
1月8日(日)10:00より 電話･net.予約開始

立川駅南口より
徒歩13分

お申込み・お問合せ：労音府中センター

☎042-334-8471
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LIVE2017

君に会いに行くよ

好評発売中

好評発売中

17：30開演2/18土

オリンパスホール八王子

八神純子
コンサートツアー2017
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17：00開演3/11土

平日10-18時
土曜10-14時

オリンパスホール八王子
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18：00開演

SS席 ￥7,000（税込）SS席 ￥7,000（税込）全席指定
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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、主催者にお問合せ下さい。
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 お問合せ
大ホール

1/15(日) Ochestra An-Nin 1＋2 Concert 14:30
無料チケット制
(CNプレイガイド
で整理券配布)

Ochestra An-Nin宛 
http://orchestraannin.web.

fc2.com/info.html

1/22(日) 宮地楽器 創業100周年記念 響け未来へ！
宮地楽器ハイライトコンサート 16:00 前売り2.000円/

当日2,200円
宮地楽器宛

042-383-5551

2/14(火) 東京女子体育短期大学 児童教育学科
第42回創作オペレッタ発表会 18:00 無料 東京女子体育短期大学 

042-572-4131

3/6(月) 国立音楽大学S科オーケストラ
第1回定期演奏会 19:00 1.500円

(自由席)
国立音楽大学S科オーケストラ
白仁宛 080-5473-4827

3/10(金) 重税反対諸要求実現立川地域総行動 9:10 無料 東京土建村山大和支部宛 
042-563-3261

小ホール

1/14(土）
0～3歳の子どもと聴く「はじめてのオーケストラ」/
オーケストラ探検コンサート/
映画音楽・タンゴ・ワルツのコンサート

11:00/
13：00/
15：00

2.000円
日本サロンコンサート協会宛

03-6457-8684  
e-mail salon@art-music.net

1/28(土） ちびっこ映画まつり 10:00 900円
(自由席)

株式会社エムアイ企画宛 
03-6383-4451

1/31(火) 歌声コンサート　 13:00
前売り1,500円/
当日2.000円
(自由席)

株式会社マイソング
03-5774-1414

2/2(木) 平成28年度 第3回都市づくりフォーラム 14:30 無料 公益財団法人東京都市づくり公社宛
042-686-1910

2/5(日) ＭＬＳ英語劇 ミニ・プロダクション 14:45 無料 MLS宛
03-3320-1555

2/8(水) プラタナスがくれた贈り物 CONCERT vol.50 19:00 3,000円 しおみ宛
090-2564-3198

2/14(火) 東京電気管理技術者協会多摩支部 技術講習会 14:00 無料
(関係者)

東京電気管理技術者協会
多摩支部宛

042-528-0423

2/18(土) 第38回ユリ・リトミック教室 リトミック発表会 13:30 無料
(関係者)

ユリ・リトミック教室宛  
042-577-4761

2/19(日)
受賞記念コンサート

未定

1,100円
(自由席) カワイ音楽教室立川事務所  

利光宛 042-523-0551
春の発表会 無料

2/25(土) ＭFＬ管弦楽団 第23回定期演奏会 14:00 1,000円 MＦL管弦楽団 田中宛  
090-1255-2862

ギャラリー
2/21(火)～
2/27(月) 第7回あやどり写真展 初日13:00/

10:00 無料 あやどり宛
波多野 042-551-8873

展示室
2/24(金)～
2/26(日) 静心学生書道展 10:00 無料 静心書学会 島田宛

042-537-3395

サブホール

2/24(金) B型肝炎給付金無料相談会 18:30 無料
全国Ｂ型肝炎訴訟東京弁護団宛

03-3355-0611 
(東京法律事務所内)

3/4(土) 親子で参加できるワークショップ＆講座 10:00 無料 Hippo Family Club 宛 
0120-557-761

受付
発売中

サンクタス立川ギャラリー（立川市緑町7-2）を無料でご利用頂けます。展示の様子は財団Facebookにて掲載いたします!!　お問合せ：（公財）立川市地域文化振興財団TEL.042-526-1312 お知らせお知らせ 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。 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

チケットのお求めはふれあいこどもまつり実行委員会（児演協）TEL.03-5909-3064まで。
たましんRISURUホールでの受付は予定しておりません。

第59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
問合：立川市文化協会事務局（たましんＲＩＳＵＲＵホール内）　ＦＡＸ：０４２-５２５-６５８１

発売中

発売中

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/）をご覧頂くか、お問合せ下さい。
◆申込・問合：（公財）立川市地域文化振興財団「コミュニティ奨励賞」係

コミュニティ奨励賞募集

◆原則毎月2回日曜日にレッスン＆リハーサル
◆指導　アレキサンドル・ブーべル（元ベラルーシ国立バレエプリンシパル）
◆お問合せ　ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ　立川市柏町４-６５-１２ 
　ＴＥＬ.０４２-５３７-４７３１ ＦＡＸ.０４２-５３７-４７３１  ｈｔｔｐ//www.jiyb.web.fc2.com/ 

下記以外は、無料です

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・声楽部門の最優秀賞、優秀賞受賞者によるリサイタルを開催します。若き期待の演奏家たちの熱演をお楽しみ下さい。
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）

※未就学児は入場できません。

※ピアノ部門は同率1位が2名選出されたため、最優秀賞者2名による公演となります。

ON
LINE

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第21番 ハ長調 op.53「ワルトシュタイン」
スクリャービン：2つの詩曲op.32
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第2番 ニ短調 op.14　ほか

予定
曲目

望月 晶 ピアノ・リサイタル
3/3金
18：30開演（18：00開場）

望月 晶ピアノ
最優秀賞

全席自由 ¥1,000 友
の会 ¥900

小ホール

【演奏者コメント】今回、皆様の前で演奏する貴重な機会を頂
き、大変嬉しく思っております。前半は、深い精神性と、交響的な
響きを聴くベートーヴェン。後半は、独特な色彩と、ロシアの風景
を楽しむロシアプログラムになっています。ご来場、心よりお待
ちしております。

望月晶

ロッシーニ：フィレンツェの花売り娘
モーツァルト：美しい私の炎よ
ヴェルディ：オペラ「椿姫」より“ヴァレリーさんですね？”ほか

予定
曲目

大田原 瑶 ソプラノ・リサイタル

3/5日
14：00開演（13：30開場）

大田原 瑶声楽
最優秀賞

全席自由 ¥1,500 友
の会 ¥1,350

【演奏者コメント】立川の皆さんこんにちは！ 様々な方々のお陰
で、リサイタルを開催させて頂けることになりました。良い曲ば
かり集めたコンサートになりそうで、自分自身も楽しみです！ ソプ
ラノとバリトン、2つの声の共演をぜひお楽しみ下さい！

大田原瑶

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 op.31-2「テンペスト」
ショパン：ポロネーズ第5番　嬰ヘ短調　op.44
リスト：メフィスト・ワルツ第１番「村の居酒屋での踊り」 S.514 ほか

予定
曲目

北原義嗣 ピアノ・リサイタル
3/24金
19：00開演（18：30開場）

北原義嗣ピアノ
最優秀賞

全席自由 ¥500 友
の会 ¥450

小ホール

【演奏者コメント】今回、このような機会を頂き大変嬉しく思い
ます。バッハ、ベートーヴェン、ショパン、シューマン、リストの魅力
をご一緒に味わって頂けたらと思います。音と音の間にあるもの、
和声の変化が生み出すもの、作曲家が音符に託した思いを演奏
したいと努力しております。

北原義嗣

ボノンチーニ:お前を讃える栄光のために
ロッシーニ:オペラ「セビリャの理髪師」より"俺は街の何でも屋"
小林秀雄:落葉松 　ほか

予定
曲目

大槻聡之介 バリトン・リサイタル
3/12日
14：00開演（13：30開場）

声楽
優秀賞

全席自由 ¥1,500 友
の会 ¥1,350

【演奏者コメント】この度は貴重な演奏の機会を与えて下さり
ありがとうございます。
ソロリサイタルという"自分自身"へのチャレンジと、素敵な
曲の数々を僕の声で皆様に届けたいと思います。ご来場お待
ちしております。

大槻聡之介

多摩フレッシュ音楽コンサート2016入賞者リサイタル主催

立川市女性総合センター
アイムホール

立川市女性総合センター
アイムホール

1/15日18：00開演（17：30開場）
オペラ・ルーチェ第32回公演「フィガロの結婚」共催

全席自由￥2,000

主催：オペラ・ルーチェ  後援:立川市教育委員会
指揮・演出：礒部透、ピアノ：井向結、出演者:佐藤由紀、神田宇士　ほか
合唱：ルーチェ合唱団、制作：矢島恵美子　　

小ホール
オペラ公演「フィガロの結婚」（モーツァルト作曲）、ピアノ伴奏、原語上演

※未就学児は
　入場できません。友

の会 ￥1,800

小ホール

小ホール

ピアノ：篠宮久徳

ゲスト：黒田祐貴（バリトン）

ピアノ：齋藤亜都沙

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・エデュケーション・プログラムが立川に再登場！
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。

募集

◆出演　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。
お申込みはメールフォームにて1/9（月・祝）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/b10-20170121_22/
主催：東京都／東京文化会館・アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）／公益財団法人立川市地域文化振興財団

Music Program TOKYO Music Education Program
「東京文化会館ミュージック・ワークショップ」in 立川 2017

財団キッズ
ワークショップvol.55

●咲かせよう！音楽の花
なかなか芽が出ないお花のたね。太陽や雨の
妖精たちとみんなの力でお花を咲かせよう！ 

13：00 ◆対象：19ヶ月～3歳
1/21土10：30 ◆対象：6～18ヶ月

●Music Clock
2人の発明家と一緒に、不思議な時計
“Music Clock”のビートを刻もう！ 

◆対象：4～6歳（未就学児）1/21土11：00

●タネまき、タネまき、大きくなあれ！
ネコとネズミとみんなでタネまき。
すてきな音楽で大きく育てよう！ 
1/22日10：30 ◆対象：19ヶ月～3歳

13：00 ◆対象：4～6歳（未就学児）

※同伴者もご参加下さい。（対象が6ヶ月～3歳のものは同伴者2名まで、4～6歳のものは1名参加可能です。）
※対象者・同伴者以外のご入場はご遠慮下さい。　※各ワークショップは約1時間を予定しております。

展示室

展示室

サブホール

●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、すてきなクラシック音楽を奏でよう！
1/22日11：00 ◆対象：4～6歳（未就学児）

14：00 ◆対象：小学生～大人 14：00 ◆対象：小学生～大人

©Mino Inoue

©Mino Inoue

©ヒダキトモコ

立川市で活動する方をご推薦下さい。
1/13金
締切

立川で初の開催。子どもたちの心にみる・つくる・あそぶの感動を！ クラフト・ロビーパフォーマンスもあります。

3/5日

ふれあいこどもまつり共催

主催：NPO法人立川子ども劇場  共同主催：東京都、（公財）東京都歴史文化財団

山の音楽舎  うた芝居  ないたあかおに 前売￥2,000
人形劇団プーク  ドラゴンの人形を作ろう 前売￥1,500

スタジオエッグス  理科室パフォーマンスショー 前売￥2,500  親子券￥3,500
劇団風の子  親子で劇ごっこ「まいごのこねこ」 前売 親子￥1,500

小ホール 展示室 サブホール ギャラリー

大ホールオトナリ3周年記念

オトナリジャンボリー2017
共催

2/14火一般発売日

※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

全席自由 ￥5,000 友
の会 ￥4,500

主催：オトナリ、合人社計画研究所

4/29●11：00開演（10：00開場）土・祝

杉山公章の歌声コンサート共催

※未就学児は
　入場できません

※当日は各￥300増しとなります

全席自由￥1,500（当日￥2,000） 友
の会 ￥1,350

主催：マイソング

3/22水13：00開演（12：30開場）

【立川市役所】集合・解散
立川市役所に設置されている絵画やオブジェなどのアートをボランティアの案内で鑑賞し、特別講師として彫刻家の大槻孝之
氏からアートについての話を聞くアート鑑賞ツアーです。国立極地研究所の南極・北極科学館も鑑賞します。（荒天中止）
◆料金　無料（交通費などはご負担下さい）　◆定員　20名（応募者多数の場合は抽選）　◆移動　徒歩
◆申込　2/28（火）（必着）までに、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

ートツアー」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

2016年11月に開館したすみだ北斎美術館と江戸東京博物館を鑑賞します。
江戸東京博物館は常設展をボランティアガイドつきで鑑賞します。
◆対象　立川市内在住・在勤・在学の小学生以上の方
◆料金　大人￥4,500、小・中学生￥3,000（交通費、昼食代、入館料などを含みます）
◆定員　40名（応募者多数の場合は抽選）　◆移動　貸切バス
◆申込　2/10（金）（必着）までに、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、在勤者は勤

務先、在学者は学校名、「すみだ北斎美術館ツアー」と書いて、はがき、FAX、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

すみだ北斎美術館＆江戸東京博物館鑑賞ツアー 3/22水8：00～18：00（予定）募集

【たましんRISURUホール（立川市市民会館）前】集合・解散

立川市役所アート＆南極・北極科学館鑑賞ツアー 3/18土13：30～16：00（予定）募集

多摩フレッシュ音楽コンサート2017
出場者募集

募集

国際交流バレエ公演出演者募集共催

どなたでも参加できます

江戸東京博物館での
昼食付き

〒190-0022　立川市錦町３-3-20　（公財）立川市地域文化振興財団　TEL.042-526-1312　FAX.042-525-6581お問合せ・お申込み

募集 第6回立川いったい音楽まつり
出演者・ボランティアスタッフ募集

あなたも出演者やスタッフとして一緒にこのイベントを盛り上げ
ませんか？様々なジャンルの音楽部門はもちろん、ダンス部門の
出演者やボランティアスタッフを募集します。

◆会場：立川市内（大型商業施設店頭、飲食店、ライブハウス等）
【出演者】
◆募集数　200団体程度
◆募集締切　1/20（金）必着　※ボランティアスタッフは随時受付
※申込方法など詳細は［ホームページ］http://tachikawa-ittai.jimdo.com/
◆問合　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

※会場により異なります。5/20土・21日
11：00～21：00頃予定

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2017」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または
　　　　　　　　　　大学出身の方
 【声 楽 部 門】 1987年4/2～2002年4/1までに生まれた方
 【ピアノ部門】 1989年4/2～2002年4/1までに生まれた方
◆選考会 【声 楽 部 門】 【日程】4/13(木)　　
  （非公開） 【ピアノ部門】 【日程】4/18(火)
◆コンサート 【声 楽 部 門】 【日程】6/29(木)18:00開演予定
  （公開） 【ピアノ部門】 【日程】6/30(金)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、出場者募集要項をご覧の上、所定の応募用紙にてお申込み下さい。
　　　　　　募集要項は、１月中旬までに立川市地域文化振興財団のホームページ（http://
　　　　　　www.tachikawa-chiikibunka.or.jp）に掲載するほか、多摩公立文化施設等に
　　　　　　設置します。設置場所など詳細は事務局までお問合せ下さい。
◆締切 3/17（金）必着（持参の場合は17：00まで）
主催：東京多摩公立文化施設協議会
協賛：（株）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

第24回たちかわアートギャラリー展作品募集募集

◆応募期間 １/16（月）～3/31（金）※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（立川市市民会館）、立川市役所、立川市内の地域学習館にあります。
◆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 洋画の規格によるM8号以上～F30号以下／平面作品（半立体含む）で壁面取り付け可能なもの　など
◆審  査  員 酒井敦彦、滝沢具幸、武田美智子、武正博司、知久正義、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 5/13（土）・14（日）10:00～17:00　◆会期　5/20（土）～28（日）10:00～17:0０（28（日）は15:00まで）第23回たちかわアートギャラリー展　大賞中田吉和「潮騒と春の風」

2017年7/23（日）に開催する第9回国際交流公演に向け出演者を募集します。友好関係にある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。2017年１/２９(日)にオーディションを行います。経験5年以上で9歳（小学4年生）～23歳まで。卒業生は現在各
国に留学、各バレエ団で活躍しています。海外留学の推薦も致します。

申込締切は
1/25（水）
まで

2台のスタンウェイ・グランドピアノによる華やかな連弾。こどもから大人まで楽しめるコンサート。
コンサート体験デビュー！ ご家族そろってお越し下さい。

友
の会 ￥900

小ホール2/4土14：00開演（13：30開場）

TAMAMA-DUO PIANO CONCERT
～2台ピアノの楽しいトークコンサート～

共催

※0歳から入場可。2歳以下のお子様は膝上無料。
全席自由 ¥1,000 当日 ¥1,500
●子ども（3歳～中学生）¥500

エリーゼのために、シンフォニエッタ(カプースチン）、2台のピアノのためのソナタ ニ長調（モーツァルト）　ほか予定曲目

主催：多摩友の会

大ホール

6/4日13：45開演（13：00開場）

キン・シオタニ、立川晴の輔
キンぱれ vol.10 in 立川 ～落語と絵描きで何するの？～

共催

イラストレーターで旅人のキン・シオタニと、わかりやすい落語が定評の落語家、立川晴の輔が絵と落語と喋り
で繰り広げる笑って学べるライブ「キンぱれ」。記念すべき10回目は立川にて開催。立川とはどんな所なのか。
二人が分かりやすく、時には脱線しながら語ります。

ムーサ友の会
先行発売日 2/16木 2/18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

※未就学児は
　入場できません

全席指定  前売￥3,500（当日￥3,800） 友
の会 ￥3,150

主催：東京労音府中センター

今村能（音楽監督・指揮）、タパリン・チャロエンソーク（チェロ）、フィルハルモニア多摩（管弦楽）出演
チャイコフスキー：ロココの主題による変奏曲 イ長調 作品33、交響曲第4番 へ短調 作品36、幻想序曲「ロメオとジュリエット」予定曲目

大ホール4/22土14：00開演（13：15開場）

たましんRISURUホール＋フィルハルモニア多摩＝名曲シリーズⅠ

チャイコフスキーをあなたに！ ～フィルハルモニア多摩第14回定期演奏会～
共催

立川を本拠地に魅力的な演奏で評判のプロオケ：フィルハルモニア多摩。カラヤンが見出した稀有の才能、世界
のオペラ舞台でも活躍する今村能の指揮、ドイツ・ワイマールで研鑽を積んだ女流チェリスト：タパリン・チャロ
エンソークによるチャイコフスキー。

オトナリセレクトのアーティストが多数出演（HARCO、シーナアキコと薔薇の木、Omu-tone ほか)

ムーサ友の会
先行発売日 1/21土 1/23月一般発売日

※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

2/3金一般発売日
※ムーサ友の会先行発売はありません。
※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

全席指定 一般￥3,000
　　　　 学生￥1,000（大学生以下）

友
の会 ￥2,700

主催：フィルハルモニア多摩

田中純（バリトン）、久元祐子（ピアノ）、お話 礒山雅（国立音楽大学招聘教授、同名誉教授）出演
バッハ、モーツァルト、シューベルト、ワーグナー他ドイツ歌曲から日本の歌謡曲まで、広い範囲の歌を予定しています。内容

5/19金19：00開演（18：30開場）
楽しいクラシックの会
コンサート2017

共催

3/3金一般発売日
※ムーサ友の会先行発売はありません。
※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

全席自由￥2,500 友
の会 ￥2,250

主催：楽しいクラシックの会

催　物　名 日　時 会　場 主　管　団　体
全体行事〈市民文化フェスティバル〉

公演 2/12（日）12:00～16:00 たましん RISURUホール
（立川市市民会館）小ホール 立川市文化協会事務局

地域文化祭日程表

柏町 新春囲碁大会 1/22（日）9:00～17:00 こぶし会館 柏町地区文化会・増田 
042-535-6206新春カラオケの集い 2/12（日）9:00～17:00

曙町
公演 2/5（日）10:00～17:30 女性総合センターホール

（アイムホール） 曙町文化会・久保 
042-522-4639作品展示 3/18（土）・19（日）10:00～17:00 国営昭和記念公園

花みどり文化センター
錦町 芸能文化祭 2/19（日）10:00～16:00 錦学習館 錦町文化会・河村 

042-522-4768
栄町 歌謡祭 3/4（土）11:00～16:00 さかえ会館 栄町文化会・本村 

090-3136-0937
若葉町 作品展示 3/4（土）・5（日）10:00～16:00 若葉会館 若葉町文化会・菊地 

042-537-3052公演
富士見町 カラオケ大会 3/11（土）13:00～17:00 滝ノ上会館 富士見町文化会・峯岸 

090-2632-0405芸能大会 3/12（日）10:00～17:00

「ひろ～い広い歌の世界」

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！

立川市民オペラ公演2017 歌劇「カルメン」募集

今回上演する「カルメン」をより楽しんで頂くため、プレイベントとして“レクチャー＆ミニコンサート”を開催いたします。
本公演の演出を担当する直井研二氏を講師に、あらすじや見どころ聴きどころをわかりやすく紹介。
また、公演に出演するソリストも会場で歌声を披露します。
◆日時　2/13（月）19：00開演　◆講師　直井研二（演出家）
◆出演　増田弥生（カルメン）、澤﨑一了（ドン・ホセ）、山口佳子（ミカエラ）、大川博（エスカミーリョ）ほか
◆定員　200名

『レクチャー＆ミニコンサート』

立川市民オペラの会の目的の一つである“オペラの普及活動”の一環として、“オペラ”を身近に感じてもらうた
め、青少年の皆様をゲネプロ見学へご招待します。
◆日時　3/18（土）12：30集合予定　全４幕鑑賞可
◆定員　200名（申込者多数の場合は抽選。）
◆対象　小学１年生～高校生とその保護者。　※小学生は、必ず保護者が同伴して下さい。　
◆料金　無料（ご入場の際申込結果メールをご確認させて頂く場合があります。）
◆申込　メールフォームにて即受付→ http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/taoperagp
※フォームで送信できない場合は下記のお問合せ先にご連絡下さい。
※お申込みはお一人様（一家族)一回限りとさせて頂きます。
◆申込締切　2/28（火） （申込結果は3/6（月）までにメールまたは電話にてご連絡します。）

『ゲネプロ公開』

オペラをもっと楽しもうキャンペーン

大ホール
【ゲネプロとは？】

本番前に舞台上で行う全体リハー
サルで、総舞台稽古と表わされる
こともあります。衣裳をつけて行
うので英語圏ではドレスリハーサ
ルと言います。本番と全く同じ条
件で行われるため、通常途中で間
違いなどがあっても止めることは
しません。

http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/opera

2/4土13：00開演（12：30開場）
第18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

障害者団体による音楽会。
立川市内の施設に通ったり、暮らしたりしている障害者が、施設の枠を超えて
合唱、合奏、踊り、ハンドベル演奏等を発表。
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。

さだまさしがプロデュースしたコーラスグループ白鳥座のメンバー
3人によるNEWユニット。2014年1月のたましんRISURUホールの
リニューアルオープン記念コンサート以来の出演。

たかひらゆたか、佐藤めぐみ、土井晴人、ゲストミュージシャン：宅間久善（マリンバ・パーカッション）出演

小ホール

2/24金19：00開演（18：15開場）

白鳥座family共催

主催：指定管理者 
　　 合人社計画研究グループ全席指定 ¥2,500 友

の会 ￥2,250 ※未就学児は入場できません。

第13回WILL美術家展共催

入場無料

入場無料

三多摩在住、在勤の会派を超えたプロの作家の大作、
小品（洋画、日本画、墨彩画、版画）を展示。

主催：WILL美術家会

展示室

大ホール

「神秘の森」F100　藤沢由美子

オリジナル
イラストグッズを
プレゼント！

で繰り広げる笑って学べるライブ「キンぱれ」。記念すべき10回目は立川にて開催。立川とはどんな所なのか。

主催：東京労音府中センター

オリジナル
イラストグッズを
プレゼント！

入場者全員に

小ホール
入場無料
要整理券※1/12（木）からたましんRISURUホール窓口にて配布。（電話予約可・郵送不可）

大槻孝之「一片の波」を巡る参加者

※写真はイメージです

タパリン・チャロエンソーク（チェロ）

田中純 久元祐子 磯山雅

残席僅少

2/4土～11●10：00～18：00（11●は17：00まで）土・祝 土・祝


