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4 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（立川市市民会館）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。 1

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・お問合せは ☎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/

ネーミングライツの導入により2014年1月から「たましんRISURUホール（立川市市民会館）」となりました。立川市市民会館の愛称「アミューたちかわ」の使用は終了しました。

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！　
●年会費はクレジットカードやコンビニで便利にお支払いいただけます！（会館窓口での現金支払いも可）　●情報紙「ムーサ」のお届けや、来館アーティストのサイン色紙プレゼントにご応募いただ
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！

メール・マガジン
「ムーサ」会員募集中！

無料登録していただくと、手軽に公演や募集情報を受信できま
す。QRコードを読み込んで空メールを送るだけの簡単登録で
す。（ムーサ友の会とは連動していません。）

☎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・お問合せは
（立川市市民会館）

2014年9月以降発売する財団主催事業において、視覚障害者席を設けました。（一部対象外あり）　詳しくは窓口へお問合せ下さい。

●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～

2015

No.225
奇数月初旬

発行

9・10月号
ム
サ

～ 文 化 ととあなたの懸け橋

吉沢京子

エマ･オサリバン

高橋惠子 勝野洋

ⒸK.Miura 徳永二男

徳永二男が案内する『楽器の謎！』※未就学児は入場できません

いまや日本クラシック界の巨匠となったヴァイオリニスト・徳永二男がナビゲーターになり、毎回素敵な演奏家をゲストに迎え、それぞれの楽器の歴史や特性、秘密についての楽しいお話と演奏で綴ります。
《楽器についての質問募集中！ 詳しくは財団ホームページをご覧下さい。》

ⒸミューズエンターテインメントⒸSunichi Atsumi

『楽器の謎！ 7 チェロ』12/19土14：00開演（13：30開場）

ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ　ハ長調 op.3
　　　  ：ノクターン op.9-2
サン=サーンス：白鳥　ほか

予定曲目

ゲスト：古川展生（チェロ）
1995年第64回日本音楽コンクールチェロ部門第２位入賞。96年ハ
ンガリーのリスト音楽院に留学。97年第27回マルクノイキルヘン国
際コンクール（ドイツ）チェロ部門にてディプロマ賞受賞。98年帰国
後、東京都交響楽団首席チェロ奏者に就任。

主催

及川浩治 「ピアノ、そして立川を語る」デビュー20周年
特別トークイベント

古川展生

発売中

『楽器の謎！ 6 チェンバロ』9/19土14：00開演（13：30開場）

バッハ：平均律クラヴィア曲集第1巻 第21番 変ロ長調
　　  ：ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第4番  ハ短調
スカルラッティ：ソナタ イ長調 K.208、イ長調 K.113
ラモー：前奏曲、アルマンド、ガヴォットと6つの変奏曲　ほか

予定曲目

ゲスト：曽根麻矢子（チェンバロ）
実力、人気ともに日本を代表するチェンバロ奏者。1986年ブルージュ国際チェンバロ・コンクールに
入賞後、故スコット・ロスに指導を受ける。現在、上野学園大学教授。

曽根麻矢子

心躍る民族音楽にのせた軽快なタップと、神秘的で妖艶な歌声。ケルトの伝統を守り続けるアイリッシュ・エンターテイメントが、本
場アイルランドからこの秋到来。壮大なメロディが美しい「ユー・レイズ・ミー・アップ」「ダニー・ボーイ」ほか、ケルト文化が息づく
フォークミュージックの数々、そして激しい靴音がステージを沸かすアイリッシュ・ダンス！ 是非、ご期待下さい。

エマ･オサリバン  (ダンス･ソリスト)からのメッセージ
私が今回踊るシャンノースダンスというのは、主にアイルランド西部で受け継がれてきた独特な踊りで
す。群舞とは違い、1人のダンサーによって踊ります。力を込めず、ぶらぶらと気の赴くままに動かす手が
特徴のフリー･スタイルのダンスです。ご注目頂きたいのは、酒樽の上で踊るこのダンス。日本の皆さま
に、音楽に合わせて手拍子を頂き、エネルギーを送って頂きたいです。
よりダイナミックになったステージでお会いしましょう！

主催：光藍社、（公財）立川市地域文化振興財団　後援：アイルランド大使館

主催

※未就学児は入場できません

笑ホール寄席

台所鬼〆立川らく朝

ザ･アイリッシュダンス ラグース

発売中 全席指定 ¥5,000
※未就学児は
　入場できません

友
の会 ¥4,500

ON
LINE 託児9/13日

14：00開演
（13：30開場）

三世代同居家族を描いた中野實の傑作喜劇。
昭和29年度の第九回文部省芸術祭賞、ならびに第七回毎日新聞演劇賞・脚本賞と
数々の栄誉に輝いた最高傑作と華やかな日本舞踊との豪華二本立てです。

『spark』以来、2年ぶりとなるニューアルバム『TEN』が8/26に発売!ニューアルバム『TEN』を引っ提げた
全国ツアーが、立川を皮切りにスタートします! お楽しみに!

高橋惠子、勝野洋、吉沢京子、一色采子、丹羽貞仁、瀬戸摩純、伊藤みどり、立松昭二、小宮健五  ほか出演

製作　　松竹
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※未就学児の入場はできません

※ムーサ友の会会員割引はございません
※未就学児童のご入場は同行保護者の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑に
　ならない様ご覧頂く事を大前提とさせて頂きます
※小学生以上の方はチケットが必要となります

平成二十七年度 松竹特別公演

発売中 全席指定
S席 ¥5,000
A席 ￥4,000

友
の会 各席1割引

デビュー２０周年記念 

及川浩治ピアノ・リサイタル
「僕がサントリーホールで正式にリサイタル・デビューをしてから、２０年が経ちました。
 今回のプログラムは、それぞれの曲に忘れることのできない思い出がある作品を集めています。
 このコンサートを、これまで応援して下さった全ての方々に、心からの感謝を込めてお贈りします。
 そして、学生時代から昨年のリニューアル記念公演を含め何度も演奏をしてきたこの立川市市民会館で、
 20周年のコンサートができることは特別な喜びです。」及川浩治

国立音楽大学出身の及川さんは、デビュー前から立川市市民会館で研鑽を積み、多くの人を魅了していました。
そんな及川さんと市民会館との関わり、生い立ちや国際コンクールなどのお話と思い出の曲、数曲を演奏する特別なイベント。

※ムーサ友の会会員割引はございません

全席指定 S席￥ 3,000 A席 ￥2,000
　　　　 B席（特別価格・2階席後方） ￥1,000

全席指定 ￥500

ORANGE RANGE  LIVE TOUR 015 ～TEN～

主催：ラウンド・アバウト、（公財）立川市地域文化振興財団

立川市女性総合センター・
アイムホール
立川市曙町2-36-2ファーレ立川・センタースクエアビル1F

※アイムホール専用の駐車場はありません。車でお越しの
際は、周辺の駐車場をご利用下さい。

※プレイガイドはありませんので、チケットのお求めはたまし
んRISURUホールへお問合せ下さい。

［JR中央線・南武線・青梅線・五日市線］立川駅下車北口徒歩7分
［多 摩 モ ノ レ ー ル］立川北駅下車徒歩5分

196席

※未就学児は
　入場できません

主催

主催

第五回 アイム落語研究会

ON
LINE 託児9/15火

18：30開演（18：00開場） 柳家わさび
（柳家さん生の弟子）

柳亭小痴楽
（柳亭痴楽の弟子）

林家なな子
（林家正蔵の弟子）

林家あずみ
（林家たい平の弟子）

ゲスト：矢代朝子
（女優）

主催

全席指定 ¥6,800

※未就学児は入場できません

昨年始まったこの「夢」のコンサート・・・
今年の２月、大盛況にてファイナルを迎えました。
早くも秋から第二弾として、立川からツアーがスタートします！
「青春の影」、「心の旅」、「サボテンの花」、「銀の指環」など名曲の数々をお楽しみ下さい。

友
の会 ￥6,300 財津和夫

スペシャルゲスト：
姫野達也

財津和夫コンサート2015～2016
スペシャルゲスト：姫野達也 ～TULIPの夢を歌う２～

9/26土
17：30開演（17：00開場）

ON
LINE 託児

発売中

主催

全席指定

主催：立川市、（公財）東京都歴史文化財団（東京文化会館）
企画協力：東京オーケストラ事業協同組合、（公財）立川市地域文化振興財団

※未就学児は入場できません

「炎のコバケン」3年ぶりの立川登場は、ベートーヴェン亡き後、交響曲の王道を継承したブラームスの傑作「交響曲
第1番」をお届けします。第12回東京音楽コンクールピアノ部門を制した俊英、梅田智也の独奏によるラフマニノフ
の「ピアノ協奏曲第２番」とともにお楽しみ下さい。　

●学生各席 ¥1,000引　
●親子割引（A・B席のみ）
　小・中学生１名 ￥500　

フレッシュ名曲コンサート
小林研一郎／日本フィルハーモニー交響楽団

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18、ブラームス：交響曲 第１番 ハ短調 op.68

梅田智也

小林研一郎 Ⓒ満田聡

主催

友
の会 各席1割引

友
の会 ￥900

　　　　　指揮：小林研一郎
　　　　　ピアノ：梅田智也（第12回東京音楽コンクールピアノ部門第1位及び聴衆賞受賞者）
　　　　　管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

出演

柳家花緑、橘家文左衛門、三遊亭白鳥、立川らく兵出演

曲目

S席 ¥3,500
A席 ￥2,500
B席 ￥1,500

ON
LINE 託児

ON
LINE

ON
LINE

10/3土15：00開演（14：30開場）
発売中

全席指定 ￥1,000

友
の会 ￥1,800 ●学生￥1,000引
各公演とも全席指定 ￥2,000

10/22木
19：00開演（18：30開場）

12/4金

9/4金

発売中

発売中

●学生各席（S・A席のみ）￥1,000引 ●親子割引（A席のみ）小・中学生1名￥500

残席僅少

発売中 全席指定 ¥5,500 残席僅少

9/30水19：00開演（18：30開場）

主催「王女メディア」一世一代、ふたたび。
「長く記憶に残る演技」と高い評価を受けた初演から37年。熱いアンコールにお応えして、
初日の公演は立川から平幹二朗が、一世一代、ふたたび、「王女メディア」に挑む。

企画・製作：幹の会＋リリック

エウリーピデース 修辞 演出高橋睦郎 髙瀬久男、田尾下哲
出演 平幹二朗、山口馬木也、三浦浩一、若松武史ほか
原作

友
の会 各席1割引

※未就学児は
　入場できません

ON
LINE 託児

全席指定 S席 ¥5,000 A席 ￥4,000発売中

平幹二朗ⒸKazumi Kurigami

ON
LINE9/18金19：00開演（18：30開場）

主催

ON
LINE 託児2016.1/16土

17：30開演（17：00開場）

五輪真弓
コンサート2016 ～恋人よ～

主催

時代を重ねるように歌が生まれてきた…
名曲の数々とともに五輪真弓の変わらぬ歌声をお楽しみ下さい。

ムーサ友の会
先行発売日 10/2金 10/4日一般発売日

※未就学児は入場できません

制作：MSエンタテインメント・プランニング、企画制作：ロレイユ、後援：SONY MUSIC DIRECT

主催：夢空間、（公財）立川市地域文化振興財団、企画制作：春々堂

全席指定 S席 ￥6,500 A席￥6,000

ON
LINE 託児2016.1/23土

15：30開演（15：00開場）

新春たちかわ寄席
三遊亭小遊三、林家たい平 二人会～対決!! “大月”VS“秩父”立川編～

主催

※未就学児は
　入場できません全席指定

S席¥3,500
A席¥3,000

三遊亭小遊三、林家たい平 ほか
出　演

0才からのオペラ・デビュー♪親子で楽しむ クラシック名曲コンサート

こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」
主催

ムーサ友の会
先行発売日 9/25金 9/27日一般発売日

※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

※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は有料。※公演時間は約65分、休憩なし。
全席指定  大人¥1,500  子ども¥800  親子ペア¥2,000

ムーサ友の会
先行発売日 9/17木

9/19土一般発売日

※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

友
の会 各席1割引

ムーサ友の会
先行発売日 10/7水 10/9金一般発売日

※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

水曜コンサート主催 開催 入場無料

●多摩フレッシュ音楽コンサート声楽部門入賞者による演奏  9/16水12：20～12：50
　　◆会場：たましんRISURUホール（立川市市民会館）１階市民ロビー
　　◆演奏　斉藤真歩(ソプラノ)、村上藍（ピアノ）　　◆曲目　オペラ「ルサルカ」より「月に寄せる歌」、朧月夜、夏は来ぬ ほか

●金管四重奏  10/21水12：20～12：50
　　◆会場：たましんRISURUホール（立川市市民会館）地下展示室
　　◆演奏　新日本BGMフィルハーモニー管弦楽団
　　　　　　荻原和音(トランペット)、田中沙緒里(トランペット)、竹内修(ホルン)、白井友理恵(トロンボーン)
　　◆曲目　ハンガリー舞曲第５番、ドラゴンクエストより「序曲のマーチ」ほか　  　　

※曲目は変更となる場合があります。

立川市役所ロビーコンサート主催 開催 入場無料

●金管四重奏  10/13火12：20～12：50
　　◆演奏　新日本BGMフィルハーモニー管弦楽団
　　　　　　荻原和音(トランペット)、田中沙緒里(トランペット)、竹内修(ホルン)、白井友理恵(トロンボーン)
　　◆曲目　ハンガリー舞曲第５番、ドラゴンクエストより「序曲のマーチ」ほか

●クラリネットアンサンブル「ランピ」  11/5木12：20～12：50
　　◆演奏　緒形真依子、倉愛花理、篠塚恵子、宮城幸奈、矢口愛珠
　　◆曲目　アダージョ・カンタービレ、星に願いを ほか

◆会場：立川市役所１階多目的プラザ ※曲目は変更となる場合があります。

ON
LINE 託児各公演とも全席指定 ¥2,300 友

の会 ¥2,000

古今亭菊之丞立川志らく

主催

※未就学児は入場できません

※未就学児は入場できません

ON
LINE 託児12/23●15：00開演（14：30開場）水・祝

発売中

発売中

友
の会 各席1割引

友
の会 各席¥500引

ON
LINE11/4水18：30開演（18：00開場）

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

公演迫る!!

公演迫る!!

公演迫る!!
公演迫る!!

ムーサ友の会
先行発売日 9/2水

9/4金一般発売日

※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

小ホール

小ホール

公
益
財
団
法
人 

立
川
市
地
域
文
化
振
興
財
団
情
報
紙

※会場は4面「アイム落語研究会」
　地図を参照下さい

※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

リスト：ダンテを読んで～ソナタ風幻想曲、リスト：コンソレーション（慰め） 第３番、リスト：ラ・カンパネラ（ブゾーニ編）
ワーグナー/リスト：イゾルデの愛の死、ショパン：ノクターン 第１０番 変イ長調 op.32-2
ショパン：ノクターン 第１６番 変ホ長調 op.55-2、ラフマニノフ：ピアノ・ソナタ 第２番 変ロ短調 op.36

予定曲目

ON
LINE2016.1/24日

14：00開演
（13：30開場）
クラシックの名曲から童謡、手遊び歌まで、聴くだ
けではなく、目で見て、体で感じて楽しめるドキド
キわくわくのこどもオペラへようこそ！
仲良し兄妹のヘンデルとグレーテルが森の中で
出会ったのは、たくさんの動物たちとたくさんの
お菓子、そして…おそろしい魔女！？

たくさんの動物たちに会える童謡「ぞうさん」「アイアイ」、みんなで手遊び「あたまかたひざポン」「おにのパンツ」
お菓子の歌「ホットケーキはすてき」「アイスクリームのうた」
オペラ「ヘンゼルとグレーテル」より「ホークスポークス魔法だぞ」、「誰も寝てはならぬ」ほか

ヘンゼル役：富本泰成、グレーテル役：池羽由、
パパゲーノ・魔女役：三浦義孝、
ピアノ：稲生亜沙紀、ヴァイオリン：谷村愛美、
オーボエ：秋元桜子、ホルン：田中みどり

予定曲目

出演

友
の会 大人￥1,350

立川市女性総合センター
アイムホール

主催：マネジメント・オブ・アーツ、（公財）立川市地域文化振興財団、後援：立川市教育委員会

及川浩治

五輪真弓

ⒸYuji Hori

「恋人よ」
「心の友」  ほか

予定曲目

※曲目は変更となる場合があります

公演迫る!!

笑点でお馴染みの三遊亭小遊三と林家たい平、
郷土愛に燃える二人の落語対決「大月vs秩父」・・・
軍配はいずれに!!

立川市女性総合センター
アイムホール

19：00開演（18：30開場）

三遊亭小遊三、林家たい平 二人会～対決!! “大月”VS“秩父”立川編～

ON
LINE 託児土

00開場）

三遊亭小遊三、林家たい平 ほか

笑点でお馴染みの三遊亭小遊三と林家たい平、
郷土愛に燃える二人の落語対決「大月vs秩父」・・・

大ホール

三遊亭小遊三林家たい平

財団どこでもステージ主催 開催

●一番町みんなのコンサート  10/31土13：00～15：30
　　◆会場：立川市立天王橋会館（立川市一番町3-6-1）　
　　◆演奏　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、
　　　　　　巻渕麻利子（ヴァイオリン） ほか

入場無料 （定員あり/先着順）

共同主催：天王橋会館管理運営委員会


