
WEB申込フォームか往復はがきで　詳しくは「じんけんのとびら」で検索
申込締切：9月24日（火）必着
「めぐみへの誓い̶奪還̶」東京公演事務局 ☎03-3355-7085
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じんけんのとびら

拉致問題啓発舞台劇公演
（主催：政府拉致問題対策本部、東京都、立川市）
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10月8日火
14：00～16：30
（開場 13：00）
たましんRISURUホール

令和元年

入場無料
850名

抽選・託児あり
ブルーリボントート
バッグ配布

この演劇を通して、
皆様が拉致に関心を
寄せてくださる事を
願っています！　
横田滋・早紀江

横田滋
原田大二郎

横田早紀江
石村とも子

横田めぐみ
北煬子

田口八重子
半井小絵

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

武蔵野市民文化会館 大ホール
10/26土 13:30開演

（13:00開場）

※未就学児の
　入場不可

聴いてよく分かるクラシック2

5,700円全席
指定

（
税
込
）

聴いてよく分かるクラシック2聴いてよく分かるクラシック2聴いてよく分かるクラシック2聴いてよく分かるクラシック2
好評
発売中

布 施 明
AKIRA FUSE LIVE 2019-2020

府中の森芸術劇場 どりーむホール
11/9土 17:30開演

（17:00開場）

※未就学児の入場不可6,800円全席
指定
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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。　　10/31（木）柳家小三治 秋の会は完売しました。 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。　大ホール 小ホール 展示室 サブホール ギャラリー

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)11:30～16:00 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

立川連合水墨画展 10/9(水)～13(日)10:00～17:00
（最終日は15:30まで） 柴崎学習館ホール 立川市連合水墨画会

酒井遊山　524-0736

市民盆栽展 10/19(土)・20(日)10:00～16:00
（最終日は14:30まで）

国営昭和記念公園
花みどり文化センター

立川盆栽会
鈴木正一　523-3357

第66回立川書道展 10/19(土)・20(日)10:00～18:00
（最終日は17:00まで）

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）展示室

立川書道連盟
岩井秀樹　090-3223-8727

華道展 10/26(土)・27(日)10:00～17:00
（最終日は16:00まで） 柴崎学習館ホール 立川市華道連盟

斉藤蓉月　535-1212

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

秋季文化祭茶会 11/3(日・祝)10:00～15:00 女性総合センター
和室・第3学習室

立川市茶道連盟
龍昌堂　525-2409

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

第60回立川謡曲大会 10/20(日)10:00～16:00 柴崎会館集会室 立川謡曲会
木戸口辰雄　524-9422

箏、三絃、尺八による
三曲演奏会 10/20(日)12:00～16:00 たましんRISURUホール

（立川市市民会館）小ホール
立川市三曲連盟

尾﨑筧山　522-2614

第45回立川市民合唱祭 10/27(日)12:20～16:30 たましん RISURUホール
（立川市市民会館）大ホール

立川市合唱連盟
桑原恭子　536-2774

第32回立川おはやし大会 11/3(日・祝)10:00～15:00 たましんRISURUホール
（立川市市民会館）小ホール

立川おはやし保存会
小林祐輔　531-5373

地域文化祭日程表

柴崎町文化祭

カラオケの部 10/5(土)13:00～15:30

柴崎学習館 柴崎町文化会
田村孝　525-6385作品展示 10/5(土)13:00～16:00

10/6(日)10:00～16:00
公演 10/6(日)10:00～16:00

富士見町文化祭 作品展示 10/19(土)・20（日）10:00～16:00
（最終日は15:00まで） 滝ノ上会館 富士見町文化会

峯岸豊子　090-2632-0405

会館まつり・
文化会文化祭

作品展示 10/19(土)13:00～20:00
10/20(日)10:00～16:00 羽衣中央会館 羽衣町文化会

髙橋文江　522-5227演芸 10/19(土)18:00～21:00
10/20(日)13:00～17:00

栄町文化祭 作品展示会 10/19(土)13:00～17:00
10/20(日)9:00～16:00 さかえ会館 栄町文化会

本村謙行　528-0808演芸発表会 10/20(日)10:00～16:00

錦町文化祭 作品展示会 10/26(土)・27（日）10:00～16:00 錦学習館 錦町文化会
尾﨑芳典　525-2344

高松町文化祭 作品展示 11/2(土)・3（日・祝）10:00～20:00
（最終日は15:00まで） 高松会館 高松町文化会

比留間裕　523-0041演芸大会 11/4(月・振休)10:00～16:00

第40回
砂川文化祭

手打ちうどん体験 11/2(土)10:00～11:30 こんぴら橋会館

砂川文化会
辻けい子　536-6582

作品展 11/2(土)・3（日・祝）10:00～17:00
（最終日は16:00まで）

こんぴら橋会館
上砂会館

工作教室 11/2(土)13:30～16:00 こんぴら橋会館
囲碁・将棋大会 11/3（日・祝）10:00～16:00 こんぴら橋会館
カラオケ大会 11/4(月・振休)10:00～17:00 上砂会館

第40回
西砂川地区
文化祭

作品展示 11/2(土)・3（日・祝）9:30～17:00
（最終日は16:00まで） 西砂会館 西砂川地区文化会

渡辺茂　531-1739演芸発表会 11/2(土)11:00～16:00

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

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
9/14（土） 秋の全国交通安全運動 「交通安全 市民のつどい」 14:00 無料 立川国立地区交通安全協会　042-522-7259
9/21（土）Ｒyokoバレエスタジオ　勉強会 16:00 無料 Ryokoバレエスタジオ 080-3308-8749
9/23（月・祝）ヒルフラット吹奏楽団　第10回定期演奏会 13:30 無料 ヒルフラット吹奏楽団　担当：平山　090-3067-4864

9/30（月） 第266回例会　劇団昴『アルジャーノンに花束を』 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）

10/6（日） 第3回玲瓏の水合唱祭 12:00 無料 一般社団法人　紫芳会　042-522-9061

10/8（火） 拉致問題啓発舞台公演 『めぐみへの誓い -奪還-』 14:00 入場無料
（事前申込制）

「めぐみへの誓い－奪還－」東京公演事務局
03-3355-7085

11/4（月・振休）第17回ＮＰＯ法人エトワール音楽教室発表会 13:15 無料 ヴァイオリン・アンサンブル・エトワール　042-534-6979
小ホール

9/14（土） ＭＦＬ管弦楽団　第28回定期演奏会 14:00 ￥1,000 ＭＦＬ管弦楽団
担当：田中 090-1255-2862（平日日中は留守電対応）

9/15（日） しのざき音楽教室　第21回発表会 13:00 無料 しのざき音楽教室　042-529-7220
9/16（月・祝）秋の合同音楽祭2019 10:20 関係者のみ なかよしファミリー音楽教室　042-625-7772

9/24（火） 公契約条例の制定を目指す大学習会 19:00 無料
全建総連東京都連多摩西北地区協議会
（建設ユニオン多摩中央支部内）
担当：井上　042-563-2666

9/28（土） ルーナキアーラオペラ公演「アドリアーナ　ルクヴルール」 18:30 ￥4,000（前売券・当日券） ルーナキアーラオペラ　090-2240-2059
10/6（日） グレース音楽院発表会 13:30 無料 グレース音楽院　042-544-6200
10/14（月・祝）第5回東日本大震災復興支援チャリティーコンサート 13:30 ￥500 脳響トーンシステム　042-576-5938

10/19（土）麻生ミエシャンソン教室発表会 15:00 ￥1,000 麻生ミエシャンソン教室
担当：米山　042-548-2929

10/27（日）西立川ドルチェ音楽教室 第13回発表会 14:00 無料 西川ドルチェ音楽教室　042-523-1782
10/29（火）ＫＰＵ東京地連第8回定期大会 14:00 関係者のみ KPU東京地連　03-6803-0585
11/2（土） 映画『ケアニン～あなたでよかった～』上映会 14:00 無料（事前申込制）立川市高齢者福祉施設会　042-538-2323
11/4（月・振休）音楽教室発表会 13:30 関係者のみ 山﨑音楽教室　042-369-9258

11/7（木）０歳からの親子コンサート 14:00 無料 社会福祉法人 至誠学舎立川 児童事業本部
担当：高橋　042-524-2601

展示室
9/23（月・祝）～
9/28（土） 第41回支部主催　水彩連盟武蔵野展

初日14：00～18：00
10：00～18：00
(最終日のみ15：00)

無料 水彩連盟武蔵野支部
担当：馬場　048-838-0275

10/2（水）～
10/7（月） 第59回　2019多摩展 10:00～18：00

(最終日のみ16：00) 無料 新世紀美術協会多摩支部
担当：渡辺　042-321-7537

10/28（月）～
11/1（金） 東邦多摩展

初日13:00～17:00
10:00～17：00

（最終日のみ14:00）
無料 東邦書院

担当：鶴之園　080-4436-9032

11/3（日・祝）～
11/6（水） 第26回宗雲仏像彫刻　作品展

初日12：30～17：00
9：00～17：00

(最終日のみ16：00)
無料 仏像彫刻遊木会

042-548-9370

サブホール
9/29（日）・10/5（土） 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

10/5（土） 劇団・老人決死隊 公演『未来はぼくらの手のひらに』 19:00 前売￥1,200
当日￥1,500

特定非営利活動法人さんきゅうハウス
担当：吉田　080-5088-3897

10/9（水） 国立音楽大学大学院　オペラレクチャー会モーツァルト作曲『ドン・ジョヴァンニ』 18:30 無料 立川オペラ愛好会
042-527-4801

10/19（土）～
10/20（日）

ALL JAPAN FAST DRAW 
CHAMPIONSHIP 2019 9:00 入場無料 ＷＦＤＡ－Ｊ関東支部事務局

080-5373-9528
11/2（土） 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
10/5（土）～
10/8（火） 能面、狂言面展示会 10:00～17:00

（最終日のみ15:00） 無料 面白翁会
担当：梅津　042-523-7186

11/2（土） 焼墨画友の会5周年記念 作品展示会＆交流会 10:00～17:00 入場無料 焼墨画友の会　042-523-5871

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！

9/19木・11/19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
11/19公演の
一般発売日 9/19木

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

歌って健康！ 歌声コンサート共催

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

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、おわら風の盆　ほか

出　　演 ※未就学児は
　入場できません。

10/20日14：30開演（13：30開場） ※16：30終演予定（休憩あり）

11/17日13：00～15：00

立川市内の小学生が演劇を通じて心豊かな情操を育み、演劇の素晴らしさを知る演劇ファンの育成を
図ることを目的とした「小学校演劇体験事業」を実施します。今年は劇団東少「ごんぎつね・つるのおん
がえし」を上演します。

◆参加費：市外の方＝児童･保護者ともお一人様¥500（全席自由）※小学生同伴のみ販売
　　　　 市内在住小学生＝お申込み方法が異なります。
　　　　　　　　　　　　 立川市報9/10号または当財団HPをご覧ください。
◆購入方法：「会館窓口」たましんRISURUホール　
　　　　　  TEL.042-526-1311（9:00～20:00 第3月曜日休館）
　　　　　  ※チケットの郵送はいたしません。電話予約可。未就学児は入場できません。　
　　　　　  ※発売初日のみ来館受付10:00～、電話予約13:00～。

小学校演劇体験事業 劇団東少「ごんぎつね・つるのおんがえし」募集

一般発売日 9/21土 大ホール

主催：サウンドポート

友
の会 ¥5,500

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

※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9/13金 一般発売日 9/15日

※未就学児は入場できません。 主催：光藍社

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

友
の会 ¥5,500

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

※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：立川市商店街連合会

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）
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）

大ホール

渡辺香津美＆村治佳織 ギター・コンサート共催

大ホール

※3歳以下入場不可、
　4歳以上有料。

主催：サンライズプロモーション東京

『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） 

10/14●15:30開演（15:00開場）月・祝

発売中

LET IT BE ～レット・イット・ビー～共催

11/9土14：00開演（13：20開場）

第38回立川マンドリンクラブ定期演奏会共催

今年のテーマ ”時” にちなんで、第1部では「川の流れのように」「時間の宝箱」「Ｌｅｍｏｎ」等、第2部では
クラシック曲・マンドリンオリジナル曲を中心に「ウイーンの音楽時計」「遠野郷」「交響曲〔田園〕第一
楽章」他をお送りします。

※未就学児は入場できません。　
主催：立川マンドリンクラブ　TEL.０４２-５３４-６６９５（桑原）

入場
無料

全席自由

大ホール

大ホール

友
の会 ¥6,000

友
の会 ¥4,500

「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！

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  一般￥6,500

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） 

2020.1/26日17：00開演（16：30開場）

2020.2/29土

伊勢正三 LIVE 2020 ～Re-born～共催

予定曲目
伊勢正三
22才の別れ、なごり雪、ささやかなこの人生　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。

※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。
※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。

ムーサ友の会
先行発売日10/3木 一般発売日 10/5土

ムーサ友の会
先行発売日10/2水 一般発売日 10/4金

※未就学児は入場できません。

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

主催：東京労音府中センター

大ホール

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。

ワークショップ：2020.3/6金～8日

ザ・ヤングアメリカンズin 立川 受講生募集共催 募集

友
の会 ¥6,000

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)

◆受講料：¥18,000（小中高生対象）　
◆お申込み：立川ヤングアメリカンズ 
　http://yatkw2020.strikingly.com/　
◆お問い合わせ：ya.tkw2020@gmail.com　
◆主催：立川ヤングアメリカンズ、NPO法人じぶん未来クラブ

◆参加費：¥500　◆対象：3歳～小学生（小学3年生以下は保護者同伴）　◆定員：各楽器7名（計21名）
お申込みはメールフォーム http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20191117/ にて受付。
※抽選結果は10/30（水）、31（木）通知予定

オリジナル楽器を作って、みんなで演奏します。楽器はミニスルド、クイーカ、ショカーリョの3種類から1種類を選んで
作ります。講師によるミニコンサートもあります。

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
日本人や外国人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。
◆稽古日：2019年10/9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：若干名　
◆費用：稽古代¥3,000、こと爪代¥5,000（初回のみ）、テキスト代¥1,000（初回のみ）、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

お申し込み方法：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
9/30（月）

申込締切
10/28（月）

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

展示室

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、公共交通手段でご来場下さい。
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

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

12/13金18：30開演（18：00開場） 
全席指定 ¥4,000

一般発売日 9/14土

◆出演　山下洋輔（ピアノ） 、福岡高次（パーカッション）
※ムーサ友の会先行販売はございません。　※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。

小ホール

◆10/25（金）から受付

入場
無料アール･ブリュット立川2019後援

10/23水～28月10：00～19：30（最終日5階のみ17：00まで） 
◆会場：伊勢丹立川店5階特別室、2階ギャラリースクエア

無限の創造力によるアートとの出合い
を今年も提供します。

◆9/2(月)～30(月)　多摩都市モノレール 高幡不動駅構内　　
◆10/1(火)～31(木)　多摩都市モノレール 玉川上水、砂川七番、泉体育館、高松 各駅構内
◆9/4(水)～16(月・祝)　立川市高松学習館　※9日（月）休館日　　
◆9/3(火)～10/31(木)　立川市役所窓口サービスセンター　◆10/3(木)～16(水)　立川タクロスｍｉｎｉギャラリー
主催・お問い合わせ：アール・ブリュット立川実行委員会  TEL.080-4000-5197    ａbt.tachikawa@gmail.com

一番町みんなのコンサート後援

◆出演：藤原美沙季（フルート）、中村夏子（ピアノ）、立川市立松中小学校吹奏楽部、
　　　  立川市立第九小学校和太鼓クラブ、立川市立立川第七中学校吹奏楽部、
　　　  NS30's（砂川地区軽音楽クラブ）ほか
主催：天王橋会館管理運営委員会

10/26土13：00開演（12：30開場） 
入場
無料

定員あり
先着順

0歳から親子でお楽しみいただけるクラシックコンサートです！弦楽器ってどんな楽器？
弦楽器ってどんな音がするの？お子様と一緒に体験できる1時間の小さな演奏会です！

0歳からのクラシックコンサート! 1時間の小さな演奏会 楽しい弦楽器の世界後援

※3歳未満の乳児の方に限り、ひざ上観賞の場合、無料。ただし、お席が必要な場合は有料。　※入退場自由
◆プログラム：ヴィヴァルディ/四季より『春』、楽器のおはなし、アンダーソン/プリンク プランク プルンク、
　　　　　　ジブリアニメ、アンパンマンの音楽など数曲ほか
主催・お問い合わせ：One hour Concert事務局(10時～18時/月曜日休み）　TEL.0120-5489-16 one.hour.concert@gmail.com
※販売：たましんRISURUホール　TEL.042-526-1311（窓口販売のみ･郵送不可）
後援:立川市、立川市教育委員会

10/6日10：30開演（10：00開場 ※11：30終演） 

説明会：11/4（月・振休）
　　　 立川市子ども未来センター
募集開始：11月下旬

※発売初日の窓口受付10:00～　
※発売初日はお一人様5枚まで
　購入できます。

小ホール

全席自由　前売￥500　当日￥800

一般発売日 9/11水

※販売：たましんRISURUホール　TEL.042-526-1311（窓口販売のみ･郵送不可）　※ムーサ友の会先行発売・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

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

◆会場：天王橋会館（立川市一番町3-6-1）

第43回三多摩美術家展後援

主催･お問い合わせ：三多摩美術家連盟　TEL.042-525-8505（影山）
9/14土～22日10：00～18：00（最終日は17：00まで） 
※9/17（火）は休館日のため閉館

展示室 入場
無料

ⓒAkihiko Sonoda

◆開催期間　2020年8/1（土）～8/31（月）　◆開催会場　たましんRISURUホール（立川市市民会館）小ホール　
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

第29回たちかわ真夏の夜の演劇祭 参加劇団募集募集

来年の「たちかわ真夏の夜の演劇祭」参加劇団を募集します。多摩地域を活動拠点とする演劇団体及び個人が対象です。
多摩地区の演劇を一緒に盛り上げましょう！
参加条件、応募方法等は10月初旬にホームページに掲載します。　
http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/

※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・企画：ピアノサロン陶水花／チケットお問い合わせ　
　　　　　  TEL.042-525-2451（坂本）　Eメール: to-suika@ae.auone-net.jp  　http://tou-sui-ka.jimdo.com/

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）
全席自由 ¥3,000発売中

発売中 松元ヒロ ソロライブ2019後援

11/22金18：30開演（18：00開場） 
全席指定 ¥3,000

一般発売日 9/4水

※ムーサ友の会先行発売はございません。　※販売：たましんRISURUホール　TEL.042-526-1311（窓口販売のみ･郵送不可）　
※発売初日の窓口受付10:00～　※発売初日はお一人様3枚まで購入できます。
主催：NPO法人立川子ども劇場　TEL.042-526-0731（FAX･留守番電話）

小ホール

※未就学児は入場できません。

全席自由 大人¥1,500(中学生以上)
　　　　 こども(3歳以上12歳未満)¥500

友
の会 各席1割引

※ムーサ友の会割引はございません。

※未就学児は入場
　できません。

これまでのコンサートの様子藤原美沙季

※発売初日の窓口受付10:00～
※発売初日はお一人様10枚まで購入できます。

「サンバで使われる太鼓を作ってRythmissionと
一緒に演奏しよう！（ミニコンサート付き♪）」

募集 財団キッズ
ワークショップvol.61

小ホール


