
主催：東大和市民会館ハミングホール指定管理者／劇団四季

 窓口販売  ハミングホール1階 事務所（9：00～20：30）
 ホームページ  http://www.humming-hall.jp/（東大和市民会館ハミングホール）

●ヤマハ音楽教室 宮地楽器 ららぽーと立川立飛センター☎042-540-6636
　東大和センター☎042-564-6321、武蔵村山センター☎042-562-0044
●セキグチレコード☎042-562-0801 ●宮地楽器国立音楽大学店☎042-537-8200

東大和市民会館ハミングホール☎042-590-4411（9：00～20：30）
〒207-0013 東京都東大和市向原6-1 毎週月曜日休館/祝日の場合は翌日お問い合わせ

チケットのご予約

5/27土 16：00開演
（15：30開場）5/275/275/275/275/27 16：00開演16：00開演16：00開演16：00開演16：00開演16：00開演16：00開演

ファミリーミュージカル

☎０４２-５９０-４４１４（9：00～17：00）

大人 ￥5,400
東大和市民会館ハミングホール

小学生以下 ￥3,240

四季の会 ￥4,320
（公演当日3歳～小学校6年生まで）

※3歳以上有料、
　3歳未満の着席鑑賞は有料

電話・インターネット予約：3/4（土）～、窓口販売：3/5（日）～一般発売
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劇団四季予約センター ☎0120-489-444
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サンライズプロモーション東京﹇
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（全日 10:00-18:00）
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8月20日
八王子市芸術文化会館
いちょうホール（大）

日

9月3日
所沢市民文化センター
ミューズ　マーキーホール

日

4,500（税込）
※4歳未満の入場不可

全席
指定
チケット先行販売中

 が～まるちょば
 SHOW！+ロッケンロール

ペンギン

That's

お申込み・お問合せ：労音府中センター

☎042-334-8471

ＫＯＴＯＲＩホール（昭島市民会館）
大ホール

トーク＆ライブ2017

好評発売中

好評発売中

15：00開演

オリンパスホール八王子

河村隆一

¥8,000全席指定
（
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込
）

¥5,200全席指定
（
税
込
）

18：00開演

平日10-18時
土曜10-14時

RK 20th Anniversary Action #003
深愛～only one～Special Live

5/13土

5/27土

2017 年 4/15( 土 )10:00～

￥

あきる野市五日市822-3(JR五日市線 武蔵五日市駅から
徒歩10分 あきる野市五日市分庁舎隣）、駐車場有
営業：毎週金・土・日曜日　午後1時から5時まで
http://www.yamanooto.jp/　TEL070-6646-1472

ギャラリー山の音
志野、織部、黄瀬戸の専門店
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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
3/27(月） 東京都立立川国際中等教育学校 吹奏楽部

第7回定期演奏会 17:00 無料 立川国際中等教育学校
石丸宛 042-529-5335

3/28(火） 立川女子高等学校 吹奏楽部
第34回定期演奏会 17:30 無料 立川女子高等学校 吹奏楽

顧問宛 042-524-5188

3/29(水） 第40回東京都立国立高等学校 吹奏楽部
定期演奏会 18:00 無料 東京都立国立高等学校宛

042-575-0126

3/30(木） 第43回東京都立立川高等学校
吹奏楽部演奏会 17:40 無料 立川高等学校吹奏楽部 

tachisui49@gmail.com

4/8(土）・
9(日) 第48回ヤマハ音楽教室 宮地楽器発表会

8日14:15/17:30  
9日10:30/14:00/

17:00
無料 宮地楽器永村宛

042-383-5551

4/23(日) 東京農業大学 農友会管弦楽団
第107回定期演奏会 14:00 600円

(自由席)
東京農業大学 農友会管弦楽団宛

03-5477-2859

4/30(日) 日本舞踊花柳流発表会 佐栄幸会 11:30 無料 花柳佐栄幸会宛
042-523-0786

5/4（木・祝）・
5(金・祝) ヴィクトワールバレエコンペティション東京2017 未定 2,000円

(自由席)
ヴィクトワールバレエ企画  
080-1499-4321  

杉野宛 090-4508-9444
小ホール

3/19(日） 第41回たんぽぽ会　ピアノ発表会 13:00 無料 たんぽぽ会宛
042-522-2039

3/26(日） 第13回東京都立立川高等学校 室内学部
定期演奏会 18:00 無料 東京都立立川高等学校

岡部宛 090-8812-7424 

3/27(月） 第39回都立国立高等学校音楽部
定期演奏会 18:00 無料 都立国立高等学校音楽部宛

042-575-0126

3/29(水） 東京都立日野台高等学校コーラス部
第18回定期演奏会 18:00 無料 東京都立日野台高等学校 

柳沢宛 042-582-2511

4/1(土） 堀江朋子フラメンコ教室 発表会 17:00 2,500円 堀江朋子宛
080-5047-1913

4/8(土） 永井尚山師3回忌追悼・4代目襲名演奏会 11:00 無料  相山会 後藤宛
042-522-5339

4/8(土） メープルコンサート 18:40 無料 メープル音楽教室宛
080-6806-4264

4/10(月） 自民党立川総支部女性部“さくらの会” 10:30 無料 自民党立川総支部女性部 
鈴木042-527-6493 

4/15(土） 第13回ＦＡＭＩダンススクール発表会 時間未定
前売り 大人800円/ 

子ども500円
当日 大人1,000円/ 

子ども700円

ＦＡＭＩダンスサークル
勝間田宛 090-7285-3296

4/22(土） 無料映画上映会「犬に名前をつける日」 10:30/13:30/
18:30 無料 特定非営利活動法人 犬猫みなしご救援隊 

 川上宛 080-5674-5295  

4/28(金） 第27回歌の祭典 11:00 無料 日本アマチュア歌謡連盟立川支部宛 
042-526-1061

4/29(土・祝）リトルコンサート’１７ 未定 無料 しらさぎピアノ教室宛
080-9289-0513

5/5(金・祝） オペラ「椿姫」 17:00 3,000円 リリカイタリアーナオペラ宛 03-3822-0601
オペラ企画ルーチェ宛 042-579-6925

5/6(土) 箏曲発表会 12:00 無料 琴の葉会 千葉宛
042-525-5860

5/7(日) 立川寸志里帰り落語会・第四回 13:30 予約1,800円/
当日2,000円

事務局宛
090-1045-5014

展示室
4/2１(金)～
23(日) 静心書学会展 10:00 無料 静心書学会 岩井宛

042-522-5085

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

小ホール

国立音楽大学講堂大ホール（立川市柏町5-5-1）

親子で楽しめる国立音楽大学ファミリー･コンサート2017 ～打楽器とふれあおう!!～後援

指揮 ： 工藤俊幸　司会 ： 稲村なおこ
管弦楽 ： クニタチ・フィルハーモニカーほか

出演 ラヴェル ： ピアノ協奏曲ト長調より第1楽章
レスピーギ ： ローマの祭りより第1･3･4楽章ほか

プログラム

大ホール

多摩フレッシュ音楽コンサート2017 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（非公開）：【声 楽 部 門】 【日程】4/13(木)　【ピアノ部門】 【日程】4/18(火)　たましんRISURUホール大ホール※両日とも
◆コンサート（公開）：【声 楽 部 門】 【日程】6/29(木)18:00開演予定　【ピアノ部門】 【日程】6/30(金)18:00開演予定
　　　　　　　　　たましんRISURUホール大ホール※両日とも
◆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
　　　　　 （http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp）に掲載し、多摩公立文化施設等に設置します。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

ドヴォルザーク：スターバト・マーテル 合唱団員募集募集

◆公演日：11/29（水）19：00開演　◆会場：たましんRISURUホール大ホール
◆指揮：曽我大介／独唱：高橋絵里、清水華澄、望月哲也、加藤宏隆　◆管弦楽：ブラショフ・フィルハーモニー交響楽団（ルーマニア）
◆主催：公益財団法人立川市地域文化振興財団　◆共催：認定NPO法人おんがくの共同作業場
★下記いずれかにご登録されますと、どの練習にもご参加頂けます。
　●5/31(水）より水曜日18:30～21:00（混声合唱）※中・高生のために水曜18：00～20：00の練習があります。
　●6/2（金）より金曜日10:00～12:00（混声合唱）　●6/3（土）より土曜日13:30～16:00（混声合唱 月3回程度）
　会場：カンマーザール in 立川またはたましんRISURUホール　　　　　
　※練習費￥20,000（￥10,000×2回に分割可）　※中・高生無料、30歳以下半額
　コンサート制作基金￥10,000（後日公演チケットにてお返しいたします）
◆申込・問合：NPO法人おんがくの共同作業場　TEL.042-522-3943　FAX.042-522-3937　Eメール：npo@gmaweb.net 

東京TAMA音楽祭2017共催 入場無料

千人コンサートはハーモニカの集いから!!

5/20土13：00開演（12：30開場）

第9回ハーモニカの集い2017

主催：東京TAMA音楽祭組織委員会・ハーモニカの集い2017実行委員会  協働：立川市

6/23金19：00開演（18：30開場）
５周年目を迎える「春風亭一之輔の全国ツアー」。立川に初お目見えとなります。
今年もパワーアップした一之輔ワールドにご期待下さい。

ムーサ友の会
先行発売日 3/22水 3/24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

主催：ジェイ・ファースト全席指定 ¥3,600（当日￥3,900） 友
の会 ￥3,240

※未就学児は
　入場できません

姉妹デュオ・シュガーシスターズとピアニスト・小原孝がお贈りする皆様
よくご存知の日本のうた・童謡・唱歌コンサート。 小ホール
5/10水14：00開演（13：30開場）

共催

※3歳未満膝上無料。
　ただしお席が必要な場合は有料全席自由￥3,000 友

の会 ￥2,700

主催：（株）オフィス ルナピエナ

シュガーシスターズ（佐藤容子（ソプラノ）／佐藤寛子（メゾ・ソプラノ））＆小原孝（ピアノ）

美しく響く日本のうた 心のハーモニー コンサート

3/29水一般発売日
※ムーサ友の会先行発売はありません
※発売初日の来館受付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

春風亭一之輔©山田雅子

お問合せ：国立音楽大学演奏課  TEL.042-535-9535  主催：国立音楽大学  特別協賛：株式会社いなげや

全席自由 要整理券 中学生以上￥500 小学生以下無料

砂川涼子・光岡暁恵・嘉目真木子・樋口達哉・村上敏明・青山貴・牧野正人・森口賢二・河原忠之（P）出演

大ホール

7/30日14：00開演（13：30開場） 5/21日11：00（未就学児向け）/15：00（小学生以上向け）開演
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

ムーサ友の会
先行発売日 3/15水 3/18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

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

友
の会 各席1割引

※未就学児は
　入場できません

牧野正人砂川涼子 村上敏明

催　物　名 日　時 会　場 主　管　団　体
地域文化祭日程表

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

曙町 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

曙町文化会・久保 
042-522-4639

平成28年度コミュニティ奨励賞表彰式
3/11土10：30開会（10：00開場）たましんRISURUホール5階第1会議室 ※直接ご来場下さい。

「第24回たちかわアートギャラリー展」募集

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。

◆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。申込用紙は市民会館、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。

第24回たちかわアートギャラリー展関連企画「スケッチ会」募集

◆講師：知久正義、酒井敦彦（アートギャラリー展審査員）　◆参加費：￥500　◆対象：小学生以上(小学3年生までは保護者同伴)　◆定員：20名程度
◆お申込み：４/17（月）（必着）までに、「スケッチ会希望」、応募者全員の住所、氏名（ふりがな。代表者に○印）、年齢、電話番号を書いて、はがき、またはFAX、Eメール
で立川市地域文化振興財団 〒190-0022錦町3-3-20　TEL.042-526-1312　FAX.042-525-6581　Eメール：bijyutsu@tachikawa-chiikibunka.or.jpまで

募集 財団キッズ
ワークショップvol.56「粘土絵をつくろう♪」

片面凸凹した紙に色粘土で形を作って貼り、半立体の絵を作ります。素敵な粘土絵の世界を作りましょう☆
※完成した作品は第24回たちかわアートギャラリー展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：20名　◆講師：須惠朋子 (画家・子供造形教室主宰)
お申込みはメールフォームから4/10まで受付　※抽選結果は4/11～4/13通知予定
http://tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-20170423/

第24回たちかわアートギャラリー展特別企画

展示室

入場無料

入場無料

作品募集中!!
3/31（金）まで
消印有効

4/23日10：30～12：30 立川市子ども未来センター 第1・第2アトリエ

4/30日10：00～13：00

5/20土～28日10：00～17：00（28日は15：00まで）

根川緑道（集合：立川市柴崎市民体育館入口）※雨天中止

アートギャラリー展関連企画としてスケッチ会を開催します。緑と水に囲まれた自然の中で絵を描いてみませんか？

ファーレ立川アートミュージアムデー開催

ファーレ立川を美術館に見立て、様々なプログラムを展開します。「北アルプス
国際芸術祭」のプレイベントで行われたプロペラの屋外インスタレーション
（3/13～20）＆ワークショップ（3/18・19）、展示「未来へつなぐ　ファーレ立川
アーカイブ」（3/14～20）、ファーレ倶楽部スペシャルアートツアーなど。

　◆申込方法：参加者全員の氏名・電話（FAX）番号を書いてEメール又はFAXで立川市地域文化課まで
◆詳しくは立川市広報またはファーレ立川アートのHPをご覧下さい。
◆申込・問合：立川市地域文化課TEL.042-523-2111（内線4501）FAX.042-525-6581
　　　　　  Eメール:chiikibunka-t@city.tachikawa.lg.jp

アート・マーケット開催

立川市内・多摩地域を活動拠点としているアーティストの作品を皆さんにご紹介することを目的に、たましんRISURU
ホール１階市民ロビーにて「アーツ＆クラフト」の展示・販売を行います。公演開演前、休憩時間、終演後などアートに触
れてみてはいかがでしょうか？ 当日の立川市民オペラ公演チケットをご提示頂くと、５％引きにてご購入頂けます。公演
チケットをお持ちでない方でも是非「アート・マーケット」にお立ち寄り下さい。

たましんRISURUホール１階市民ロビー

※出展情報は、随時ホームページにてご案内しております。URL:http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp 

3/19日・20●13：30～17：00（予定）月・祝

過去の出展の様子

開催 第6回立川いったい音楽まつり

立川市内（大型商業施設店頭、飲食店、ライブハウス等）

3/18土ほか ファーレ立川、女性総合センター・アイム

※会場により
　異なります。https://tachikawa-ittai.jimdo.com/

5/20土・21日11：00～21：00頃予定

第6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
with国立音楽大学ジャズ専修スペシャル・コンサート

シンポジウム
ファーレ立川　世界を映す街 ～21世紀のパブリックアートの出発がここにある

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!!

入場無料・要申込

入場無料・定員120人（申込順）

全席自由

全席自由 ￥500

◆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。
迫力あるサウンドを大ホールでお楽しみ下さい。

大ホール

大ホール

第6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

締 切
4/21（金）
消印有効

◆稽古日：4/19（水）より水曜日（前期10月まで全18回）　◆稽古場：たましんRISURUホール
◆時間：①16:00～17:00　②17:30～18:30の2クラス（時間の指定はできません。）
◆対象者：小学校3年生～中学生　◆募集人数：①8名②10名
◆費用：稽古代月￥3,000、こと爪代￥5,000（最初のみ）、テキスト代￥1,000（最初のみ）　◆楽器：お箏はホールで用意します。　
◆主な講師：早川智子（生田流箏曲演奏家、東京藝術大学卒・同大学院修了、ＮＨＫ邦楽技能者育成会修了、宮城社大師範）
◆申込方法：ホームページ（http://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/a21-201701）をご覧下さい。　◆応募締切：3/31（金）
主催：公益社団法人日本三曲協会、公益財団法人立川市地域文化振興財団

プロの演奏者によるやさしく丁寧なお稽古で、日本の伝統音楽を気軽に習うことができます。
2020年には日本人や外国人に素晴らしい演奏をお聞かせしましょう。
既に始めているお友達もいるから安心です。見学も可能です。

こどものためのお箏教室
こ と

バーミンガム・ロイヤルバレエ付属「エルムハーストバレエスクール」新卒業生との共演。ブラスバンド生演奏との共演による
華麗なマーチ特集。子供から大人まで楽しめる「ドン・キホーテ」第3幕を上演。NBA全国バレエコンクール1位受賞者出演。

「マーチ特集」、「ドン・キホーテ」より第3幕演目

第9回ジャパン・インターナショナル・
ユース・バレエ国際交流公演

共催

友
の会 各席1割引

大ホール

主催：ジャパンインターナショナル・ユース・バレエ

ムーサ友の会
先行発売日 4/14金 4/16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
S席￥4,000 A席￥3,500 自由席￥3,000

※3歳以上入場可

7/23日16：00開演（15：30開場）

※自由席のみ当館では取り扱いがございません　

※見学無料、午前中に来演された方は終演後(18:00頃)に賞品(20本)抽選会あり。
　プロ歌手「三条ひろみ」出演! 若干名飛入り参加可(1曲2コーラス/協賛金￥3,000)

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

4/15土9：30開演（9：15開場）
第12回カラオケの集い

主催:東京TAMA音楽祭組織委員会・立川市カラオケ連盟  協働:立川市

4/16日
第20回ダンスフェスティバル ダンスの祭典

主催：東京TAMA音楽祭組織委員会・ダンスフェスティバル実行委員会  協働：立川市
①11：20開演（11：00開場）②14：00開演（13：40開場）

大ホール

※5歳以下のご入場はご遠慮下さい。保育をご利用下さい　※１歳以上保育あり（1週間前までに要予約050-3701-2017）保育料１人￥５００

5/27土

埼玉×三多摩憲法ミュージカル
～市民100人で創るキジムナー物語～

共催

１億年前に花とともに誕生し、４万５０００年前に人が誕生する瞬間を目撃したキジムナー（沖縄
に棲む木の精霊）が、あの戦争で何を見、そして、今何を願っているのかをコンセプトに、エネル
ギッシュなダンスと心に響く歌で、戦争とは何か、平和とは何か、憲法とは何か問いかけます。

3/2木一般発売日
※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

主催：埼玉×三多摩憲法
　　 ミュージカル実行委員会

全席自由
一般￥2,500 高校生・大学生￥2,000 中学生以下￥1,500

友
の会 各席1割引
14：00開演（13：00開場）／18：00開演（17：00開場）

※各券当日券は￥300増し

募集

立川市女性総合センター
アイムホール

募集第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

小ホール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
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）
5/12金13：00開演（12：30開場）

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！

3/22水一般発売日

※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

発売中

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。

※未就学児は入場できません

全席指定 友
の会 ￥2,700

主催：フィルハルモニア多摩

タパリン・チャロエンソーク（チェロ）

学生￥1,000（大学生以下）
 一般￥3,000 

発売中

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。

※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

オリジナル
イラストグッズを
プレゼント！

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

オリジナル
イラストグッズを
プレゼント！

入場者全員に

発売中

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

※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、合人社計画研究所グループ

4/29●11：00開演（10：00開場）土・祝
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)

小ホール

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

6/2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

出演者の都合により、開催日が変更となりました。

共催

※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

「ひろ～い広い歌の世界」

田中純 久元祐子 礒山雅3/3金一般発売日
※ムーサ友の会先行発売はありません
※発売初日の来館受付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

らくごDE全国ツアー vol.5　

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2017
共催

大ホール7/5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 3/17金 3/19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 主催：エムエスティプロデュース

全席指定 S席￥3,800 A席￥3,300 友
の会 各席１割引

※未就学児は
　入場できません

桂歌丸三遊亭円楽

主催：東京労音府中センター

大ホール7/8土16：00開演（15：30開場）
竜童組、宇崎竜童＆ＲＵコネクションwith井上堯之などの精力的な活動で聴衆を魅了し続け、
また多数のアーティストや映画・舞台などへ楽曲を提供する音楽家として目覚ましい活躍を続
けてきた宇崎竜童が、ギターの弾き語りと自身の歌声だけで魅せる大人のためのステージ。

ムーサ友の会
先行発売日 3/16木 3/18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

全席指定 ￥5,500 友
の会 ￥5,000

※未就学児は
　入場できません

宇崎竜童 弾き語りLIVE2017
JUST GUITAR JUST VOCAL

共催

宇崎竜童 参考作品・小３

立川オペラ愛好会  第7回ガラコンサート
「名歌手たちの夢の饗宴」

共催

3/18土14：00～

5/14日17：00開演（16：３０分開場）

5/18木19：00開演（18：0０開場）
友
の会 ￥450

※たましんRISURUホール
　窓口のみでの販売となります。

4/18（火）発売開始


