
お申込み・お問合せ：Ro-Onチケット

☎047-365-9960 平日10-18時
土曜10-14時

八神純子 Live
キミの街へ ～Here We Go !

南こうせつ
コンサートツアー2020

～いつも歌があった～

府中の森芸術劇場どりーむホール
2020/5/30土 17:00開演

（16:30開場）
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サンクタス立川ギャラリーは改修工事完了に伴い、利用再開いたしました。　 お知らせお知らせ  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

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、主催者にお問い合わせ下さい。
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 お問い合わせ

大ホール
3/28（土） 第46回　都立立川高校吹奏楽部　演奏会 17:30 無料 都立立川高等学校

042-524-8195

3/30（月） 第18回　都立昭和高校吹奏楽部　定期演奏会 17:30 無料 都立昭和高校吹奏楽部
042-541-0222

3/31（火） 第10回　都立立川国際中等教育学校吹奏楽部　定期演奏会 17:30 無料 都立立川国際中等教育学校
042-524-3903

4/1（水） 第43回　都立国立高校吹奏楽部　
定期演奏会 18:00 無料 都立国立高等学校

042-575-0126

4/11(土) よしもとお笑いライブ in 立川　2020 19:00 前売￥4,000
当日￥4,500

吉本興業㈱
0570-550-100

（自動音声対応チケットよしもと予約問合せダイヤル）

4/12（日） 東京外国語大学管弦楽団　第99回定期演奏会 16:00 前売￥800
当日￥1,000

東京外国語大学管弦楽団
080-8557-0972

4/25（土） 東京薬科大学ハルモニア管弦楽団　第37回スプリングコンサート 14:00 無料 東京薬科大学ハルモニア管弦楽団
080-9707-0802

4/26（日） レ・パティヌール　輝けバレリーナ　ドン・キホーテ抜粋
16:00
(予定) 無料 菊地バレエスタジオ

042-378-6166

5/8（金） 砂川闘争65周年のつどい 18:30 ￥1,000
（高校生以下無料）

砂川闘争65周年のつどい実行委員会
090-8963-9077

小ホール
3/14（土） 2020 KAWAI INSTRUCTORS CONCERT

昼の部 14:15
夕方の部 17:00 ¥2,000 カワイ音楽教室　立川事務所

042-523-0551

3/15（日） Selah音楽教室　ピアノ発表会 13:00 関係者のみ Selah音楽教室
080-6770-4152

3/22（日） 第44回　たんぽぽ会　ピアノ発表会 13:00 関係者のみ たんぽぽ会
042-522-2039

3/23（月） 都立昭和高校合唱部　第18回定期演奏会 18:30 無料 都立昭和高校合唱部
042-541-0222

3/25（水） 都立国立高校音楽部　定期演奏会 18:00 無料 都立国立高等学校
042-575-0126

3/29（日） 第10回　都立立川国際中等教育学校合唱部　定期演奏会 17:30 無料 都立立川国際中等教育学校
042-524-3903

3/31（火） 都立立川高校室内楽部　第16回定期演奏会 18:00 無料 都立立川高等学校
042-524-8195

4/5（日） Maple Concert 13:30
(予定) 無料 Maple音楽教室

050-5215-1975

4/9（木） 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
042-527-6493

4/12（日） サニーコート音楽教室　音楽発表会 13:30 無料 サニーコート音楽教室
080-3208-1245

4/29（水・祝） ピアノ発表会 13:00 無料 担当：杉田
090-8893-1493

5/2（土） ジャズムーブメント　第28回発表会 16:20 無料 ジャズムーブメント
090-9808-2775

5/6（水・休）大黒屋オペラ　第12回公演　オペラ《ドン・ジョヴァンニ》 14:00 ¥4,500
主催：大黒屋オペラ、協力：歌劇団Kamite

090-1845-8169
nakahashi.opera@gmail.com

5/10（日） 創作邦舞 河藤流湧扇会 発表会 10:45 無料 河藤流湧扇会
090-3573-3500

展示室
3/28（土）～
31（火） 三多摩健康友の会　第23回美術展 10:00～18:00

(最終日15:00まで) 無料 三多摩健康友の会
042-523-2377

4/4（土） モデラーズアンサンブル2020 11:30～
17:00 無料 Factory Alliance

090-6148-4044
4/6（月）～
11（土） 第3回美術の祭典　多摩展 10:00～18:00

(最終日15:00まで) 無料 東京展美術協会
042-597-2030

4/24（金）～
26（日） 静心書学会展 10:00～

17:00 無料 静心書学会
042-522-5085

4/28(火)～
5/4(月・祝) 孫内あつし クレヨン画の世界

10:00～21:00
（最終日19:00まで）

￥1500
（中学生以下・
80歳以上無料）

㈱孫内あつしクレヨン画工房
090-1112-1025

サブホール
3/29（日） 西部劇の早撃ちガンマン・ファストドロウ練習会 9:00 入場無料

（体験参加￥500）
ＷＦＤＡ－Ｊ関東支部事務局
　080-5373-9528

4/5（日） あれから75年　
第30回 立川空襲を語り歌い継ぐつどい 13:30 無料 コーラス鳩のうた

042-536-2038

4/12（日） 西部劇の早撃ちガンマン・ファストドロウ練習会 9:00 入場無料
（体験参加￥500）

ＷＦＤＡ－Ｊ関東支部事務局
　080-5373-9528

ギャラリー

4/18（土）～
26（日） 第32回 NEC府中アート倶楽部展

10:00～18:30
（初日13:00から・
最終日17:00まで）
※4/20休館日

無料 NEC府中アート倶楽部
042-377-9188

受付
発売中

カチューシャ、学生時代、上を向いて歩こう、青い山脈、川の流れのように、花は咲く　ほか予定曲目

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！

3/30月・5/12火13：00開演（12：30開場）

小ホール

全席自由 ¥1,500（当日¥2,000）発売中
友
の会 ¥1,350

※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。 

※未就学児は入場できません。

主催：マイソング
5/12公演の
一般発売日 3/30月

歌って健康！ 歌声コンサート共催

大ホール

※未就学児は入場できません。4/24金16：00開演（15：30開場）

主催：ハンプトンジャパン

全席指定 ¥7,000 友
の会 ¥6,500

予定曲目 夜明けのスキャット、生きがい、手紙、ルーム・ライト、あなたにとって　ほか

大ホール1969年「夜明けのスキャット」でデビューし、2019年にデビュー
50年目を迎えた由紀さおりの記念公演。思い出がよみがえるよう
な楽曲や、由紀さおりの新たな世界観をお楽しみください。皆様に
「感謝」をお届けいたします。

由紀さおり50年記念コンサート2019～2020“感謝„共催

大ホールいっしょに実験！体験！！科学っておもしろい！今日からきみも科楽者だ！科学実験を多彩な演出
を加えてショースタイルで実現！幼児からご年配の方まで世代を超えてお楽しみいただける
プログラムです。会場で購入できるでんじろう先生のサイエンスキットも大人気です。

友
の会 ¥2,520
全席指定 ￥2,800（当日¥3,000）

3/15日13：30開演／16：00開演（各公演30分前開場）

米村でんじろうサイエンスショー おもしろ科楽館共催

※3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料。ただし、座席が必要な場合有料。
主催：東京労音府中センター　
後援：立川市教育委員会、立川市商店街連合会、国立市教育委員会、昭島市教育委員会　

東京TAMA音楽祭2020共催

発売中

第26回アートギャラリー展大賞
深水雅一郎 版画「決断の朝」

第27回たちかわアートギャラリー展作品募集募集

多摩フレッシュ音楽コンサート2020 出場者募集募集

◆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、立川市役所、立川市内の地域学習館等に
　　　　　　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：はがきサイズからF30号以下（最大寸法は、額縁含む940㎜以内×757㎜以内、厚さ150㎜以内）／
　　　　　　平面作品（半立体含む）で壁面取り付け可能なもの（第27回から額縁の大きさの規定はありません）。
◆審 査 員：酒井敦彦、滋野佳美、滝沢具幸、武田美智子、知久正義、藤森梨衣、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：5/9（土）～5/10（日）10：00～17：00　
◆会　　場：たましんRISURUホール展示室
◆会　　期：5/16（土）～5/24（日）10：00～17：00　
　　　　　　※5/18（月）は休館。最終日は15：00まで
後援：立川市　
協賛：額縁専門店プリムベール、ホルベイン画材（株）、（株）ミューズ　
協力：合人社計画研究所グループ

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2020」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又は大学出身の方
 【声楽部門】 1990年4/2～2005年4/1までに生まれた方　
 【ピアノ部門】 1992年4/2～2005年4/1までに生まれた方
◆選考会 【ピアノ部門】 【日程】4/21(火)　　
　（非公開） 【声楽部門】 【日程】4/23(木)　 
 ※開始時間は応募人数によります。（前回は、15：00開始）
◆コンサート 【ピアノ部門】 【日程】7/ 1(水)18：00開演予定　 
　（公開） 【声楽部門】 【日程】7/ 6(月)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：￥100,000　
 ◆優秀賞（第2位）奨学金：￥50,000
 ※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、当財団の募集ホームページを熟読の上、お申込みください。
 募集要項の設置場所（たましんRISURUホールほか）など、詳しくはお問合せください。
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
3/25水
締切（必着）

（持参の場合は17：00まで）

3/31火
締切（消印有効）

S席¥5,000 A席¥4,000 
自由席(2階席)¥3,000（稲城市民オペラ、チケットぴあでの取り扱い）

販売:たましんRISURUホール　TEL.042-526-1311（窓口販売のみ･郵送不可）
主催・お問い合わせ：稲城市民オペラ　TEL.042-350-3232

※2歳以下膝上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。　
※開場後、ワークショップ、体験稽古開催。

ボンジョルノ！市民オペラ オペラ「愛の妙薬」後援

5/5●・6●15：30開演（11：00開場） 火・祝 水・休

発売中

出演 柴田真郁（指揮）、馬場紀雄（演出）

大ホール
農業、経営、教育、政治…さまざまな分野に才を発揮した金次郎。
その波乱万丈な人生と人間力たっぷりな魅力を楽しくドラマチックに
描きます。和太鼓・生演奏・伝統芸能を駆使して、あの、銅像の二宮金
次郎が歌い踊ります！

友
の会 ¥4,000
全席指定 ￥4,500（当日¥5,000）

3/13金19：00開演（18：30開場）

わらび座ミュージカル KINJIRO！共催

※未就学児は入場できません。 主催：わらび座

発売中

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。
　若干名の飛入り参加可(２コーラス/参加費¥3,000)
主催:東京TAMA音楽祭組織員会・立川市カラオケ連盟　協働:立川市

4/18土9：30開演（9：15開場）
第15回カラオケの集い

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

4/19日1部 11：20開演（11：00開場）
　　　　　　 2部 15：20開演(15：00開場）

第23回ダンスフェスティバル ダンスの祭典

大ホール入場
無料

発売中

※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。
4/18土15：00開演（14：30開場）

主催：リズミケーション　共催：（株）共立（たましんRISURUホール指定管理者）

全席指定 ¥4,500 友
の会 ¥4,050

さだまさしプロデュースのコーラスグループ白鳥座の3人が「白鳥（しらとり）」
として再スタート！代表曲はアニメ『銀河漂流バイファム』OVA「“ケイトの記憶”
涙の奪回作戦!!」の主題歌「つばさ」など！お楽しみに♪

4/10金 8：30～受付
◆講師：三浦裕子（武蔵野大学文学部教授、能楽資料センター長）
◆特別出演：大村 定、シテ方喜多流能楽師・日本能楽会会員
◆受講料・資料代：¥800　◆企画・運営：立川謡曲会
◆定員：120人（申込順）
　　　 ※申込人数が定員に達した場合は、申込受付を終了と
　　　 　させていただきます。
主催・申込：立川市生涯学習推進センター　TEL.042-528-6872（平日のみ8：30～17：00）

世界の人々が集う祭典の今年、能楽に触れて聴く人に伝えよう、貴方が!!
所作の体験コーナー、仕舞の「羽衣」お手本をお見せして、作法、扇、動作を手ほどきいたします。
また、仕舞「鶴亀」・連吟「竹生島」も披露します。

今、世界の人が関心を持つ、
能の魅力に触れてみよう。

後援

5/17日14：00～16：30（13：30開場） 

白鳥コンサート共催
しら　 とり

小ホール

※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。

ムーサ友の会
先行発売日3/12木 一般発売日 3/14土

立川市女性総合センター
アイムホール

入場
無料

水曜コンサート主催

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

出演：香川明美（ピアノ）、中津留果己(ヴァイオリン)、
　　 石井沙和子（チェロ）
曲目：ネコバス（久石譲）、トルコ行進曲（モーツァルト）　ほか

3/25水 
ピアノトリオ『彩三重奏（いろどりお）』

出演：湯上輝彦（エレキギター）
曲目：情熱大陸、ルパン三世のテーマ　ほか

4/8水 
片腕のギタリストコンサート

入場
無料

立川市役所ロビーコンサート主催

■会場／立川市役所1階 多目的プラザ
■時間／12：20～12：50

出演：香川明美（ピアノ）、中津留果己(ヴァイオリン)、
　　 石井沙和子（チェロ）　
曲目：ハンガリー舞曲第6番（ブラームス）、日本の歌メドレー　ほか

3/17火 
ピアノトリオ『彩三重奏（いろどりお）』

出演：湯上輝彦(エレキギター)
曲目：カノン(パッヘルベル)、川の流れのように　ほか

4/28火 
片腕のギタリストコンサート

平成31年度 コミュニティ奨励賞表彰式開催

第9回立川いったい音楽まつり2020開催

サブホール3/14土10：30開会（10：00開場）
立川市民のコミュニティ意識の高揚と活動促進のため、文化・芸術、コミュニティ活動などで優秀な成績を
収められた方や自主的で活発な活動を行っている方を表彰します。

※直接会場へお越しください。
平成30年度表彰式の様子

13：30開演
完売

大ホール
テレビでお馴染み三遊亭円楽師匠と林家たい平師匠の明るく楽しい高座を
是非、ご覧ください！

6/25木18：30開演（18：00開場）

三遊亭円楽・林家たい平 二人会共催

主催：エムエスティプロデュース

全席指定 S席¥3,500 A席¥3,000
友
の会 各席1割引

※未就学児入場はできません。

※未就学児は入場できません。

6/20土14：00開演（13：30開場）
全席指定 S席￥3,700 A席￥3,300

友
の会 各席1割引

※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。

ムーサ友の会
先行発売日3/26木 一般発売日 3/28土

大ホール
人気実力ともに当代随一!! 小朝師匠の落語をたっぷりとお届けします。そして
ウィットに富んだ軽妙なおしゃべりで人気の漫才コンビ、ナイツもお楽しみに。

春風亭小朝 with ナイツ共催

大ホール
当代有数の噺上手、三遊亭鳳楽が、本格的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ください。

三遊亭鳳志三遊亭鳳楽

5/29金14：00開演（13：00開場）

三遊亭鳳楽の古典落語共催

主催：(一財) 東京都弘済会

全席自由 ¥500 友
の会 ¥450

※未就学児は入場できません。

出　　演 三遊亭鳳楽、三遊亭鳳志、三遊亭鳳笑、三遊亭鳳月、伊藤夢葉（マジック）

予定曲目
小堀勇介(テノール)、久保山菜摘(ピアノ)
ベッリーニ「追憶」、ロッシーニ「踊り」、
ドニゼッティ：歌劇「ラ・ファヴォリート」より“あれほど清らかな天使”　ほか

出　　演

林家たい平三遊亭円楽

発売中

出　　演 春風亭小朝、ナイツ ナイツ春風亭小朝

※未就学児入場はできません。

主催：楽しいクラシックの会

6/24水15：00開演（14：30開場）
全席自由 ¥2,500 

※ムーサ友の会先行発売はございません。　※発売初日の受付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。一般発売日 3/11水

※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。

ムーサ友の会
先行発売日3/18水 一般発売日 3/20●金・祝

大ホール英国バーミンガムロイヤルバレエ団付属「エルムハースト」バレエ学校生徒を招聘して「白鳥の
湖」全幕オーケストラ演奏（ジャパン・インターナショナル・ユース・オーケストラ）。ペンシルベニ
アバレエで主役を踊る伊勢田由香、劇団四季で主役を演じる酒井大、コンテンポラリーの柳本
雅寛、海外で有望視される栗原ゆう、神崎開、その他内外で活躍するダンサーが多く出演。

7/19日マチネ 13：00開演（12：30開場）/ソワレ 18：00開演（17：30開場）

第12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

主催：ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ

※3歳以上入場可。

全席指定 S席￥5,000 A席￥4,000 
　　　　 B席￥3,000 C席￥2,000

友
の会 各席1割引

※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。

ムーサ友の会
先行発売日4/6月 一般発売日 4/8水

久保山菜摘小堀勇介

楽しいクラシックの会コンサート
小堀勇介テノールリサイタル「レッジェーロを聴く悦び」

共催

友
の会 ¥2,250

演目 「白鳥の湖」全幕

小ホール

主催：ジェイ・ファースト／夢空間

中高生と創るシェイクスピア劇・立川公演共催

主催・申込・問合：たちかわシェイクスピアプロジェクト実行委員会　
　　　　　　　 tachikawaSPsince2016@gmail.com
企画運営：鮭スペアレ

※直接会場へお越しください。

演出 中込遊里

展示室 入場
無料5/6●15：00開演（14：45開場）水・休

出演者募集！
5/3(日)～５(火・祝)ワークショップ

詳しくは https://syake-speare.com/tsp

立川の街いったいに音楽があふれる2日間！ロック、ポップス、ジャズ、クラシック…
さまざまなジャンルのアーティスト約300組が街じゅうで演奏します。
立川の街を散策しながら、さまざまな音楽をぜひ楽しんでください。
音楽だけでなくアートマーケットなど様々なイベントもあります。

◆会場：立川市内（大型商業施設店頭、飲食店、ライブハウス等）　

5/16土・17日10：00～19：00頃予定
※会場により異なります。

ボランティア募集募集

立川いったい音楽まつりはボランティアも主役！
一緒に盛り上げてくれるボランティアを募集しています。
午前のみの参加も午後のみの参加も大歓迎です。
お気軽にご参加ください！
詳細、申し込みはHPをご確認ください。
https://tachikawa-ittai.jimdofree.com/

4/30木
締切


