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第27回立川よいと祭り
～光と音のシンフォニー～

開催

まちの賑わいづくりや活性化を目指し、みこしやお囃子の
パレードなどを実施します。

募集 サンクタス立川ギャラリーを無料でご利用いただけます。展示の様子は財団Facebookにて掲載いたします!!日ごろの成果発表の場の一つとしてご活用下さい。 お知らせ ファーレ立川アートコレクションの掲載はお休みします。

発売中

発売中

発売中

発売中

発売中

公演内容は下記
広告面参照

公演内容は3面の
広告参照

ルトスワフスキ:「クリスマス・キャロル」より / グリエール:ホルン協奏曲
シマノフスキ:バレエ・パントマイム「ハルナシェ」プログラム

音楽監督・指揮:今村能　管弦楽:フィルハルモニア多摩
テノール独唱:今尾滋　ホルン独奏:田中大地
合唱:多摩フィルハルモニア合唱団　東大和少年少女合唱団

出演

柳家さん八、三遊亭圓王　ほか出演

第7回ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ公演共催

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

主催：ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ

主催：西多摩カッパ友の会

※3歳以上入場可
※自由席のみ当館では取り扱いがございません。7/20●16：00開演（15：30開場）月・祝

元Kバレエ・カンパニーのスター、松岡梨絵、橋本直樹がゲスト出演！
ロイヤルバレエ団付属「エルムハースト」バレエ学校生徒と日本の将来を担う
若人達との国際交流公演。演目は「眠れる森の美女」第3幕、「バレエ・コンサート」。
舞台美術：さとうその子（立川市在住のオブジェ作家）

8/21金・22土（1泊2日）

雄大な山々の眺め、美しい湖など、立川にはない魅力を数多く持つ大町市。
その魅力を体験して「スクラップブッキング」として思い出に残して伝える『大町観光特派員』を募集します。

日本生まれのうちわ型の紙人形「ペープサート」を作って遊びましょう！

第22回たちかわアートギャラリー展が5/23（土）～31（日）まで開催されました。入賞者の作品は、財団ホームページhttp://www.tachikawa-chiikibunka.or.jpにてご覧いただけます。

小谷野　睦夫 「馬車道」　水彩　30号

◆内　容　万灯みこし、お囃子、YOSAKOIなるこ踊り、民踊流しなど
　　　　　※詳細については財団ホームページ等に掲載します。
◆主　催　立川よいと祭り実行委員会
◆問　合　立川よいと祭り実行委員会事務局（（公財）立川市地域文化振興財団）
　　　　　TEL042-526-1312

募集

募集

姉妹市・長野県大町市との交流事業 ～大町観光特派員を募集～

報告 第22回たちかわアートギャラリー展入賞作品

◆定員　先着230名　◆料金　全席自由・入場無料・要予約　※空きがある場合のみ当日入場可
◆申込　たましんRISURUホール1階受付へお申込み下さい。
　　　　ご来館またはお電話にて①お名前②電話番号③人数をお知らせ下さい。

※未就学児は入場できません

※未就学児は
　入場できません

※未就学児は
　入場できません

※未就学児は
　入場できません

劇団カッパ座 西多摩公演「みにくいアヒルの子」共催

7/18土13：30開演（13：00開場）

全席自由 前売り
大人￥1,600（当日￥2,100）
子ども￥1,100（当日￥1,600） 友

の会 各席１割引
※子ども：3歳から小学生以下。 ※2歳以下無料（ただしお席が必要な場合は有料）

「神さま・・・ぼく、アヒルだよね・・・」アンデルセン童話の名作。
劇団カッパ座が贈る愛と感動の物語「みにくいアヒルの子」をお楽しみに。

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

主催：サウンドポート

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

高橋竹童 津軽三味線演奏会共催

9/12土14：00開演（13：30開場）

全席指定 ￥3,500 友
の会 ￥3,150

津軽三味線の大家、初代高橋竹山最後の内弟子 高橋竹童。
９年ぶりの立川での演奏会は、尺八奏者の佃康史を迎えて
息のあった演奏を披露致します。
「津軽じょんから節」「おわら風の盆」などお馴染みの曲をお楽しみ下さい。

指定席 S席￥4,000　A席￥3,500
自由席￥3,000 友

の会 各席１割引

発売中

夏休み元気いっぱい親子こんさーと 「音楽動物園」共催

主催：多摩ミュージック21

※3歳未満、膝上無料

聴いて、見て、歌って、体も動かそう！はじめて生のコンサートを体験するちびっ子にぴったりです。
動物の歌、手遊びの歌、いろいろな楽器の演奏、ステージで体操、絵本と音楽・・・
楽しさいっぱいのコンサートです。

全席指定 大人￥1,500（中学生以上）
　　　　 子ども￥800（3歳以上）

友
の会 ￥1,350（大人のみ）　●当日各席￥100増し

友
の会 ￥2,700

たましんＲＩＳＵＲＵホール　イベント・スケジュール

主催：多摩フィルハルモニア協会

主催：アクセス

10/12●14：00開演月・祝

魅惑のポーランド・ウクライナ音楽をあなたに！ 
～多摩フィルハルモニア協会 第10回定期演奏会

共催

全席指定 ¥3,000

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

8/1土12:00～21:00（予定）
◆会　場　サンサンロード（立川駅北口多摩モノレール下）

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、（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

立川混声合唱団40周年記念コンサート9/6(日) 14:00 無料 立川混声合唱団
荒井宛 042-536-8118

第20回二胡ソロにチャレンジ！7/12(日) 10:00 無料 楽コーポレーション
岩本宛 090-1815-7207

第23回ジャズムーブメント発表会7/18(土) 16:20 無料 ダンス・ダンス・ダンス
柿添宛 042-543-7934

Mr.都市伝説 関暁夫の都市伝説
トークライブツアー２０１５7/12(日) 19:30 3,800円 株式会社ラクツナ

森宛  090-1700-5247

立川リコーダーアンサンブル第28回コンサート7/26(日) 14:00 無料 立川リコーダーアンサンブル宛
042-531-5735

ピアノクラブオルフェウス9/5(土) 14:00 無料 ピアノクラブオルフェウス
野口宛 090-9236-9687

小ホール

大ホール

交通安全市民のつどい9/5(土) 14:00
立川警察署交通総務課
042-527-0110(内4112)
立川市役所交通対策課
042-523-2111(内2279) 

無料

国分寺市交響吹奏楽団 第33回定期演奏会9/6(日) 13:30 国分寺市交響吹奏楽団
石井宛 080-9678-7151無料

サブホール

お葬式無料学習会7/25(土) 14:00 アートメモリー80株式会社
0120-644-996無料

展示室

２０１５平和をめざす戦争展in立川9/4(金)～
9/6(日) 10:00 平和を考える市民の会

龍田宛 042-537-6423無料

第２２回パステル画会展9/7(月)～
13(日)

初日13:00/
10:00

パステル画会
長宛 042-534-7982無料

友
の会 ￥5,500

主催：東京労音府中センター

8/22土15：00開演（14：30開場）

7/28火10:30開演（10:15開場）

全席指定 ￥6,000

’65年のエレキブームから50年！伝説のテケ・テケ・ギタリスト ドン・ウィルソンのラストツアー!!

ベンチャーズ JAPAN TOUR 2015 
ドン・ウィルソン ラストツアー!!

共催

ダイアモンド・ヘッド、パイプライン、キャラヴァン　ほか予定曲目

アイ・ウィル・フォロー・ヒム、ジョイフル・ジョイフル、きよしこの夜、オー・ハッピー・デイ、アメイジング・グレイス ほか予定曲目

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

主催：夢空間

柳家小三治 独演会共催

8/23日14：00開演（13：30開場）

全席指定 S席￥3,800　A席￥3,300
人気実力ともに当代随一の小三治師匠。古典落語の妙味を十二分にお楽しみ下さい。

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

友
の会 各席１割引

柳家小三治 Ⓒ山田雅子

春風亭小朝 独演会共催

10/10土13：30開演（13：00開場）
たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

全席指定 ￥3,600 友
の会 ￥3,200

ムーサ友の会
先行発売日 7/15水 7/17金一般発売日

今村能

出演 柳家小三治　柳亭こみち

ムーサ友の会
先行発売日 7/16木 7/18土一般発売日

※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

※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 7/13月 7/15水一般発売日

※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：（一財）東京都弘済会

名人柳家さん八・三遊亭圓王の
「本格的古典落語」（東京都弘済会の「いきいき寄席」）

共催

10/2金14：00開演（13：00開場）

全席自由 ￥500 友
の会 ￥450

当代実力派２名人が、おもしろくて、泣ける「古典落語」をたっぷりとお聞かせします。
秋の一日、円熟の話芸に酔う、至福のひと時をお過ごし下さい。

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

7/12日一般発売日

※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

7/1水一般発売日

※未就学児は
　入場できません

主催：東京労音府中センター

11/25水18：30開演（18：00開場）
全席指定 ￥5,500 友

の会 ￥5,000

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

ムーサ友の会
先行発売日 8/29土 9/3木一般発売日

※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5枚まで購入できます

ムーサ友の会
先行発売日 7/22水 7/24金一般発売日

※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

※4歳以上有料
　3歳以下は膝上無料

主催：和太鼓グループ彩-sai-

和太鼓グループ彩-sai- 衝動Ⅱ-light edition-共催

11/7土14：00開演（13：30開場）

全席指定 ￥3,000 友
の会 ￥2,700

東京大学にて結成。今年10周年を迎え全国ツアー『衝動Ⅱ』を開催
新たなパフォーマンスの可能性を切り開く和太鼓集団。

ビートルズの伝説のステージがThe Returnによって蘇る！
2015年、来日決定！ジョン、ポール、ジョージ、リンゴのそっくりさん４人組はその容姿
のみならず、歌声や楽器演奏、ステージングまで当時のビートルズを完全再現します。

全米トップ・ゴスペル・グループによる感動と思い出のクリスマス・ゴスペル!
映画「天使にラブ・ソングを…」の大ヒット曲から誰もが楽しめるクリスマス・ソングまで、
本物のゴスペル・ソングをお届けします!

※未就学児は
　入場できません

主催：テイト・コーポレーション

写真提供：国立音楽大学

クリスマス☆ゴスペル2015
グローリー・ゴスペル・シンガーズ

共催

12/20日14：00開演（13：30開場）
全席指定 S席￥6,500 友

の会 S席￥6,000

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
小ホール

会 場

2013年に発表されるや、たちまち25万部を突破するベストセラーとなった
恋愛小説『わりなき恋』を、著者・岸惠子みずからが舞台化。
ピアノ：細井豊、演出：星田良子

主催：（株）サンライズプロモーション東京

岸 惠子 朗読劇「わりなき恋」共催

9/2水15：00開演（14：30開場）
たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

発売中
※未就学児は
　入場できません全席指定 ￥5,800 友

の会 ￥5,300

●チケット半券の提示で他の作品が2回まで
　観劇できるワンコインチケット ¥500

8/2（日）
8/8（土）
8/9（日）
8/22（土）
8/23（日）
8/28（金）
8/30（日）

15:00
17:00

12:00/15:30
18:30

13:30/17:00
19:00

15:00/18:30

おぉ！HAPPY DAY！

ミュージカル・レヴュー「星の夜の夢」

茨の森の眠り姫

ロゥリー＆たっきぃレビュー
Stepping Out ～明日にふみだせ～

稲城ふるさと劇団

カジキタドリーム

中高年パフォーマンスグループ　たっきぃ
パッションミュージカル

劇団 PASSKEY × お芝居空間イスモナティ

木崎湖でカヌー体験や和紙づくり体験、大町流鏑馬（やぶさめ）太鼓の鑑賞など、
自然・地域文化交流を行います。なお、内容は天候等により変更することがあります。体験内容体験内容

舞香 「神々の謡」 ～知里幸恵の生涯～特 別 企 画

主催 第24回たちかわ真夏の夜の演劇祭

たちかわ演劇祭
イメージキャラクター

※荒天中止。（開催については当日決定します。）

後援 ふれあいミュージックフェスティバル2015

◆主催・問合　（社福）立川市社会福祉協議会　TEL.042-529-8323　FAX.042-529-8714  
※お申込みは7/1（水）から同協議会にて先着順で受付いたします。（日・祝祭日はお休みです。） 

◆会　場　国立音楽大学講堂大ホール（立川市柏町5-5-1）
9/27日14:00開演（13:30開場）入場無料（要整理券）
国立音楽大学関係者等による演奏

各公演 ¥2,000

8/16日15：00開演
19歳でこの世を去ったアイヌの少女知里幸恵。 金田一京助博士との出逢いにより、失いかけた民族の誇りに目覚め、その命
と引き換えに「アイヌ神謡集」という一冊の本を私たちに残しました。 激しい時代の流れの中で、闘い、生きた幸恵さんの生涯
を通して、皆さんの身近にある「いじめ」や「差別」について考えてみませんか？小・中学生の方もぜひご来場下さい。

友
の会 ￥1,800

※入場の際の年齢制限はございません。
※前売チケットの販売はございません。当日２階受付にてチケットをご購入下さい。
※友の会会員の方はチケット購入前に１階会館窓口へお立寄り下さい。そちらで割引券を発行いたします。 主催：全日本ピアノ指導協会（ピティナ）八王子支部

（敬称略）

第39回ピティナ・ピアノコンペティション 東日本４地区本選共催

8/7金～8/8土10：00～19：30（予定）
たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
大ホール

会 場

当日のみ全席自由 ￥700 友
の会 ￥500

東京・神奈川地区の予選を通過した未就学児から中学２年生までの子ども達が、全国決勝大会を目指して日頃の練習成果を発揮する場です。

◆対　　象　小学生以上（中学生以下は保護者の同伴が必要）　◆募集人数　35人（抽選、市内在住・在勤・在学の方を優先）
◆集　　合　午前7時、たましんRISURUホール（立川市市民会館）前　◆交通手段　バス1台
◆宿　　泊　黒部ビューホテル（大町温泉郷） ※少人数でご参加の方は、相部屋となる場合があります。
◆費　　用　大人12,000円　小・中学生6,000円（バスの代金、1日目の夕食、2日目の朝食・昼食、宿泊料、保険料などを含む）
◆申込方法　７/27（必着）までに、参加者全員(代表者に○印）の住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、在勤か在学の方は勤務先名か学校名を
　　　　　　書いて、はがきかファックス、Eメールで立川市地域文化振興財団「大町市交流事業」係
　　　　　　[〒190-0022　立川市錦町3-3-20] FAX042（525）6581　　oomachi@tachikawa-chiikibunka.or.jpへ 

立川市役所ロビーコンサート主催 開催

入場無料
●オーボエ、チェロ、ピアノの三重奏
　「ピオーチェ」 8/18火12：20～12：50
◆演奏　市川仁志(オーボエ)、井利智子(チェロ)、柴崎光子（ピアノ）
◆曲目　水上の音楽、少年時代 ほか

●多摩フレッシュ音楽コンサート入賞者による演奏
　 9/9水12：20～12：50

◆会場：立川市役所1階 多目的プラザ
水曜コンサート主催 開催 入場無料

◆会場：たましんRISURUホール（立川市市民会館）
　1階 市民ロビー
●オーボエ、チェロ、ピアノの三重奏
　「ピオーチェ」 8/26水12：20～12：50
　　◆演奏　市川仁志(オーボエ)、井利智子(チェロ)、
　　　　　　柴崎光子（ピアノ）
　　◆曲目　バレエ組曲「くるみ割り人形」より「花のワルツ」、
　　　　　　エトピリカ ほか

※曲目・出演者は変更と
　なる場合があります

財団どこでもステージ主催 開催 入場無料

●錦町ふれあいコンサート
　
◆出演　中村ゆか里、中村里奈（ヴァイオリン）、
　　　　高木文世（ピアノ）
◆曲目　モーツァルト:ディヴェルティメント、ディズニーメドレー、
　　　　モンティ:チャールダッシュ　ほか
◆共同主催　錦東和会文化部
◆主催　（公財）立川市地域文化振興財団

※曲目・出演者は変更となる場合があります
※未就学児のご参加も可能なコンサートで
　あることをご承知おき下さい。

（定員あり/先着順）

※曲目・出演者は変更と
　なる場合があります

7/20●14：00開演（13：30開場）月・祝

中村里奈
（ヴァイオリン）

高木文世
（ピアノ）

中村ゆか里
（ヴァイオリン）

◆会場：立川市錦学習館（錦町3-12-25）

高橋竹童（三味線、胡弓）、佃康史（尺八）出演

ビートルズに最も近いトリビュートバンド
THE RETURN JAPAN TOUR2015

共催

※A席はテイト・チケットセンター（TEL.03-3402-9911 平日10:00～18:00）のみ販売となります。

注）写真はイメージです。

●学生及び未就学児無料

後援 国立音楽大学夏のコンサート2015

◆主催・問合　国立音楽大学演奏課　TEL.042-535-9535
◆会　場　国立音楽大学講堂大ホール（立川市柏町5-5-1）
8/1土15:00開演（14:30開場） 入場無料（事前予約不要）

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
小ホール

会 場

◆演奏　未定
◆曲目　未定

開催

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
小ホール

会 場

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
小ホール

会 場

 A席¥3,000

7/22水
10：00～12：00 申込方法：ホームページのお申込みフォームから7/15（水）までhttp://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20150722/

講師 人形劇団ひとみ座 団員 対象 4歳以上（小学3年生以下は保護者同伴）

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
展示室

会 場「作って遊ぼうペープサート」
ペープサートで作るひょうたん島の仲間たち

財団キッズ
ワークショップvol.49

参加費 ￥500定員 20名

第46回明治大学マンドリン倶楽部
立川演奏会7/11(土) 18:00 前売2,000円

当日2,200円
明治大学校交友会立川地域支部
042-522-8696　

ぬいぐるみミュージカル「３びきのこぶた」と
「金のがちょう」7/12(日) 前売1,300円

当日1,500円11:00 劇団銀河鉄道
03-5684-3320

第15回平成27年夏季講習研修会7/31(金) 14:00 無料
（関係者）

一般社団法人関東学校
給食サービス協会宛
03-3254-5050

D.I.CREW CONCERT 2015 ～色～9/3(木)4(金) 3日(木)19:00
4日(金)18:30

創価大学クルーダンス部
代表宛 080-6359-8824

前売1,500円
当日2,000円

沢田 研二 LIVE2015
こっちの水苦いぞ8/21(金) 16:30 ちけっとぽーと

03-5561-90017,000円

開催日 開演時間
（30分前開場） 劇団名 作品名

受付
発売中

受付
発売中

大　賞 小谷野　睦夫 『馬車道』
金　賞 嶋田　善雄 『風韻Ⅱ』
金　賞 笹野　洋子 『花のある風景』
金　賞 山田　のぶ子 『三宝池』
銀　賞 小椋　雅子 『東尋坊』
銀　賞 久野　友子 『秋』
銀　賞 長　玲子 『秋の午後』

銀　賞 楠見　忠夫 『奥多摩秋の彩り』
銀　賞 遠藤　孟志 『公園にて』
銀　賞 木村　初子 『春めく』
賞候補 清水　清司 『路』
賞候補 高島　志津子 『予感』
賞候補 林野　正春 『夕やけ（チンドン屋さん）』

賞候補 山川　信子 『伸びる伸び～る』
賞候補 窪田　佳尚 『朝の通勤』
人気賞 水谷　雪江 『からすうり』
人気賞 田口　博義 『復原東京駅』
プリムベール特別賞 増田　美枝 『火の見櫓（乳頭温泉鶴の湯）』
プリムベール特別賞 小池　のり子 『花』


