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※全１０教室にて開講
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日付 催物名 開演時間 入場料 お問合せ

大ホール
3/21(祝・月) 第４１回エコール・ド・バレエ「パック」発表会 16:30 無料 エコール・ド・バレエ「パック」 

堀江宛  042-537-4731

3/29(火) 第39回都立国立高校 吹奏学部 定期演奏会 18:00 無料 都立国立高等学校 吹奏学部
042-575-0126 

3/30(水) 都立立川高等学校 吹奏楽部 第42回 演奏会 17:45 無料 立川高等学校 吹奏学部
tachisui49@gmail.com

4/10(日) 公明党 時局講演会 18:30 無料 公明党立川総支部 042-522-9971

4/20(水) 日本共産党 演説会 19:00 無料 日本共産党 立川・昭島地区委員会
042-523-2589

4/23(土) 子供アニメ映画会 10:00 900円 エイコウシャ
山口宛  080-8431-3889

4/24(日) エトワールバレエ第１回発表会 15:30 無料 エトワールバレエ
五十嵐宛  090-1400-5912

5/1(日) Landin' Collection 2016 13:30/
17:30

2,900円
(自由席)

㈱ネームレスプロダクション
042-523-4940

5/8(日) Pops Orchestra Zipang 第１回演奏会 14:00 1,000円
(自由席)

Pops Orchestra Zipang
メールアドレス  yotaroasami@gmail.com

小ホール
3/11(金) 第２回くにたちユーフォニアム・チューバアンサ

ンブル春のコンサート 19:00 500円
(自由席)

くにたちユーフォニアム・チューバアンサンブル  
角田宛  080-6568-0113

3/21(祝・月) 40周年記念たんぽぽ会 ピアノ発表会 13:00 無料(関係
者)

たんぽぽ会
石川宛  042-522-2039

3/27(日) 第12回都立立川高校 室内学部 定期演奏会 18:00 無料 東京都立立川高等学校
042-524-8195

3/28(月) 第３８回都立国立高校 音楽部 定期演奏会 18:30 無料 都立国立高校音楽部
小町宛  080-8806-4769

3/30(水) 都立日野台高校コーラス部 第１７回定期演奏会 17:30 無料 都立日野台高校コーラス部
千葉宛  042-582-2511

4/2(土) 銀声会 10周年記念 桜まつり カラオケ発表会  
ゲスト多岐川舞子 10:00 無料 カラオケ同好会 銀声会

堀田宛  042-529-2502
4/3(日) 加藤 ピアノ教室発表会 14:00 無料 加藤ピアノ教室 042-545-7409

4/8(金) 自民党立川総支部女性部の集い 10:30 無料 自民党立川総支部女性部
鈴木宛  042-527-6493

4/9(土) メープルコンサート 14:00 無料 メープル音楽教室宛
080-6806-4264

4/10(日) 第１２回FAMIダンススクール発表会 13:00/
15:00 800円 FAMIダンスサークル

勝間田宛  090-7285-3296

4/16(土) 第３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 14:00 2,000円

(自由席)
フォレスト・レディース・スウィング・オーケストラ

花岡宛 03-3648-1237

4/22(金) 原田真二　 チャリティ コンサート 18:30 5,000円
(自由席)

東京立川ライオンズクラブ
042-524-0954

4/24(日) ピアノ発表会 13:00 無料 杉田ピアノ教室  090-8893-1493

4/29(祝・金) 第26回歌の祭典 11:00 無料 日本アマチュア歌謡連盟立川支部
桑田宛  042-526-1061

4/30(土) 25周年記念コンサート コーラス槐 14:30 無料 コーラス槐
田原宛  042-526-1452

5/1(日) Viola Carnival 2016　ダンス発表会 14:00/
17:30 無料 ダンス＆ピラティス Viola

042-519-1136 (野津)

5/7(土) ピアチェーレ 2nd　コンサート 14:00 無料 ピアチェーレ
斉藤宛  080-4717-7816

5/8(日) 母の日のコンサート
歌うことで毎日を爽やかに美しく 13:30 無料

女性コーラス・ビバーチェ 
浅見宛  042-524-6888
近澤  042-536-3976

ギャラリー
3/27(日)～
3/28(月) アトリエざっく子どもアトリエ展 11:00 無料 アトリエざっく

米倉宛  042-528-5568
4/28(木)～
4/30(土) 星野文昭　絵画展 初日

12:00/10:00 無料 三多摩星野文昭さんを救う会
神藤宛  090-3597-4879

展示室
3/19(土)～
3/20(日) 静心学生書道展 10:00 無料 静心書学会

島田宛  042-537-3395
4/1(金)～
4/3(日) 現代書写書道研究會 創立30周年記念展 10:30 無料 阿部書道會

阿部宛  042-543-5117
4/22(金)～
4/24(日) 静心書学会展 10:00 無料 静心書学会

島田宛  042-537-3395

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。

募集 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 募集 コミュニティ奨励賞表彰式を開催します。3/19（土）10：３０～たましんRISURUホール5F会議室にて。直接ご来場下さい。

募集 財団キッズ
ワークショップvol.53「とびだすカードをつくろう！」

4/30土10：30～12：00
画用紙にクレヨンや絵の具を使ってとびだすカードを作ります。プレゼントとして作ってみてはいかがでしょう？
※完成した作品は、第２３回たちかわアートギャラリー展（5/14（土）～22（日））に展示させて頂きます。

◆参加費：¥500
◆対象：小学生(3年生以下は保護者同伴)
◆定員：15名　◆講師：吉野友佳子（画家）　

開催 第5回立川いったい音楽まつり
誰もが気軽に音楽に触れ、立川に愛着をもって頂くこと、そしてまちに活気を与える
イベントを目指すため、市内数カ所で一斉ライブを実施します。

Oh Happy Day、All Around、I'm available to you、Freedom、ひまわり　ほか（予定）予定曲目

◆会場：サンサンロード
　　　 （立川駅北口多摩モノレール高架下）ほか

詳細はホームページをご覧下さい。http://tachikawa-ittai.jimdo.com/
◆お問合せ：立川いったい音楽まつり実行委員会（事務局：（公財）立川市地域文化振興財団）TEL.042-526-1312）

◆対象：たましんRISURUホールの各施設を借りて頂いたお客様
　主催：立川市市民会館指定管理者  合人社計画研究所グループ

4/3日14：30開演（14：00開場）

リビング多摩ゴスペルクワイアチャリティーコンサート共催

東日本大震災から５年の節目の年。多摩エリアに暮らす人たちに呼びかけて、総勢
70人で「リビング多摩ゴスペルクワイア」を結成しました。「サニーサイドゴスペル
クラブ立川」の望月ひろみさんの指導の下、練習を重ねて、このステージに立ちま
す。入場料は全額、被災地の復興支援のために寄付するチャリティーコンサート。被
災地に向けて、私たちの祈りの歌が届きますように。

大ホール

大ホール

大ホール

※3歳未満膝上無料。ただし３歳未満でも
　お席が必要な場合は有料となります

全席自由 大人（高校生以上）￥1,000
子ども（３歳～中学生以下）￥500 友

の会 ￥900

4/10日14：00開演（13：30開場）
社会風刺コント集団ザ・ニュースペーパーライブ2016共催

政治、経済、社会問題にタブーを恐れず果敢に飛び込み、
「批判と笑い」に変える男たち！！ザ・ニュースペーパーが斬りまくる！！

※未就学児は入場できません
全席指定 ¥4,800 友

の会 ￥4,300
主催：東京労音府中センター

主催：サンケイリビング
　　 新聞社多摩本部

三遊亭鳳楽・三遊亭鳳志・三遊亭小円歌・
三遊亭鳳笑・三遊亭鳳月

出演

砂川涼子・光岡暁恵・谷口睦美・福井敬・牧野正人・村上敏明・望月哲也・森口賢二・河原忠之（P）出演

ハーラウ カ リコ プア オ カラニアーケア／佐和子.マカアロヒロヒ山﨑共演

5/20金14：00開演（13：00開場）
名人三遊亭鳳楽の「本格的古典落語」の会 共催

人情噺の第一人者・三遊亭鳳楽が、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。
円熟の話芸に酔う、至福のひと時をお過ごし下さい。

※未就学児は
　入場できません

全席自由 ¥500
友
の会 ￥４５０ 主催：(一財) 東京都弘済会

第23回たちかわアートギャラリー展募集

たましんRISURUホール利用者懇談会

◆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】 1986年4/2～2001年4/1までに生まれた方
 【ピアノ部門】 1988年4/2～2001年4/1までに生まれた方
◆選考会 【声 楽 部 門】 【日程】4/ 1 (金)　　
  （非公開） 【ピアノ部門】 【日程】4/11(月)
◆コンサート 【声 楽 部 門】 【日程】6/ 3 (金)18:00開演予定
  （公開） 【ピアノ部門】 【日程】6/17(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、立川市地域文化振興財団の
　　　　　　ホームページに掲載のほか、多摩公立文化施設等に設置します。設置場所など詳しくは事務局までお問合せ下さい。
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：公益財団法人立川市地域文化振興財団　TEL.042-526-1312

【会場】たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール　※両日とも

【会場】たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール　※両日とも

多摩フレッシュ音楽コンサート2016 出場者募集募集

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2016」を開催いたします。ご応募をお待ちしております。

入場無料

◆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、市役所、地域学習館に置いてあります（財団ホーム
　　　　　　ページよりダウンロードも可）。　※詳細は募集要項をご覧下さい。

大ホール

6/5日16：00開演（15：30開場）

エイミー・ハナイアリイ来日公演
～ミュージック＆フラ・コンサート～

共催

類い稀な歌声。圧倒的な歌唱力。そして、全てのフラガールの憧れ、エイミー・ハナイアリイ4年ぶりの全国
ホールツアー！！古いフラの映像も使い、フラの歴史を辿る魅力的な旅を演出。日本のハラウも登場します。
一流のエンターテインメントとアロハ～愛すべきハワイをお楽しみ下さい。

※未就学児は入場できません全席指定 ￥5,500 友
の会 ￥5,000 主催：（株）プランクトン

大ホール
5/21土・22日

◆会場：たましんRISURUホール第４会議室

お申込みはメールフォームから4/15（金）まで受付
※抽選結果は4/18～4/20通知予定
http://tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20160430/

第５８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

催　し　名 日　時 場　所 連絡先（敬称略）
地域文化祭日程表

若葉町 作品展示 3/5（土）・6（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 公演 3/12（土）・13（日）10:00～16:00 滝ノ上会館 富士見町文化会・峯岸 
090-2632-0405

曙町 作品展示 3/12（土）・13（日）10:00～17:00 国営昭和記念公園
花みどり文化センター

曙町文化会・久保 
042-522-4639

発売中

発売中

4/16土9：30開演（9：00開場）

第19回東京TAMA音楽祭
第11回カラオケの集い

共催

歌と舞踊の祭典　歌こそ我らの命　みんなで繋げよう、命のリレー

※見学者にカラオケ終了後賞品抽選会あり。多数の見学大歓迎！
　若きプロ歌手、津吹みゆがゲスト出演! 若干名飛び入り参加可
　（協賛金として3,000円頂きます）。 主催：立川市、東京TAMA音楽祭組織委員会  協働：立川市カラオケ連盟

発売中

発売中

観て、触れて、学べるリアルな恐竜ショー！今年の夏休み、日本初上陸！
「恐竜どうぶつ園」は、オーストラリアから始まり世界各地で上演されているファミリー向けの
恐竜パペットショーです。終演後、ロビーにて一部恐竜たちと触れ合えます。（写真撮影可）

大ホール

7/10日14：00開演（13：30開場）

立川オペラ愛好会  第6回ガラコンサート
「名歌手たちの夢の饗宴」

共催

藤原歌劇団や二期会などで主役をつとめる8名の名歌手の饗宴

マンボの王様ペレス・プラード、生誕100周年、来日60年記念コンサート

ムーサ友の会
先行発売日 3/11金 3/13日一般発売日 ※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

全席指定  SS席￥5,000  S席￥3,500
A席￥2,500  B席￥2,000

主催：立川オペラ愛好会

英国王立バレエ学校エルムハースト生徒（6名）ほかに日本人留学生。
ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ生徒。
ゲストダンサー　橋本直樹（元Kバレエカンパニー）、
伊勢田由香（元スペイン・カルメン・ロッチェ・バレエ団）　ほかゲスト出演

出演

第1部「エリート・シンコペーション」、「仮面舞踏会」　第2部「白鳥の湖」より第3幕演目

大ホール7/21木18：30開演（18：00開場）
第8回ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ公演共催

ムーサ友の会
先行発売日 4/15金 4/17日一般発売日

※自由席のみ当館では取り扱いがございません
※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

※3歳以上入場可

指定席 S席￥4,000 A席￥3,500 自由席￥3,000 友
の会 各席1割引

主催：ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ

『マンボNo.5』、『マンボNo.8』、『闘牛士のマンボ』、『タブー』、『パトリシア』　ほか曲目

大ホール

8/1月13：30開演（13：00開場）

ペレス・プラード楽団共催

ムーサ友の会
先行発売日 4/5火 4/7木一般発売日 ※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 Ｓ席￥7,500  Ａ席￥6,500
友
の会 S・A席各¥500引

主催：テイト・コーポレーション

大ホール8/7日13：00開演（12：30開場）／
　　　　15：30開演（15：00開場）

erth’s DINOSAUR ZOO～恐竜どうぶつ園 共催

ムーサ友の会
先行発売日 4/7木 4/9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

※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。
※日本語上演／上演時間60分（休憩なし）

全席指定 ￥3,000 友
の会 ¥2,700

主催：サンライズ
　　 プロモーション東京

大ホール6/29水18：30開演（18：00開場）
桂歌丸・三遊亭円楽 二人会共催

今回も笑点でおなじみの桂歌丸・三遊亭円楽の二人会。
生の歌丸・円楽の雰囲気と落語をご堪能下さい。

ムーサ友の会
先行発売日 3/12土 3/14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

※未就学児は入場できません

全席指定 S席￥3,800 A席￥3,300
友
の会 各席1割引

主催：エムエスティプロデュース

第23回たちかわアートギャラリー展特別企画

5/14土～22日（16月は休館。22日15：00まで）

絵画愛好者の技術の向上と絵画人口の拡大を図るとともに、立川の芸術・文化の発展に寄与することを目的として、
たちかわアートギャラリー展を開催します。「描く喜び、見る楽しみ」をテーマとし、応募作品のすべてを展示する
市民のための絵画展です。

展示室

作品募集中！！ 3/31（木）（消印有効）

第5回立川いったい音楽まつり 前夜祭

たちかわ交流大使 山下洋輔 ライブ
たちかわ交流大使である山下洋輔さんが今年も立川いったい音楽まつりを盛り上げてくれます!!

5/15日17：00開演 入場無料・要申込み全席自由席

全席自由席

◆申込方法
往復はがき（1人1枚）に氏名・住所・電話番号･希望人数（2名まで）･返信用宛名を書いて
〒190-0022 立川市錦町3-3-20（公財）立川市地域文化振興財団　「山下洋輔」係　まで

※応募多数の場合は
　抽選となります。

アメリカ空軍太平洋音楽隊－アジア Pacific Showcase
ジャズを専門とする、アメリカ空軍太平洋音楽隊－アジアの隊員で結成されたビッグバンド。
前半はコンボ、後半はビッグバンドでの演奏です。迫力あるサウンドを大ホールでお楽しみ下さい。

5/19木18：00～20：30（予定）（17：３０開場）
入場無料・先着順

大ホール

大ホール

第5回立川いったい音楽まつりWeek

3/26土16：00～

指揮：古谷誠一　管弦楽：立川管弦楽団出演

※未就学児は
　入場できません

大ホール

主催：立川管弦楽団 http://tachikawaorchestra.wix.com/info

6/26日14：00開演（13：30開場）
立川管弦楽団第70回定期演奏会共催

4/30土一般発売日
※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

※立川市民（在住・在勤・在学者）の招待あり。詳細は立川管弦楽団ホームページをご覧下さい。

全席自由 ¥1,000 友
の会 ¥900

ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調、ロッシーニ：「ウィリアム・テル」序曲予定曲目

友
の会 各席1割引

※学生席はテイト・チケットセンター（TEL03-3402-9911　平日10：00～18：00）のみ販売となります。

パシフィック　　ショーケース

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1階 市民ロビー
◆時間　12：20～12：50

●ヴァイオリン独奏  3/16水
　　◆出演　吉野駿
　　◆曲目　パガニーニ：24のカプリスより第2番、
　　　　　　バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第2番よりFuga
　　　　　　ほか

●国立音楽大学学生による演奏
　4/27水　

立川市役所ロビーコンサート主催 開催

入場無料

入場無料

大ホール

5/21土13：00開演（12：30開場）

第8回ハーモニカの集い2016
千人コンサートはハーモニカの集いから!!

主催：立川市、東京TAMA音楽祭組織委員会 
協働：ハーモニカの集い2016実行委員会

入場無料

●ヴァイオリン独奏  3/17木
　　◆出演　吉野駿
　　◆曲目　バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番より
　　　　　　 Adagio, Siciliano, Presto、
　　　　　 　ヴュータン：アメリカの思い出　ほか

●国立音楽大学学生による演奏
　4/19火

◆会場　立川市役所１階多目的プラザ　
◆時間　12：20～12：50

52 フェリーチェ・ヴァリーニ

「まち全体が美術館」構想の具現化に向けて、1994年（平成6年）10月
13日に完成した「ファーレ立川アート」はアートディレクター北川フラ
ム氏が36ヵ国92人のアーティストによる109点の作品を配したもの
です。ファーレという言葉は、イタリア語の「FARE（創造する、生み出す
の意）」に立川の頭文字“T”をつけ「FARET」となりました。ファーレ立
川アート再生実行委員会は、設置から20年が経過し、直射日光や雨風
で傷ついたアートの修復再生事業を2014年から行ってきました。

●立川アートコレクション（立川市ホームページ）
　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/artcollection/
●ファーレ立川アート修復再生事業
　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/faretart/

ファーレ立川アートの詳細はホームページをご覧下さい。

ファーレ立川アート

背中あわせの円

スイス　1952-
ヴァリーニは複雑な空間を選んでそこに色を塗
るのです。ギザギザであったり直線であったり、
切れていたりする。しかし、それらの太さが違う
切れた線は、ある1点から見るひとつの真円に
なっている。その驚きをつくります。円に見える
のはただ1点だけでそれは見ることと空間の構
造の不思議さを教えてくれるのです。この円は
都市にある秘密の暗号ともいえるようです。
（ペデストリアンデッキサイン）

アドロ、サバの女王　ほか予定曲目

大ホール

7/9土14：00開演（13：30開場）
グラシェラ・スサーナ共催

もの悲しいギターの音色に導かれ、哀愁の低音で歌う「アドロ」や「サバの女王」がミリオン・ヒット。
スサーナの独特の日本語は、歌の持つ情感をいっそう深め、私たちの心にまっすぐ響いてきます。

ムーサ友の会
先行発売日 4/6水 4/8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

※未就学児は入場できません

全席指定 ￥5,000 友
の会 ￥4,500

主催：東京労音府中センター

締切
4/22（金）
消印有効

3/15(火)
必着

（持参は17：00まで）

紹介動画

サブホール

※休憩（18：４０～19：00）

たましんRISURUホールまでお問合せ下さい。TEL.042-526-1311

※未就学児は入場できません 牧野正人砂川涼子福井敬

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

津吹みゆ（ゲスト）

学生席￥3,000


