”、ワルトトイフェル：スケーターズ・ワルツ、J.シュトラウス：ラデツキー行進曲　ほか

出　　演

※未就学児は入場できません。
主催：光藍社

友
の会 ¥6,000

「かぐや姫」「風」そして最新アルバム『Re-born』に至るまで新旧織り交ぜたベストセレクションライブをお見逃しなく！

全席指定  一般￥6,500
2020.1/26日17：00開演（16：30開場）
伊勢正三 LIVE 2020 ～Re-born～共催

伊勢正三出　　演 予定曲目 22才の別れ、なごり雪、ささやかなこの人生　ほか

※未就学児は入場できません。

主催：東京労音府中センター

大ホール

大ホール

友
の会 ¥4,500

日本の音楽シーンを牽引してきた村上”ポンタ”秀一が、日下義昭と繰り広げるシンフォニックな
世界と、山下洋輔・坂井紅介とのTRIO JAZZ。 ２色の上質なバンドをお楽しみください。

全席自由  ￥5,000
2020.1/31金18：00開演（17：00開場）

featuring 村上“ポンタ”秀一 DrumSymphony & The TRIO special live !!共催

【第一部】DrumSymphony（ドラム：村上”ポンタ”秀一、ギター：日下義昭）
【第二部】The TRIO（ ドラム：村上”ポンタ”秀一、ピアノ：山下洋輔、ベース：坂井紅介）

出演

※3歳以上有料。2歳以下膝上1名無料。
　ただし、お席が必要な場合有料。

※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～　
※発売初日はお一人様5枚まで購入できます。 主催：（一社）東京音楽振興会Ⓡ

大ホール

友
の会 ¥1,350

2009年10月に立川に誕生した『サニーサイドゴスペルクラブ立川』は仲間との絆、生きていることの幸せを感じながら
大切に育て繋いできた「聴いてくださる方の心に響く歌を歌いたい」という想いを、10年分の感謝を込めてお届けします。

全席自由 前売一般￥1,500（当日￥1,800） 
　　　　 小学生以下￥500

友
の会 ¥900第1幕指定席・第2幕自由席 ￥1,000

2020.3/1日15：00開演（14：30開場）

サニーサイドゴスペルクラブ立川10周年コンサート共催

予定曲目 映画「天使にラブソングを」メドレー、Thou Oh Lord、When I Think About The Lord　ほか

※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 12/10火

※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12/2月 一般発売日 12/4水

※3歳以上有料。2歳以下膝上無料。ただし、お席が必要な場合有料。

※膝上鑑賞可能な小児は無料。

主催：（一社）東京音楽振興会Ⓡ、Sunnyside Gospel Club 立川

大ホール

友
の会 ¥2,520

いっしょに実験！体験！！科学っておもしろい！今日からきみも科学者だ！科学実験を多彩な演出を加えてショースタイルで実現！幼児から
ご年配の方まで世代を超えてお楽しみいただけるプログラムです。会場で購入できるでんじろう先生のサイエンスキットも大人気です。

全席指定 ￥2,800（当日¥3,000）
2020.3/15日13：30／16：00開演（各公演30分前開場）

米村でんじろうサイエンスショー おもしろ科楽館共催

※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11/28木 一般発売日 11/30土
※3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料。ただし、座席が必要な場合有料。

主催：東京労音府中センター　後援：立川市教育委員会、立川市商店街連合会、国立市教育委員会、昭島市教育委員会　

お問い合わせはジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ（JIYB）　
TEL.042-537-4731　www.jiyb.web.fc2.com/

多摩フレッシュ音楽コンサート2019　
入賞者リサイタル

開催

※ムーサ友の会先行発売はございません。　
※未就学児は入場できません。　

この演奏会は、「多摩フレッシュ音楽コンサート」の入賞者活動支援として、ピアノ
部門・声楽部門の最優秀・優秀受賞者によるリサイタルです。若き期待の演奏家
たちの熱演をお楽しみ下さい。

一般発売日 12/13金

ON
LINE

協力：多摩フレッシュ音楽コンサート実行委員会　
監修：渡邊學而（音楽評論家・多摩フレッシュ音楽コンサート顧問）

吉岡茉美 ソプラノ・リサイタル

声楽部門
優秀

2020.4/19日
14：00開演（13：30開場）

全席自由 ¥1,000 友
の会 ¥900

【演奏者コメント】第1部にシューベルト、R.シュトラウスのドイツ歌曲を、第2部に
オペラアリアと重唱のプログラムでお届けします。皆様のお越しを心よりお待ちし
ております。

予定
曲目

マイヤベーア:歌劇『ディノラー』より“影の歌”
ドニゼッティ:歌劇 『愛の妙薬』より“すばらしい妙薬”　ほか

テノール：糸賀修平
ピアノ：村上寿昭

小ホール

小ホール

中本優衣 ピアノ・リサイタル

ピアノ部門
優秀

2020.2/5水
19：00開演（18：30開場）

全席自由 ¥1,500 友
の会 ¥1,350

【演奏者コメント】この度は素晴らしい機会に恵まれ大変光栄です。シューベルト、
プロコフィエフ、スクリャービン、ブラームスの作品から様々な「幻想」に光を当てて
プログラムを組みました。後半では、同級生をゲストに、私の憧れの曲であるブラー
ムスのピアノトリオを演奏します。是非多くのお客様にお越し頂きたいです。

予定
曲目

スクリャービン：ピアノソナタ第2番
ブラームス：ピアノ三重奏第1番　ほか

ヴァイオリン：飛田和華
チェロ：田中里奈

長田真澄 ソプラノ・リサイタル

声楽部門
優秀

2020.3/20●
15：00開演（14：30開場）

金・祝

全席自由 ¥1,500 友
の会 ¥1,350

【演奏者コメント】第1部では日本歌曲やイタリア歌曲を、第2部にはオペラ・アリアや
オペラの重唱を歌います。團伊玖磨の日本歌曲、ヴェルディやレスピーギの歌曲を、
オペラはヴェルディやベッリーニの作品を集めました。バリトンの方との重唱もござい
ますので、お楽しみください。多くのお客様にお越しいただけると嬉しいです。

予定
曲目

ヴェルディ:ストルネッロ
ヴェルディ:歌劇「椿姫」より"ヴァレリー嬢で？"　ほか

立川市女性総合センター
アイムホール

バリトン：西 励央
ピアノ：新井千晶 浦野美香 メゾソプラノ・リサイタル

声楽部門
最優秀

2020.4/12日
14：00開演（13：30開場）

全席自由 ¥1,000 友
の会 ¥900

【演奏者コメント】この度、多摩フレッシュ音楽コンサートで賞をいただき、初めての
ソロリサイタルを開かせていただく運びとなりました。来年度に大学院を修了した後
すぐにリサイタルを開けるとは夢のようです。このような素晴らしい機会をいただけ
たこと、とても光栄に思います。皆様のお越しをお待ちしております。

予定
曲目

シューマン：女の愛と生涯より
ヴェルディ：歌劇『ドン・カルロ』より“ヴェールの歌”　ほか

立川市女性総合センター
アイムホール

バリトン：高橋 正尚
ピアノ：寺本 佐和子

芳賀詩音 ピアノ・リサイタル

ピアノ部門
最優秀

2020.4/18土
18：30開演（18：00開場）

全席自由 ¥1,500 友
の会 ¥1,350

【演奏者コメント】この度は最優秀賞をいただきリサイタルを開催させていただける
事を心から嬉しく思います。今回のプログラムはモーツァルト、ショパン、シューベ
ルト、リストと大曲かつ名曲揃いで私のピアノへの姿勢を大きく変えてくれたものばか
りですので、聴いてくださるお客さまに勇気を与えたり背中を押せるような演奏を
できるよう日々精進しております。ぜひお越し下さい。

予定
曲目

ショパン：バラード第4番
リスト：巡礼の年《第１年スイス》オーベルマンの谷　ほか

立川市女性総合センター
アイムホール

アート・音楽・スポーツなどなど、五感で楽しめるワークショップが大集合！9つの大学によるさまざまなワー
クショップに子どもから大人まで、どなたでもご参加頂けるフェスティバルになります。みんなで体感！！

10/26土～11/22金

主催・お問い合わせ：WRA実行委員会事務局　
　　　　　　　　  TEL.042-523-0788　westandriver_artfes@bb.ne.jp　
　　　　　　　　  https://westandriver-artfes.jimdofree.com/

今回で2回目を迎えるアートイベント。西立川児童会館および西立商
店街の10店舗にアール・ブリュット作品を展示。児童会館展では「富士」
をテーマとする作品と作家玉川宗則氏の新作を展示。商店街の店舗
には「緑」をテーマとする作品を展示します。詳細はHPをご覧下さい。

◆会場：西立川児童会館（富士作品展示）、西立商店街10店舗（緑作品展示）

高松学習館「ファミリーコンサート」
～深まる秋、こころに響くアンサンブル～

後援

11/30土14：00開演（13：30開場） 
入場
無料 申込順

◆会場：高松学習館 視聴覚室
　　　 （立川市高松町3-22-5）
◆出演：Lampi（クラリネット4重奏）　
◆定員：80名。下記電話にお申し込み。
※未就学児の入場が可能です。
※保育有5名程度（1歳～5歳）　
※駐車場がありませんので、公共交通機関でご来場下さい。
主催･お問い合わせ：高松学習館・高松学習館運営協議会　TEL.042-527-0014

12/13金18：30開演（18：00開場） 
全席指定 ¥4,000

◆出演　山下洋輔（ピアノ） 、福岡高次（パーカッション）
※販売：たましんRISURUホール　
　　　 TEL.042-526-1311（窓口販売のみ･郵送不可）　
主催：文化･芸術いきいきネットワーク　
お問い合わせ：090-5344-1304(細谷)、090-5196-6312(山口)

※未就学児は入場できません。

全席自由　
前売￥500　当日￥800

※販売：たましんRISURUホール　TEL.042-526-1311（窓口販売のみ･郵送不可）　
※ムーサ友の会の割引はございません。　
主催：東京多摩太鼓祭り実行委員会　お問い合わせ：Eメール　omomuki.jpdrums@gmail.com

第22回 東京多摩太鼓祭り後援ウェスタンドリバー・アートフェス2019後援 入場
無料

多摩地域を中心とした和太鼓チームの協演!!

大ホール

11/23●11：30開演（11：00開場） 土・祝

ⓒAkihiko Sonoda

※未就学児入場可能。　※3歳までのお子様は膝上鑑賞無料。

発売中

発売中

立川文化芸術のまちづくり協議会 ワークショップ×ワークショップedu2019後援

社会福祉施設の文化活動支援 山下洋輔クリスマスジャズコンサート後援

◆会場：立川市錦学習館 講堂（立川市錦町3-12-25）
◆定員150名（先着順）。当日会場で受け付け。
◆出演：秋元希（フルート）
　　　 粟谷明菜・山田真悠子（クラリネット）
　　　 秋元京子・井出真奈美（ピアノ）
主催・お問い合わせ：立川ユネスコ協会　090-2410-4360（広瀬）

12/1日14:00開演（13:30開場） 

第2回 平和の心コンサート 立川ユネスコ協会後援

小ホール

残席僅少 S席¥5,000 A席¥4,000 
自由席(2階席)¥3,000

※発売初日の窓口受付10:00～　
※発売初日はお一人様5枚まで。　※ムーサ友の会の先行発売･割引はございません。

※開場後、ワークショップ、体験稽古開催。◆出演：柴田真郁（指揮）、馬場紀雄（演出）

※販売:たましんRISURUホール　TEL.042-526-1311（窓口販売のみ･郵送不可）
主催・お問い合わせ：稲城市民オペラ　TEL.042-350-3232

※2歳以下膝上無料。ただし、
　お席が必要な場合は有料。

ボンジョルノ！市民オペラ オペラ「愛の妙薬」後援
一般発売日 11/11月

小ホール

発売中 全席自由 ￥3,000　学生（大学生以下）¥1,000
2020.2/16日14：00開演（13：30開場）
多摩フィルハルモニア協会 新春コンサート 第13回定期演奏会共催

予定曲目
音楽監督・指揮：今村能　独唱：山口愛、益田愛、高橋愛梨　合唱：多摩フィルハルモニア合唱団　管弦楽：フィルハルモニア多摩
J.シュトラウスII:こうもり序曲、ヴィヴァルディ：グローリアRV589、ドヴォジャーク：交響曲第9番「新世界より」

出　　演
※未就学児は入場できません。 主催：多摩フィルハルモニア協会

大ホール
友
の会 各席1割引

年に1度、立川の街じゅうに音楽があふれる2日間。音楽やダンスなど様々なジャンルの出演者や、実行委員・
ボランティアスタッフとして立川いったい音楽まつりを盛り上げてくれる方を募集します。音楽好きの方、
お祭り好きの方、立川にお住まいでもそうでなくても！たくさんのご参加をお待ちしています。

◆会場：立川市内（サンサンロード、商業施設店頭、飲食店等）
【開催日】 （予定）2020.5/16土・17日
【出演者】◆募集数：約200団体　
◆募集期間：2019/12/14(土)～2020/1/15（水)　※ボランティア・実行委員募集は随時受付
申込・詳細はホームページをご覧ください。　https://tachikawa-ittai.jimdo.com/　
主催・お問い合わせ：立川いったい音楽まつり実行委員会／(公財)立川市地域文化振興財団

締切：11/18（月）

2020年7/19（日）たましんRISURUホールにて開催する第12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「白鳥の湖」全幕（オーケ
ストラ演奏）の出演者を募集します。英国の王立バレエ学校「エルムハース
ト」の生徒達との合同公演です。オーディションは11/24(日)。経験5年以
上、年齢は9歳～22歳。原則毎月2回日曜日にレッスン・リハーサルあり。

「花と光を楽しむ! ハーバリウムを作ろう♪」募集 財団キッズ
ワークショップvol.62

12/14土13：30～15：00

お申込みはメールフォームから11/26(火)まで受付　
※抽選結果は11/28（木）・29（金）通知予定　
http://tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20191214/

◆参加費：¥700　◆対象：5才～中学生（小学4年生までは保護者同伴）　
◆定員：15名

近年インテリアとして人気のハーバリウムが作れるワークショップです。誰でも簡単に楽しく素敵な作品を作れます。

市民のコミュニティ意識の高揚とコミュニティ活動促進
のため、文化芸術、善行・地域活動の分野で自主的、積極
的に活動している個人や団体を市民の推薦により表彰し
ています。推薦方法は原則他薦です。詳細は財団ホーム
ページ（http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/）
をご覧いただくか、下記までお問い合わせ下さい。

コミュニティ奨励賞
立川市で活動する方をご推薦下さい

2020年
1/15水
締切

◆お申込み・お問い合わせ：
　（公財）立川市地域文化振興財団
　「コミュニティ奨励賞」係　TEL.042-526-1312

Music Program TOKYO Workshop Workshop! 国際連携企画
東京文化会館ミュージック・ワークショップin立川 2020

募集 財団キッズ
ワークショップvol.63

●ムジカ・ピッコラ
さあ！今日は待ちに待った音楽会。マエストロと
一緒にすてきな音楽を奏でよう！

10：30～11：30 ◆対象：3～6歳 
　　　　　　　 ◆定員20組程度
13：00～14：00 ◆対象：小学生～大人 
　　　　　　　 ◆定員30名程度

2020.2/1土

ⒸMino Inoue

●はじめましてクラシック
　～ソプラノ&バリトン～
オペラの世界へようこそ！見て・聴いて・体験する参加型コンサート。

2020.2/2日

Ⓒ鈴木穣蔵

11：00～12：00 ◆対象：6～35か月 
　　　　　　　 ◆定員30組程度
13：30～14：30 ◆対象：3～6歳 
　　　　　　　 ◆定員30組程度

●チーズを探せ！くいしんぼうネズミ！
いろんな音楽、すきな食べ物、みんなで一緒にいただきま～す！

2020.2/1土

Ⓒヒダキトモコ

13：30～14：30 ◆対象：19～35か月 ◆定員15組程度

2020.2/2日
10：30～11：30 ◆対象：3～6歳 ◆定員15組程度
12：30～13：30 ◆対象：6～18か月 ◆定員15組程度

展示室 サブホール

海外で最先端の教育普及活動を行っている音楽施設「カーザ・ダ・ムジカ（ポルトガル）」と東京文化会館が連携して実施するミュージック・ワークショップを
今年も立川で開催！ジャンルを超えた音楽の楽しさを体験しながら、協調性や創造性を育む参加型の教育プログラムをお届けします。
※各ワークショップは約1時間を予定しております。
※同伴者もご参加下さい（　  幼児1名につき同伴者1名／　　乳幼児1名につき同伴者2名まで）。　
※対象者・同伴者以外のご入場はご遠慮下さい。

◆講師：東京文化会館ワークショップ・リーダー　
◆料金：1人¥300
　　　　※同伴者（中学生以上）も参加費をお支払い下さい。
お申し込みは応募フォームから1/20（月）まで受付。
※応募多数の場合は抽選。定員に空きがある場合は当日券を販売いたします。
http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20200201_02/
主催：東京都／（公財）東京都歴史文化財団 東京文化会館・アーツカウンシル東京／
　　  （公財）立川市地域文化振興財団

大ホール
2020.5/5●・5/6●15：30開演（11：00開場） 火・祝 水・休

一般発売日 12/3火

ギャラリー

国際交流バレエ公演出演者募集

第9回立川いったい音楽まつり2020 
出演者・ボランティアスタッフ・実行委員

募集

全席自由 ¥500

◆木管楽器の魅力（フルート・クラリネットの名曲独奏＆クラリネット二重奏）

託児

秋元希 粟谷明菜

平成30年度表彰式の様子

友
の会 ¥5,500


