
広 

告

2 3

☎
0
4
2-

5
2
6-

1
3
1
1

チ
ケ
ッ
ト・施
設
の
お
問
合
せ

受
付
時
間
9：00
〜
20：00
　
第
3
月
曜（
祝
日
の
場
合
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
〜

た
ま
し
ん
R
I
S
U
R
U
ホ
ー
ル（
立
川
市
市
民
会
館
）

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

5/25(水) コロムビア＆J:COM
マンスリー歌謡ライブ2016in立川 13:30 3,500円

(全席指定)
コロムビアイベント事務局
マンスリー歌謡ライブ係宛 
03-5912-1830  

5/28(土) 関東地区フォーラム２０１６ 13:00/
15:30 無料

公益社団法人日本青年会議所
関東地区協議会 

荒井宛 080-7013-0506

5/29(日) 坂本明宏 HALL LIVE 2016
～挑戦～ 15:00

前売3,000円/
4,990円(2枚ペア) 
当日3,500円

シャイニング・レコーズ 
info@hiro-web.net 

6/1(水) 青年劇場「臨界幻想2011」 18:30 無料
(関係者)

三多摩演劇をみる会宛 
042-523-5031

6/4(土) 『かけよ荒馬虹こえて』 民族歌舞団荒馬座
創立50周年プレ公演 18:30

前売一般
2,500円/
4歳～中学生、
障害者1,500円/ 
当日300円増

民族歌舞団荒馬座
浅井宛 03-3962-5942  
FAX 03-3962-5021

6/18(土) 東京経済大学管弦楽団第61回定期演奏会 14:00 無料 東京経済大学管弦楽団宛 
090-4019-4794 

7/1(金) 心屋 仁之助 講演会2016
～自分らしさを取り戻す～ 18:30 5,400円

(全席指定)
Zen-A 03-3538-2300
[平日11時～19時]

7/2(土) 第47回明治大学マンドリン倶楽部
立川演奏会 18:30 前売2,000円/

当日2,200円
明治大学校友会立川地域支部
大井宛 042-521-3016
中島宛 042-526-1439

7/5(火) 平成28年度第五地区協議会法定研修会 13:00 無料
公益社団法人

不動産保証協会東京都本部宛 
 0428-20-0840

小ホール

5/15(日) オトノワ コンサート 光のこどもたち 13:30
大人3,000円/
小中学生1,500円
こども(3歳以上)
無料

オトノワプロジェクト
井上宛 080-2013-1678

5/19(木) 「朝日就職フェア」本番直前パーフェクトセミナー 17:00 無料
（WEB事前申込制)

朝日新聞セミナー事務局宛
03-3541-8055 

(平日10:00～18:00)

5/29(日) 第19回立川シャンソンカトレアの会 発表会 13:30 無料 立川シャンソンカトレアの会
香田宛  042-536-9744

6/4(土) 多摩三曲連盟　琴・三弦・尺八演奏会 11:30 無料 多摩三曲連盟
後藤宛 042-522-5339

6/12(日) 第１０回オカリナ発表会
～山本千恵子と笛吹き達～ 13:00 無料 オカリナ教室

山本宛 042-324-4061 

6/18(土) 素直で心豊かなこどもを育てるには 10:00 無料
みつば家庭教育研究所
吉田 090-1553-8056   
齋木宛 090-5434-3348

6/25(土) 第41回国立音楽大学東京同調会 新人演奏会 16:30 1,500円 国立音大東京同調会
中村宛 0467-61-0730

7/3(日) プチコンサート７
～２台ピアノとアンサンブル～ 未定 無料 ひろせピアノ教室

廣瀬宛 090-5516-7072

7/10(日) シャンソンの会 忘れな草発表会 13:30 無料 シャンソンわすれな草
渡辺宛 042-535-3810　

ギャラリー
5/29, 6/5,26  
7/3,10(日) ダイエット教室 13:30 無料 健康サークル  ベーカー

正子宛 080-4852-1191
6/6(月)～
12(日) ロータリークラブ会員家族による作品展 10:00 無料 東京立川ロータリークラブ

事務局宛 042-525-4046
展示室

6/21(火)～
26(日) 第42回立川平和美術展 11:00 無料 立川平和美術展

高原宛 042-583-5787
サブホール

6/25(土) B型肝炎給付金無料相談会 13:30 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)

受付
発売中

受付
発売中

受付
発売中

受付
発売中

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

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。

◆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：公益財団法人立川市地域文化振興財団　TEL.042-526-1312

◆応募期間:2016年5/10（火)～8/10（水）　
◆作品規定:カラープリント四切（ワイド四切・サービス判四切を含む）
　　　　　 デジタル写真可（銀塩印画紙にプリントしたもの。画像修正やプリンタ印刷したものは不可）
◆賞・表彰:大賞　賞状・賞金５万円　市長賞・市民賞・入選　賞状・賞品
　　　　  ※10/7(金）～14(金）女性総合センター・アイム1階健康サロンで、応募作品の展示と人気投票を行う予定です。
　　　　  　また、受賞作品で2017年のカレンダーを製作します。
◆応募方法:所定の応募票（コピー可）を作品ごとに貼付の上、持参またはご郵送下さい。
　　　　　 詳しくは管理委員会ホームページをご覧下さい。http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/faretart/
◆応募・お問合せ先:〒190-0022　東京都立川市錦町３-３-20　たましんRISURUホール２階
　　　　　　　  　ファーレ立川アート管理委員会事務局（立川市産業文化スポーツ部地域文化課）
　　　　　　　  　TEL.０４２－５２３－２１１１（内線４５０１）　mail：chiikibunka-ｔ@city.tachikawa.lg.jp

◆内容：「三味線コース」「日本舞踊コース」のいずれかを選び、おけいこ6回と発表会を行います。
◆対象：「三味線コース」小学3年生から高校3年生
　　　 「日本舞踊コース」小学1年生から高校3年生（1クラスあたり8名程度）
◆参加費：5,000円（教材費等別途。およそ1,500円）　◆発表会：8/8（月）（リハーサル・プロの実演鑑賞含む）
◆申込み締め切り：6/30（木）受信有効
◆参加条件：①すべての回に参加できること。②本事業に関わる広報活動に協力できること。
　　　　　 （取材協力、または各種媒体への写真・映像等の掲載・放映の承諾等）
◆注意事項：稽古時間の指定はできません。応募多数の場合は抽選となります。
　　　　　 日本舞踊コースはご自身で浴衣と足袋をご用意下さい。帯は事務局で貸し出します。
◆お申込み方法：チラシまたはホームページをご覧下さい。http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/a21-20160731/

◆日時：8/8（月）午後（予定）※「おけいこサマーキャンプ」発表会と同時開催
◆内容：体験コーナー、ミニパフォーマンス、ホール鑑賞 等
　詳しくはホームページをご覧下さい。

主催:東京都、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）、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、公益財団法人立川市地域文化振興財団
企画制作・運営：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会  制作協力：公益社団法人能楽協会、公益社団法人日本舞踊協会、公益社団法人日本三曲協会、
一般社団法人長唄協会  後援：立川市教育委員会

第2回ファーレ立川アート写真コンテスト募集

キッズ伝統芸能体験
「おけいこサマーキャンプin立川」

募集

5/21土・22日

7/31日～8/8月（8/2火、5金お休み）
（a）10：00～11：00、（b）11：30～12：30のいずれか

5/14土～22日10：00～17：00（16月は休館。最終日は15：00まで）

◆公演日:2017年3/19(日)、20(祝・月)<ダブルキャスト>
◆総監督：砂川稔　◆指揮：古谷誠一　◆演出：直井研二　◆合唱：立川市民オペラ合唱団　◆管弦楽：立川管弦楽団
＜オーディション＞　ビゼー：歌劇「カルメン」　カルメン、ドンホセ、ミカエラ、エスカミーリョ　ほか
◆日時:2016年8/30(火)・31（水）　◆審査料:￥5,000
◆応募期間：2016年5/16（月）～7/29（金）必着（7/29に持参される場合は17：00まで）
◆応募資格:音楽専門課程を修了または、それに相当する能力を有する者（年齢不問）。※詳細は募集要項をご覧下さい（ホームページからダウンロード可）。
◆お申込み・お問合せ:(公財)立川市地域文化振興財団　市民オペラ担当　〒190-0022 立川市錦町3-3-20
　　　　　　　　　  TEL.042(526)1312　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/opera/

立川市民オペラ公演2017 歌劇「カルメン」ソリストオーディション募集 大ホール

全席自由席

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お楽しみ下さい。

5/19木18：00開演（17：３０開場）
入場無料・先着順

大ホール第5回立川いったい音楽まつりWeek

パシフィック　　ショーケース

※休憩あり

第1回大賞「影踏み」前川 勝さん

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。

第23回たちかわアートギャラリー展

第23回アートギャラリー展入賞者の
作品を展示いたします。
◆期間　5/30（月）～6/5（日）
◆時間　9：00～17：00（初日は13：00～、最終日は13：00まで）
◆会場　立川市役所1階多目的プラザ

たちかわアートギャラリー展
入賞者記念展

入場無料

◆期間　5/14（土）～5/20（金）
◆時間　１０：００～１７：００
　　　　（16（月）は休館。最終日は15：00まで）

立川女子高等学校
美術部展
入場無料

入場無料

関 連 企 画

展示室

親子で楽しめる 国立音楽大学ファミリー・コンサート2016
　　　　　　　　　　　音楽の贈り物 アイス＆カーニバル

後援

5/29日11：00/15：00開演（2回公演）
◆会　　場　国立音楽大学講堂大ホール
◆出　　演　指揮：工藤俊幸、司会・朗読：山田美也子、管弦楽：クニタチ・フィルハーモニカー　ほか
◆内　　容　サン=サーンス：歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール、動物の謝肉祭～「動物たち
　　　　　　のカーニバル」詩:谷川俊太郎（朗読）～、
　　　　　　プッチーニ：歌劇「蝶々夫人」より“ある晴れた日に”、
　　　　　　ラフマ二ノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調より 第1楽章　ほか
◆料　　金　要整理券（全席自由）大人￥500、小学生以下無料
　　　　　　※往復はがきでの事前申込が必要です。
　　　　　　　詳しくはhttp://www.kunitachi.ac.jp/をご覧下さい。
◆受付期間　5/6（金）～5/15（日）
◆主　　催　国立音楽大学　TEL.042-535-9535（演奏課）
◆特別協賛　株式会社いなげや

平成28年度立川文化芸術のまちづくり事業補助金・奨励金対象事業募集

開催

この補助金は、立川文化芸術のまちづくり協議会が文化芸術の育つ環境づくりを目的とし、文化芸術活動で公益性をもった事業を支援する制度です。
また、補助金を3年間交付された事業であって、社会貢献度が高く、継続的な事業の実施が必要と認められるものを奨励金対象事業として支援します。
補助金及び奨励金の両方に応募することはできません。 申込期間は平成28年5/18（水）から平成28年6/27（月）までです。詳細はたましんRISURUホー
ルや立川市役所に配置する募集要項をご覧下さい（ホームページからダウンロード可）。また、本制度の活用をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
◆お問合せ　立川文化芸術のまちづくり協議会事務局　立川市産業文化スポーツ部地域文化課内　TEL.042-523-2111(内線4501)
　　　　　　http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/billboard/

3/19（土）にたましんRISURUホールにおいて、平成27年度コミュニティ奨励賞表彰式を開催しました。
今回は、文化活動奨励賞では3団体・個人3名、コミュニティ活動奨励賞では個人1名の皆様が表彰されました。
受賞者の皆様、おめでとうございます。今後もご活躍を期待しております。

コミュニティ奨励賞報告

文化・芸術活動奨励賞 コミュニティ活動奨励賞
●立川市立立川第九中学校吹奏楽部 様　 ●殿ヶ谷一座 様
●錦東会はやし連 様　●岡本太玖斗 様　●松本フミ子 様　●髙嶋師穂繒 様

●小井節子 様

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

展示室 サブホール

サブホール

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

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

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・ハナイアリイ待望の来日。
本公演では映像を使い、フラの歴史を辿る魅力的な旅を演出。ロビーにはハワイグッズ／フラショップが出
店！ 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

発売中

発売中

発売中

発売中

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。（ロビーでは写真撮影可）

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

主催：立川オペラ愛好会

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

※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

大ホール

8/2火

主催：劇団飛行船

大ホール

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

※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

主催：夢空間

主催：東京労音府中センター

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。

※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

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

※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

指揮：都築啓志出演

大ホール
主催：立川市吹奏楽団TEL.042-522-9026（藤田方）

6/11土
18：30開演（18：00開場）

創立45周年記念 立川市吹奏楽団第45回定期演奏会共催

※本番前プレコンサートを予定
アルメニアンダンスパート1（A･リード作曲）、序曲「1812年」（P･チャイコフスキー作曲）
「眠れる森の美女」より“序奏・リラの妖精”“ワルツ”（P･チャイコフスキー作曲）　ほか予定曲目

発売中

発売中
パイプライン　ウォーク・ドント・ラン　キャラバン　ほか予定曲目

友
の会 各席1割引

アドロ、サバの女王、花祭り　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　コンサート2016～Amor・・・あの瞬間～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。南米の歌姫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。

※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

※未就学児は入場できません

発売中

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

『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』　ほか予定曲目

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

※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

※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。学生席￥3,000

横尾和義

主催：アート’95 TEL.042-536-9079（深水）

第22回アート’95展共催

6/12日～18土
10：00～18：00（6/18土は16：00まで）
「たちかわアートギャラリー展」の受賞者で構成される市民グループ。
油彩、水彩、パステル、銅版画、木版画などジャンルにこだわらず様々な作品を約50点展示します。

入場無料

入場無料

展示室

※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

●当日料金各席￥500増し

魔法使いプリキュア  ミュージカルショー共催

「キュアップ・ラパパ！｣でふたつの世界がいまつながる！ほうきにまたがって宙に浮く女の子・・・！
リコと名乗るその女の子は、なんと魔法使い！！みらいとリコ、そしてモフルンが手をつなぎ魔法のことば!!

ムーサ友の会
先行発売日 5/25水 5/27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

※3歳以上有料。2歳以下膝上無料。
　但しお席が必要な場合は有料。

全席指定 S席￥2,700 A席￥2,200 B席￥1,700
友
の会 各席1割引 ●当日料金は各席￥300増し

11：00開演（10：30開場）午前の部 14：00開演（13：30開場）午後の部

ベンチャーズ・ジャパンツアー2016共催

夏だ！エレキだ！ベンチャーズ！！夏の風物詩ベンチャーズが今年も日本の夏を盛り上げます！！

カミナリの子ピッカリは、森の動物達からたくさんの愛情を受け、成長していく。
ある日、森が火事に・・・ピッカリは仲間を助けることができるでしょうか？
劇団カッパ座が贈る愛と感動のオリジナル作品。

ムーサ友の会
先行発売日 5/12木 5/14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 ¥6,000 友
の会 ￥5,500

8/20土15：00開演（14：30開場）

牧野正人砂川涼子福井敬

大ホール柳家小三治  独演会共催

人気実力ともに当代随一の柳家小三治による独演会。古典落語の妙味を十二分にお楽しみ下さい。

ムーサ友の会
先行発売日 5/18水 5/20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

全席指定 S席 ￥3,800 A席￥3,300 友
の会 各席1割引

8/21日14：00開演（13：30開場） ※未就学児は入場できません

主催：西多摩カッパ友の会

大ホール劇団カッパ座 西多摩公演「雨の贈りもの」共催

6/5日一般発売日

全席自由 前売り大人￥1,600 子ども￥1,100　
友
の会 各席１割引 ※子ども：3歳から小学生以下

※2歳以下膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。

紹介動画

©山田雅子

英国王立バレエ学校エルムハースト生徒のほか日本人留学生。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（9月よりペンシルベニア・バレエ団）　ほかゲスト出演

出演

11/23●13：30開演（13：00開場）祝・水

残席僅少

大山学

１-ＤＡＹ
いろいろ
体験！ （直接会場へお越し下さい）

参加自由 無料

残席僅少

残席僅少

文相撲（石田幸雄）　小傘（野村萬斎）　※出演者によるわかりやすい解説付き出演

主催：東京労音
　　 府中センター

大ホール野村萬斎  狂言の夕べ共催

ムーサ友の会
先行発売日 6/30木 7/2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

全席指定 ￥5,000 友
の会 ¥4,500

10/13木18：30開演（18：00開場）
※未就学児は入場できません

7/21木10：30開演（10：15開場） ※3歳未満、
　膝上無料

夏休み元気いっぱい親子こんさーと 「音楽動物園」共催

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・・・
楽しさいっぱいのコンサートです。

5/21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 主催：多摩ミュージック21

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）

●当日料金各席￥100増し

小ホール

お子様と体験を共有できる

（指定日にご家族から大人1名参加可）。
ぜひ、ご参加下さい。

お子様と体験を共有できるお子様と体験を共有できるお子様と体験を共有できる

（指定日にご家族から大人1名参加可）。
「親子体験日」を設けました

写真提供：国立音楽大学

第19回東京TAMA音楽祭
第8回ハーモニカの集い2016

共催

大ホール5/21土13：00開演（12：30開場）
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

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

●国立音楽大学学生によるジャズクインテット 5/18水
　　◆出演　笹栗良太（トロンボーン）、芹澤朋(テナーサックス)、
　　　　　　武本和大(ピアノ)、佐藤潤一(ベース)、北井誉人（ドラム）
　　◆曲目　「A列車で行こう」　ほか

●フルートとピアノのデュオ 6/15水
　　◆出演　津崎このみ（フルート）、比嘉洸太（ピアノ）
　　◆曲目　「ファンタジー」、「時代」　ほか

立川市役所ロビーコンサート主催 開催

入場無料

●国立音楽大学学生によるハープとフルート 5/30月
　　◆出演　冨永弥悠（ハープ）、佐久間未帆（フルート）
　　◆曲目　「小舟にて」、オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より
　　　　　　「間奏曲」 ほか　　

●国立音楽大学学生によるジャズトリオ 6/30木
　　◆出演　笹栗良太（トロンボーン）、武本和大(ピアノ)、佐藤潤一(ベース)
　　◆曲目　「アイ・ガット・リズム」　ほか

◆会場　立川市役所１階多目的プラザ　
◆時間　12：20～12：50


