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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
購入頂けます。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頂きます。）
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頂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頂けますが、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/

本誌掲載内容は2018年8月23日現在の情報です。やむをえない事情により出演者、プログラム等が変更になる場合がございますので予めご了承下さい。

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）でお求め頂けます！　
●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頂けます！（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頂けます。
※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！ チケットをご購入頂けます。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！

立川市地域文化振興財団ではSNSで主催事業や
立川のイベントの最新情報等を発信しています。

☎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）

●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頂けます。

～ 文 化 と あなたの 懸 け 橋 に～ム
ー
サ

イープラスHP http://eplus.jp
イープラスでチケットの購入ができます

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。
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立川市出身の立川寸志が
笑ホール寄席に初登場！

※仲入り（休憩）前に、会場で出演者サイン色紙3枚が当たる抽選会あり。
※当日の演目は公演終了後、財団facebookへ掲載します。

友
の会 各席1割引 大ホール

大ホール

大ホール

ON
LINE

ON
LINE

託児

託児

大ホール
ON
LINE

ON
LINE

託児

発売中

全席指定 S席¥3,000 A席¥1,500 
　　　　 B席¥500

小ホール

日本クラシック界の巨匠、ヴァイオリニスト・徳永二男がナビゲーターとして、素敵な
演奏家をゲストに迎え、楽器の歴史や特性、秘密など楽しいお話と演奏で綴ります。

各公演とも  全席指定 ¥2,300

友
の会 ￥2,000

発売中

発売中

発売中

発売中

『楽器の謎！18 オルガン』

『楽器の謎！19 ファゴット』

ゲスト：吉田将（ファゴット／読売日本交響楽団首席奏者）

※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。

ムーサ友の会
先行発売日9/7金 一般発売日 9/9日

持ち運び可能なパイプオルガン、ポジティフ・オルガンの演奏です。

《楽器についての質問募集中! 詳しくはホームページをご覧下さい》

大木麻理

※未就学児は入場できません。

ON
LINE 託児

ゲスト：大木麻理（オルガン）出演

出演

パッヘルベル : トッカータ ハ長調、フーガ ト長調 "ナイチンゲール"
伊左治直 : 橋を架ける者　ほか

予定曲目

サン＝サーンス:ファゴットとピアノのためのソナタ
ウェーバー:ファゴットとピアノのためのアンダンテとハンガリー風ロンド
フォーレ:シシリエンヌ  ほか

予定曲目

9/29土

12/1土

徳永二男が案内する「楽器の謎!」主催

14：00開演（13：30開場）
ⒸK.Miura

Ⓒ読売日本交響楽団

徳永二男

11/18日15：00開演（14：30開場）

2019.2/17日
14：00開演（13：30開場）

2019.1/20日午前の部11：00開演（10：30開場）午後の部14：00開演（13：30開場）

2019.1/19土13：00開演（12：30開場）

及川浩治
「トーク＆リサイタル」

主催

新春たちかわ寄席
三遊亭小遊三
春風亭昇太 二人会

主催

胸にしみる入魂の演奏と、心和む楽しいお話。トークの間にもお馴
染みの曲が飛び出すので、わかりやすく、面白く、ためになる、子供
から大人までとびきり楽しい及川浩治の世界をご堪能下さい。

昨年300万本超えをした大ヒット作「ドラゴンクエストXI」。聴くだけで仲間たちとの冒険がよみがえる名作の数々を是非この機
会にお楽しみください。生誕30周年記念でもあり、過去の曲もたくさん使用されてますので、当日は何が演奏されるもお楽しみ
に！演奏は、毎年精力的に「ドラゴンクエスト」コンサートを続ける東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団。

落語界の人気者ふたりがお贈りする爆笑のひととき。初笑いはたましんRISURUホールから。

めざせ、ブレーメン！ 旅をつづける動物さんたちがおしえ
てくれるのは、夢をおいかける喜びと、こわいことがあっ
てもにげない勇気。そして、気持ちを伝える音楽の力。

国立音楽大学出身の石田泰尚が12年ぶりに登場。神奈川フィルハーモニー管弦楽団でソロコンサートマスターを務める石田泰
尚が招集した、7人の弦楽の名手たち。硬派でパワフル、それでいて繊細であたたかいサウンド。そのルックスとのギャップも魅
力のひとつです。

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

●学生割引各席￥1,000引 

※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。

※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。

※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。

ムーサ友の会
先行発売日10/16火 一般発売日 10/18木

バッハ：主よ、人の望みの喜びよ [ヘス編] 　ラフマニノフ: ヴォカリーズ [コチシュ編]
シューマン：トロイメライ 　リスト：愛の夢 第3番、ラ・カンパネラ [ブゾーニ編]　 エルガー：愛のあいさつ
ショパン：ノクターン 第20番『遺作』、英雄ポロネーズ 　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第14番『月光』
ドビュッシー：月の光、亜麻色の髪の乙女 　サティ：ジムノペディ 第1番
ラヴェル: 亡き王女のためのパヴァーヌ　 プーランク：エディット・ピアフを讃えて　ほか

予定曲目
出　   演

主催硬派弦楽アンサンブル「石田組」

主催

ピアノ：及川浩治　 司会：柳田奈津子(フリーアナウンサー）

ウイリアムテル序曲、クラリネットをこわしちゃった、オペラ「ラ・ボエーム」より“私の名前はミミ”、トランペット吹きの休日　ほか予定曲目

出　   演 ミミ:中畑有美子（ソプラノ）、ネコ:野崎りいな（ヴァイオリン）、ニワトリ:石井智恵（フルート）、
イヌ:長谷川稚紗（クラリネット）、ロバ:箕輪瑠璃子（トランペット）、空の精:月野佳奈（ピアノ）　ほか

9/24●14：00開演（13：00開場）

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト　すぎやまこういち主催

主催：（一財）東京シティ・フィル財団、（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。

全席指定 S席¥5,000 A席¥4,000
友
の会 各席1割引

井田勝大（指揮・お話）、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（管弦楽）

ON
LINE 託児 大ホール月・ 休

●小・中学生各席半額

昨年300万本超えをした大ヒット作「ドラゴンクエストXI」。聴くだけで仲間たちとの冒険がよみがえる名作の数々を是非この機
会にお楽しみください。生誕30周年記念でもあり、過去の曲もたくさん使用されてますので、当日は何が演奏されるもお楽しみ

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト　すぎやまこういち主催

井田勝大 ⓒAyumu Gombi

©2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

ON
LINE 託児 大ホール

※未就学児は入場できません。

公演間近

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第9番「クロイツェル」
ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ　ほか

千住真理子（ヴァイオリン）、横山幸雄（ピアノ）
予定曲目
出　　演

全席指定 S席￥3,500 A席￥2,500（2階席後方）友の会 各席￥500引
●学生割引各席 ￥1,000引
●親子割引（A席のみ）小・中学生1名￥500

9/9日15：00開演（14：30開場）
千住真理子＆横山幸雄デュオ・リサイタル主催

9/9日15

主催

出演

財団設立30周年特別コンサート

※未就学児は入場できません。

友
の会 各席1割引

友
の会 大人¥1,350

全席指定 S席¥3,600 A席¥3,100

友
の会 各席1割引

全席指定 S席¥3,500 
　　　　 A席¥2,500

※未就学児は入場できません。

※未就学児は入場できません。

©Ayumu_Gombi

9/15土19：00開演（18：00開場）

トクマルシューゴ
Special LIVE with Orchestra

主催

様々な楽器や非楽器を用いたオリジナリティ溢れる音楽で、日本国内に限ら
ず海外でも賞賛される’ポップ・マエストロ’トクマルシューゴが、自身のバンド
とオーケストラがコラボレーションするスペシャル公演を開催！トクマルの最
新アルバム『TOSS』においても共作を行った気鋭の音楽家、上水樽力率いる
管弦楽団とともに奏でられる一夜限りの特別コンサートをお見逃しなく！

制作：TONOFON / SMASH
※未就学児入場可。※2歳以下膝上無料、お席が必要な場合は有料。
全席指定 ¥4,500 友

の会 ￥4,000
トクマルシューゴ(フルバンド編成) ＋ 上水樽力チェンバーオーケストラ

ON
LINE大ホール 託児

発売中

出演

三遊亭小遊三、春風亭昇太 出演

モーツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調 K.138
ヘンデル（ハルヴォルセン編曲）：パッサカリア ト短調
メンデルスゾーン：弦楽八重奏 変ホ長調 op.20
ディープ・パープル（近藤和明編曲）：紫の炎　ほか

主催：（株）夢空間、（公財）立川市地域文化振興財団

主催：（一社）未来音楽企画、（公財）立川市地域文化振興財団

協賛：ミサワホーム株式会社　後援：立川市教育委員会、立川市私立幼稚園協会　企画制作：MOON WALK CO.　

主催：芸術文化創造ネットワーク（株）、（公財）立川市地域文化振興財団

ムーサ友の会
先行発売日9/20木
一般発売日 9/22土

ムーサ友の会
先行発売日9/15土

小ホール

全席指定 ¥2,500
発売中

友
の会 ￥2,250　

ON
LINE

立川志ら門三遊亭兼好立川龍志立川寸志柳家花ごめ橘家文蔵柳家花緑

※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～

ムーサ友の会
先行発売日9/12水
一般発売日 9/14金

※未就学児は入場できません。●学生￥1,000引

12/7金9/14金

笑ホール寄席主催 19：00開演（18：30開場）

10/20土
15：00開演（14：30開場）

フレッシュ名曲コンサート 小林研一郎 指揮
日本フィルハーモニー交響楽団「歓喜の第九」

主催

主催：立川市、公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）
企画協力：（公財）立川市地域文化振興財団、東京オーケストラ事業協同組合　合唱協力：認定NPO法人おんがくの共同作業場

※未就学児は入場できません。●学生各席￥1,000引

全席指定 S席￥4,000 
　　　　A席￥3,000

友
の会 各席1割引

ON
LINE 託児 大ホール

©山口敦

後田翔平今井実希 山下浩司増田弥生

小林研一郎

2018年のフレッシュ名曲コンサートは、「炎のコバケン」＆「歓喜の第九」をお贈りします。
ソリストは、第14回東京音楽コンクール声楽部門第3位の今井実希をはじめ実力派
の４名です。どうぞお楽しみに。

小林研一郎（指揮）、日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
今井実希（ソプラノ）、増田弥生（メゾ・ソプラノ）、後田翔平（テノール）、
山下浩司 （バス バリトン）、日本フィルと歌う立川第九合唱団（合唱）
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調「合唱付」op.125　ほか予定曲目

出　　演

発売中

立川市役所ロビーコンサート主催 開催水曜コンサート主催 開催

出演：松本理沙、瀧口睦美、小林祐貴、西田早希
曲目：ニュー シネマ パラダイス メドレー　
       映画「海の上のピアニスト」より 愛を奏でて ほか

出演：MASTQuartet（トロンボーン四重奏）
　   宮本剛、上森柊、安達文香、白井美恭
曲目：ハイドン：オラトリオ「天地創造」より、青い山脈 ほか

出演：トリオ818：
　　 江草智子（ファゴット）、金子恵美（クラリネット）、大滝俊（ピアノ）
曲目：レハール：メリーウィドウ・ワルツ ほか

出演：MASTQuartet（トロンボーン四重奏）
　   宮本剛、千葉美紗希、安達文香、白井美恭
曲目：長崎は今日も雨だった ほか

■会場／たましんRISURUホール1階 市民ロビー
■時間／12：20～12：50

■会場／立川市役所1階 多目的プラザ
■時間／12：20～12：50

入場
無料

入場
無料

9/26水 サクソフォーン四重奏

10/10水 国立音楽大学学生による演奏

9/20木 ファゴット、クラリネット、ピアノの三重奏

10/25木 国立音楽大学学生による演奏

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

ON
LINE

※アイムホール専用の駐車場はありません。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。チケットはたましんRISURUホールにお問合せ下さい。

立川市女性総合センター
アイムホール

11/29木19：00開演（18：30開場）

アイム落語研究会主催

立川だん子
（立川談四楼の弟子）

春風亭一花
（春風亭一朝の弟子）

柳家圭花
（柳家花緑の弟子）

トクマルシューゴ 上水樽 力

ゲスト：
矢代朝子

立川志ら門
（立川志らくの弟子）

全席指定 ¥1,500発売中

※未就学児は入場できません。

友
の会 ￥1,350 ●小・中学生￥500

第十四回「落語家と舞台人、表現者が考える人の心が動くとき」

予定曲目

岩村聡弘（ヴァイオリン）丹羽洋輔（ヴァイオリン）

鈴木浩司（ヴァイオリン）石田泰尚(ヴァイオリン) 生野正樹（ヴィオラ）

辻本玲(チェロ)大島亮（ヴィオラ） 門脇大樹（チェロ）

©藤本史昭

12/8土11：00開演/14：00開演
ミッフィーこどもミュージカル

0才からのオペラ・デビュー♪こどもオペラ第2弾！

主催

※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。※公演時間は60分、休憩なし。

大ホール

ON
LINE

（開場は開演の30分前）

ミュージカル「ミッフィーのおたんじょうび」
第1部

コンサート「ミッフィーとうたおう」
第2部

ミッフィーの
おたんじょうび

全席指定 大人¥1,500 子ども（小学生以下）¥800 親子ペア¥2,000

※2歳以下膝上無料
　（保護者1名につきお子様1名まで）。

全席指定 大人¥2,500
子ども（3歳以上小学生以下）¥1,500

友
の会 各席1割引

No.
奇数月初旬

発行

9・

一般発売日 9/17 月・祝

大使に縁のある神社でピアノソロライブを行います。

◆会場：阿豆佐味天神社 神楽殿
◆アクセス：190-0031 立川市砂川町4-1-1　
　　　　　立川バス「砂川四番」下車 徒歩5分・「砂川五差路」下車 徒歩10分　多摩モノレール「砂川七番」駅下車 徒歩20分
　　　　　※駐車場はございません。※会場は立ち見となります。車椅子でご来場の方は事前にご連絡下さい。
◆応募方法：往復はがきに氏名・住所・電話番号・希望人数を書いて下記へ送付して下さい。1枚で2名までお申込み可。重複の
　　　　　   お申込みは無効となります。　〒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」
◆定員：300名　※応募多数の場合は抽選となります。

たちかわ交流大使 山下洋輔 
Solo Live at 阿豆佐味天神社

募集

入場
無料10/6土 16:00開演（15：30開場／17:00終演予定） 要申込・全席立見

雨天中止

©Jimmy & Dena Katz

（撮影：橘蓮二）

柳亭小痴楽

残席僅少

残席僅少

ミッフィーのミュージカルとコンサートの音楽だけでなく、素焼きの色付けでアートも楽
しみましょう！親子・おじいちゃんおばあちゃん・おともだちと様々な体験を通して、お子様
の感性を刺激できる一日にできるのでは♪ぜひ、ご応募下さい。

ミュージカルチケット購入者 300名さまご招待！ 有料で素焼きのワークショップのみ参加
ミュージカル &素焼きで楽しみ隊
応募条件

開催日時
開催場所
応募方法

応募期間

持ちもの

12月8日（土）10時～16時
開催日時12月2日（日）10時～16時

ミッフィーこどもミュージカル「ミッフィーのお
たんじょうび」のチケット（11時または14時公演

いずれか）購入者
※お申し込み時にチケット座席番号の記入が必要
※小学4年生までは保護者同伴

※小学4年生までは保護者同伴

※150名様まで参加可能。応募者多数の場合は抽選となります。
※欠員がある場合は当日販売あり

※チケット1枚につき、素焼き1セットとなります

※公演後で半券が切られていても可

たましんRISURUホール地下展示室

開催場所 たましんRISURUホール地下展示室
申込フォームにてお申し込み下さい

応募方法 申込フォームにてお申し込み下さい

12/8公演チケット（参加時 提示）

http://www.tachikawa-chiikibunnka.or.jp/b10-20181208/

http://www.tachikawa-chiikibunnka.or.jp/b10-20181202/

応募条件 ミッフィー素焼き（1,000円税込）を参加人数分ご購入いただき、展示室にてオリジナルミッ
フィーを仕上げていただきます。完成した素焼きは12月2日
（日）～12月8日（土）まで『たましんRISURUホール1F特設ス
ペース』に展示されます。展示作品は12月8日（ミュージカル
公演当日）以降にお持ち帰りいただけます。

9月14日（金）～10月16日（火）抽選結果は10月
19日（金）頃メールでお知らせいたします。応募者

多数の場合は抽選となります。 応募期間 10月19日（金）～11月20日（火）抽選結果は11月
23日（金・祝）頃メールでお知らせいたします。

A RISURUホール
1F ガラス張り
特設スペース

素焼きをホール展示で飾り隊
B

85分公演（休憩含む）
2回とも2部構成

企画制作：novus axis

託児11/23●16：00開演（15：00開場）

高木正勝主催

映画『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』等の音楽を手掛け、Newsweek日本版で「世界が尊敬する日
本人100人」の1人に選ばれた音楽家、高木正勝。その時の空気や自然の声との境界を緩めてぎりぎりの端まで相手に近づき、
感じるままに鍵盤を動かす曲集「マージナリア」。自分の無意識と戯れた残り香のような、だからこそ純粋で豊かな音の世界「マー
ジナリア」を披露するコンサート。今年6月、京都オカザキループスで好評を博した公演の、東京での初演。

全席指定 ¥5,400 友
の会 ¥5,000

ON
LINE大ホール金・祝

発売中

‘Marginalia (マージナリア) ’
ピアノソロ・コンサート いしだ やすなお

うえみずたる ちから

©OKAZAKI LOOPS

◆申込締切：9/17(月・祝)消印有効

財団ホームページにトクマルシューゴさんの特別インタビューを掲載しています。

問合：立川市総合政策部広報課 TEL.042-523-2111（内線2747）　主催：立川市　企画制作：（公財）立川市地域文化振興財団

交響曲「ドラゴンクエストⅪ」
　　過ぎ去りし時を求めて


