
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～
令和
2年3/11水

3/22（日）
武蔵野市民文化会館 大ホール

14：00開演

☎0570-00-3337（オペレーター）
チケット好評発売中！サンライズプロモーション東京﹇

予
約・問
﹈サンライズオンライン　http://sunrisetokyo.com（パソコン）

※未就学児童入場不可

¥5,800
（
税
込
）

平日12:00～18:00
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コンサート i n 武蔵野

チケットぴあ：☎0570-02-9999（Pコード：167-627）
他、ローソンチケット、e+でも取り扱い中！
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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。　1/10（金）山崎育三郎 LIVE TOUR 2020（立川公演）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〉

公演 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

立川市文化協会事務局
FAX:042-525-6581

地域文化祭日程表

曙町
芸能大会 2/2（日）10:00～17:00 女性総合センターホール

（アイムホール） 曙町文化会
久保貴　522-4639作品展示 2/22（土）・23（日・祝）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

柏町地区 新春カラオケの 
集い 2/16（日）9:45～16:30 こぶし会館 柏町地区文化会

増田安男　090-3220-2384

錦町 芸能文化祭 2/23（日・祝）10:00～16:00 錦学習館 錦町文化会
尾﨑芳典　525-2344

若葉町 作品展示 3/7（土）・8（日）9:30～16:00
（最終日は15:30まで） 若葉会館 若葉町文化会

菊地克己　537-3052公演

栄町 歌謡祭 3/7（土）10:00～16:00 さかえ会館 栄町文化会
本村謙行　528-0808

富士見町 カラオケ 3/7（土）13:00～16:00 滝ノ上会館 富士見町文化会
峯岸豊子　090-2632-0405公演 3/8（日）10:00～16:00

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
1/31(金) 2020教育改革　佐藤ママ講演会 11:00 入場無料

（事前申込制）
多摩西部朝日会
042-528-1214

2/1(土) 発達障害教育シンポジウム 13:00 入場無料
（事前申込制）

東京都教育庁都立学校
教育部特別支援教育課

担当:林崎　03-5320-7838

2/1(土) 上野 千鶴子　講演会 18:30 前売券¥500 上野千鶴子講演会実行委員会
担当:野村　050-3569-7721

2/4(火) 東京女子体育短期大学児童教育学科　
第45回創作オペレッタ発表会

18:00
(予定) 入場無料 東京女子体育短期大学 音楽研究室

042-572-4131

2/9(日) フォーラム超高齢社会を生きる
～フレイルを知って備えて暮らす～ 13:00 入場無料

（事前申込・要整理券)
NHK厚生文化事業団
03-5728-6633

2/15(土) 立川教育フォーラム 13:00 入場無料 立川市教育委員会
担当：森山　042-523-2111（内線2498）

2/22(土) 令和元年度　日米交流音楽会 13:00 入場無料
（事前申込制）

北関東防衛局　地方協力基盤整備課
048-600-1844

2/24(月・休) 第11回ストリートダンス発表会　SHOW☆TIMEDIUM 15:00 前売券¥800
当日券¥1,000

東京女子体育大学　ストリートダンス部
担当:平田　042-572-4131(代表)

2/25(火) ジャズピアニスト 山下洋輔氏百人一首とジャズの共演コンサート 18:30 前売券¥500
（事前申込制）

「令和」記念！古典の森を体感する事業連絡協議会
担当:米盛・井口　042-521-5550

3/10(火) 国立音楽大学オペラ研究会2019年度本公演“コジ・ファン・トゥッテ” 17:00 入場無料
（要整理券）

国立音楽大学オペラ研究会
担当:柳澤　080-6773-4006

小ホール

1/30(木) 専門用語を使わない　障がいのある子の親なきあとのお金の話 10:30 入場無料
（HPにて要事前申込）

日本相続知財センター多摩支部
一般社団法人東京多摩相続センター

0120-055-683
https://peraichi.com/landing_pages/view/souzoku02

2/15(土) pianoduo ハルオン 1st concert 13:30 ¥1,000
pianoduo ハルオン
080-5690-6671

pianoduo.haruon@gmail.com

2/22(土) 第41回ユリ・リトミック教室　リトミック発表会 14:00 入場無料
（HPにて要事前申込）

ユリ・リトミック教室
042-577-4761

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

2/22(土) ボンジョルノ！市民オペラ特別公演 「愛の妙薬」公開稽古 19:00 入場無料 稲城市民オペラ
担当:馬場　042-350-3232

2/28(金) ユーフォニアム・チューバコンサート 19:00 ¥1,000 国立音楽大学ユーフォニアム・チューバアンサンブル
担当:田村　090-4105-9006

2/29(土) 第5回ムーヴメントフェスティバル 14:00 入場無料 NPO法人HMS
担当:長谷川　090-3572-6544

3/1(日) 第7回　フォレストレディース・
スウィングオーケストラ　コンサート 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

事務局:090-1733-9551
展示室

1/23（木）～
1/26（日） 写真展「となりの宋

そん
さん」

1/23・24
13:00～20:00

1/25
11:00～20:00

1/26
11:00～17:00

入場無料
となりの宋さん写真展・
立川実行委員会

担当:谷口　080-4624-3935
sonsan2020@yahoo.co.jp

サブホール
1/26（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

2/16(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

3/8(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

ギャラリー

3/9(月)～
3/15（日) あやどり第10回写真展

3/9
13:00～17:00
3/10～14

10:00～17:00
3/15

10:00～15:00

入場無料 あやどり
担当：波多野　090-1806-3162

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！

1/28火・3/30月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
3/30公演の
一般発売日 1/28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

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

大ホール
当代有数の噺上手、三遊亭鳳楽が、本格的古典落語を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ください。

三遊亭鳳志三遊亭鳳楽

5/29金14：00開演（13：00開場）

三遊亭鳳楽の古典落語共催

主催：(一財) 東京都弘済会

全席自由 ¥500 友
の会 ¥450

※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。一般発売日 1/16木

4/24金16：00開演（15：30開場）

主催：ハンプトンジャパン

全席指定 ¥7,000 友
の会 ¥6,500

※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。

ムーサ友の会
先行発売日1/15水 一般発売日 1/17金

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） 

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、NPO法人子ども劇場東京都協議会、劇団かかし座　協力：NPO法人立川子ども劇場

アメリカの若者たちと日本の子どもたちが3日間、歌やダンスのワークショップで
作り上げたショーの発表です。是非ご覧下さい！

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

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！

友
の会 ¥4,000
全席指定 ￥4,500（当日¥5,000）

3/13金19：00開演（18：30開場）

わらび座ミュージカル KINJIRO！共催

※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

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
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。

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

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

予定曲目 夜明けのスキャット、生きがい、手紙、ルーム・ライト、あなたにとって　ほか

出　　演 三遊亭鳳楽、三遊亭鳳志、三遊亭鳳笑、三遊亭鳳月、伊藤夢葉（マジック）

※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。

※膝上鑑賞可能な幼児はチケット不要。

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

大ホール
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。

友
の会 ¥2,520全席指定 ￥2,800（当日¥3,000）

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

大ホール1969年「夜明けのスキャット」でデビューし、2019年にデビュー50年目を迎えた由紀さおりの
記念公演。思い出がよみがえるような楽曲や、由紀さおりの新たな世界観をお楽しみください。
皆様に「感謝」をお届けいたします。

由紀さおり50年記念コンサート2019～2020“感謝„共催

※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　

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

小ホール

発売中

発売中

立川市内障害者団体による音楽会♪合唱、合奏、踊り、トーンチャイム演奏
等を発表。ハンディキャップを持った人たちが音楽を通して自分自身を表
現する場として企画されたコンサート。当日はプロの人達とダウン症の人
達による和太鼓演奏もあり、小さい子から大人まで楽しめる内容です。出入
り自由なので、お気軽にお立ち寄り下さい。

2/2日13：00開演（12：30開場）

第21回 春を呼ぶコンサート共催

主催：NPO法人立川市障害者後援会

全席自由 ￥3,000　学生（大学生以下）¥1,000
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。

【開催日】 （予定）5/16土・17日
【出演者】◆募集数：約200団体　◆募集期間：1/15（水)まで　※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

◆会場：立川市内（サンサンロード、商業施設店頭、飲食店等）

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

平成30年度表彰式の様子

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。

1/15水
締切（必着）

募集 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。

発売中 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
1/26日17：00開演（16：30開場）

伊勢正三 LIVE 2020 ～Re-born～共催

※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

入場
無料

予定曲目 パプリカ、北国の春、ブンバ・ボーン！、手のひらを太陽に　ほか

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

第16回WILL美術家展共催

会派を超えて作家たちが多摩エリアを拠点に地域の芸術文化の高揚と発展を願って活動
しています。内容は洋画、日本画、墨彩画、水墨画、版画で大作（100～150号）約30点を
展示。作家との交流もあります。

主催：WILL美術家会　後援：東京都市長会、立川市、立川教育委員会 松本哲実「蹴合い」

入場
無料 展示室

2/15土 14：00～16：00●ギャラリートーク

第26回アートギャラリー展大賞
深水 雅一郎 版画「決断の朝」

第27回たちかわアートギャラリー展作品募集

多摩フレッシュ音楽コンサート2020 出場者募集募集

◆応募期間：1/15（水）～3/31（火）※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ご持参下さい。
　　　　　　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、その他素材、版画、きり絵、ちぎり絵
◆作品規定：はがきサイズからF30号以下（最大寸法は、額縁含む940㎜以内×757㎜以内、厚さ150㎜以内）／
　　　　　　平面作品（半立体含む）で壁面取り付け可能なもの（第27回から額縁の大きさの規定はなくなりました）。
◆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：5/9（土）～5/10（日）10：00～17：00　◆会　　場：たましんRISURUホール展示室
◆会　　期：5/16（土）～5/24（日）　10：00～17：00　※5/18（月）は休館。最終日は15：00まで
後援：立川市　協賛：額縁専門店プリムベール、ホルベイン画材（株）、（株）ミューズ　協力：合人社計画研究所グループ

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2020」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又は大学出身の方
 【声楽部門】 1990年4/2～2005年4/1までに生まれた方　
 【ピアノ部門】 1992年4/2～2005年4/1までに生まれた方
◆選考会 【ピアノ部門】 【日程】4/21(火)　　
　（非公開） 【声楽部門】 【日程】4/23 (木)　 
 ※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】7/ 1(水)18：00開演予定　 
　（公開） 【声楽部門】 【日程】7/ 6(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：10万円　◆優秀賞（第2位）奨学金：5万円　
 ※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 詳しくは、当財団の募集ホームページを熟読の上、お申込み下さい。設置場所（たましんRISURUホールほか）など、詳しくはお問合せ下さい。
主催：東京多摩公立文化施設協議会　協賛：株式会社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

※両日とも大ホール

※両日とも大ホール

3/25水
締切（必着）

（持参の場合は17：00まで）

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（未就学児） 
　　　　　　　 ◆定員20組程度
13：00～14：00 ◆対象：小学生～大人 
　　　　　　　 ◆定員30名程度

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。

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（未就学児） 
　　　　　　　 ◆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！

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

2/2日
10：30～11：30 ◆対象：3～6歳（未就学児） ◆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

託児

立川市役所に設置されている絵画や彫刻などをボランティアの方の案内で鑑賞し、特別講師の彫刻家の大槻孝之さんの
解説付きのアート鑑賞ツアーです。国立極地研究所の南極・北極科学館は、自由鑑賞となります。

【現地集合・解散】立川市役所アート＆南極・北極科学館 鑑賞ツアー募集

3/28土10：00～12：30（荒天中止）　［立川市役所］集合・解散
◆参加費：無料（交通費などはご負担下さい）　◆移動：徒歩　◆申込締切：2/14（金）（必着）　
◆定員：20名（抽選）※最少催行人員：10名。2018年度の落選者を優先（落選者の方も、今回も応募は必要です）。　
◆応募者全員（4名以内）の住所、氏名（ふりがな。代表者に○印）、年齢、電話番号、「市役所アート」と書いて、はがき、FAXまたはEメールで立川市地域文化振興財団まで。
　Eメール：bijyutsu@tachikawa-chiikibunka.or.jp　〒190-0022 立川市錦町3-3-20　（公財）立川市地域文化振興財団　FAX.042-525-6581

要事前申し込み

◆日程：1/11（土）、2/15（土）、3/14（土）、4/11（土）、
　　　 5/3（日・祝）～６日（水・休）（5/6成果発表公演）
◆場所：たちかわ創造舎、子ども未来センター ほか、
　　　 RISURUホール展示室（成果発表公演）
◆予約・お問い合わせ：
　tachikawaSPsince2016@gmail.com　
　いつからでも参加可！
◆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　企画運営：鮭スペアレ

共催 3年目！バージョンアップ！
中高生と創るシェイクスピア劇　出演者募集

◆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

2/11●～16日10：00～18：00（最終日は17：00まで）火・祝

西洋の美術作品を専門とする国立西洋美術館。建物は世界文化遺産にも登録され、国内外を問わず大人気の国立西洋美術館の「常設展」で
3点の作品をじっくり鑑賞する対話式のギャラリートークに参加します。企画展「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」は、自由鑑賞となります。

【現地集合・解散】国立西洋美術館ギャラリートーク（鑑賞ツアー）募集

3/26木11：00～13：30（※ギャラリートーク所要時間は約45分）
◆参加費：一般当日￥1,700　大学生当日¥1,100　高校生当日￥700　中学生以下無料　
　　　　 ※参加費は企画展「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」を含めた料金です。
◆申込締切：2/7（金）（必着）　◆定員：24名（抽選）※最少催行人員：10名。　
◆対象：小学生以上（小・中学生は保護者同伴）　◆交通費・食事代等は各自ご負担下さい。
◆応募者全員（4名以内）の住所、氏名（ふりがな。代表者に○印）、年齢、電話番号、「西洋美術館」と書いて、はがき、FAXまたはEメールで立川市地域文化振興財団まで。
　Eメール：bijyutsu@tachikawa-chiikibunka.or.jp　〒190-0022 立川市錦町3-3-20 　（公財）立川市地域文化振興財団　FAX.042-525-6581

要事前申し込み

大ホール

S席¥5,000 A席¥4,000 
自由席(2階席)¥3,000（稲城市民オペラ、チケットぴあでの取り扱い）

※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。
※開場後、ワークショップ、体験稽古開催。

ボンジョルノ！市民オペラ オペラ「愛の妙薬」後援

大ホール5/5●・5/6●15：30開演（11：00開場） 火・祝 水・休

発売中

出演 柴田真郁（指揮）、馬場紀雄（演出）

国立西洋美術館 外観　Ⓒ国立西洋美術館


