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お知らせ サンクタス立川ギャラリー（立川市緑町7-2）を無料でご利用いただけます。詳しくは立川市地域文化振興財団 TEL.042-526-1312まで。

共催

〜大好きなまち立川〜たちかわ吹奏楽フェスタ

共催

吹奏楽の発展・普及を目的として、
小学生・中学生・高校生・一般バンド等の世代間交流コンサートを開催します。
〜感染予防対策を実施の上、安全・安心なコンサートを目指します〜
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日

13：00開演（12:00開場）

大ホール

入場
無料

第18回WILL美術家展

立川市立若葉台小学校吹奏楽部

入場
無料

主催：WILL美術家会
共催

上を向いて歩こう ほか

共催

後援：東京都市長会、立川市、立川市教育委員会

知久正義
「秋川畔」

大ホール

共催

大ホール

「トロピカル〜ジュ！プリキュア」がみんなのまちにやってくる！今回のトロピカる部の部活動は「探検部！」
伝説のお宝、ドリームミストを探して、
トレジャーハンターと一緒に大冒険！ドリームステージ限定の
大冒険の物語と、迫力満点のアクションシーン、プリキュアの歌とダンスをどうぞお楽しみください！

11:00開演／14:00開演（各回30分前開場） 発売中

2歳以下膝上無料。
全席指定 S席￥3,800 A席￥3,500 ※3歳以上有料、
お席が必要な場合有料。
（各席当日￥200増し）

5/4 水・祝

発売中

トロピカル〜ジュ！プリキュア ドリームステージ♪

2/23 水・祝

S席￥3,600 A席￥3,300

大ホール

全席指定 大人￥2,500（通常価格￥2,900）
ムーサ友の会
発売日

1/13 木

出演 Everly：松尾賛之
（ヴァイオリン＆ヴォーカル）
、松尾悟郎
（ピアノ）
、

一般発売日

1/15 土

予定曲目 ルパン三世のテーマ、星めぐりの歌、クロール（Everly）ほか

仲宗根朝将
（ギター）
、
Funky-Yukky
（ドラム）
、
永松英樹
（ベース）

※感染対策を講じながら、客席数を緩和して実施いたします。 ※ムーサ友の会発売日及び一般発売日は、電話予約10：00〜
となります。※各発売初日の窓口販売はございません。 ※各発売初日はお一人様10枚まで購入できます。 主催：Everly

展示室

サブホール ギャラリー

子どもたちの心に、みる・つくる・あそぶの感動を！無料で遊べるコーナー（ゲーム・工作等）も充実！みんな来てね。

チケットのお求めは、申込みフォーム又は立川ふれあいこどもまつり実行委員会まで。

大ホール

土

14：00開演（13:00開場）
￥4,500

ムーサ友の会
発売日

2/3

木

一般発売日

2/5

土

※未就学児は入場できません。 ※感染対策を講じながら、客席数を
緩和して実施いたします。 ※ムーサ友の会発売日及び一般発売日は、
電話予約10:00〜となります。
※各発売初日の窓口販売はございません。 ※各発売初日はお一人様5枚まで購入できます。

金原亭馬生・柳家喬太郎の古典落語

大ホール

当代有数の噺上手、金原亭馬生と柳家喬太郎が、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。

5/27 金

14：00開演（13:00開場）

全席指定 ￥500

共催

￥450

ムーサ友の会
発売日

2/8 火

一般発売日

2/10 木

柳家喬太郎

主催：
（一財）東京都弘済会

島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2022

大ホール

幼少の頃より数々のグランプリを手にした演歌の申し子。
ステージでは演歌のみならず洋楽・Jポップと抜群の歌唱センスを披露！

5/28 土

11：30開演／15：30開演（各回30分前開場）

全席指定 ￥6,800
ムーサ友の会
発売日

2/16 水

￥6,300

一般発売日

2/18 金

※未就学児は入場できません。
※感染対策を講じながら、
客席数を
緩和して実施いたします。

※ムーサ友の会発売日及び一般発売日は、電話予約10:00〜となります。
※各発売初日の窓口販売はございません。 ※各発売初日はお一人様5枚まで購入できます。 主催：東京労音府中センター

※たましんRISURUホールでの受付は予定しておりません。
後援

展示室公演 Itʼs Show Time！（ラナハウス）※要申込
14:30開演 子ども（3歳〜高校生）
￥500 大人￥1,000
参加
無料

西川悟平トーク＆ピアノコンサート

全席指定 ￥5,000

※0歳から入場可。２歳以下膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。 ※ムーサ友の会割引はございません。

3/13 日

2/19 土

出演 金原亭馬生、柳家喬太郎、翁家和助、金原亭小駒、金原亭駒介

小学生以下￥2,100（通常価格￥2,500）

立川ふれあいこどもまつり

一般発売日

※未就学児は入場できません。 ※感染対策を講じながら、
客席数を緩和して実施いたします。 ※ムーサ友の会発売日及び一般発売日は、電話予約
金原亭馬生
10:00〜となります。 ※各発売初日の窓口販売はございません。※各発売初日はお一人様5枚まで購入できます。

【午前】11：40開演／【昼】14：45開演（各回30分前開場）

ムーサをご覧になった方の特別料金
（ご購入の際、ムーサを見たとお伝えください）

共催

奇跡の物語
7本指のピアニスト

5/7

共催

Everly エバリーコンサート2022 in立川
日

￥6,200

主催：サン・プロジェクト 共催：
（株）共立（たましんRISURUホール指定管理者）

全国の小学生に大人気！「Everly（エバリー）」が2年ぶりに立川へ！近隣の小学校・幼稚園のアウトリーチコンサートも約
50ヵ所行い、
音楽への扉を開きます！

3/6

16：00開演（15:15ロビー開場） ムーサ友の会
発売日 2/17 木

夢を心に持ち続けると、誰にでも奇跡は起きると信じています。東京2020パラリンピック閉会式で「What
a Wonderful World（この素晴らしき世界）」
を演奏した、ニューヨークを熱狂させる奇跡のピアニスト。

主催：プリキュアドリームステージ♪上演委員会（劇団飛行船内）
共催

大ホール

「あんたのバラード」
「宿無し」
「銃爪」
「燃えろいい女」など数多くのヒット作を世に送り出し、俳優としても豊かな感性によ
る高い演技力で人々を魅了する世良公則。アコースティックギター１本とは思えないほどの迫力のギターと、唯一無二の歌
声で聴衆の心を鷲掴みにし、
世良公則の「生き方」
そのものが凝縮されたソロライブ開催決定！

全席指定 ￥6,500

※2歳以上有料、2歳未満膝上無料。
お席が必要な場合有料。
※感染対策を講じながら、客席数を緩和して実施いたします。
主催：
（株）
リバティ・コンサーツ、
（株）ベネッセコーポレーション
共催

世良公則アコースティックソロライブ2022

ⓒtakashi hirano
※未就学児は入場できません。
※感染対策を講じながら、客席数を緩和して実施いたします。 ※ムーサ友の会発売日及び一般発売日は、電話予約10：00〜となり
ます。 ※発売初日の窓口販売はございません。 ※発売初日はお一人様5枚まで購入できます。
主催：アオイスタジオ
（株）

12:45開演／15:00開演／17:15開演（各回45分前開場）

全席指定 ￥3,980

歌声カルテット

〜迸る hotobashiru〜生きるチカラが此処にある

14：00〜16：00

就学前のお子様向けに「自分で予想して考える」
「実験をして試してみる」など、
理科的思考を育む新しい実験ショーです。

日

木山裕策

木山裕策
（歌）
、
矢島吹渉樹
（ピアノ）
、
江上怜那
（テノール）
、
加藤凱也
（バリトン）
、
西垣恵弾
（ヴァイオリン）

主催：
（株）
マイソング

しまじろうとガオガオさんのサイエンスショー

2/20

￥1,800（当日 ￥500増）

予定曲目 学生時代、瀬戸の花嫁、秋桜、川の流れのように、涙そうそう、知床旅情、

会派を超えて作家たちが多摩エリアを拠点に地域の芸術文化の高揚と発展を願って
活動しています。内容は洋画、日本画、墨彩画、版画で大作(100〜150号)約20点を展
示。作家との交流もあります。

土

出演

展示室

10：00〜18:00（最終日は17:00まで）

●ギャラリートーク 2/19

13:00開演（12：30開場） 発売日 1/11 火

※感染対策を講じながら、
客席数を緩和して実施いたします。 ※未就学児は入場できません。
※発売日は、電話予約10:00〜となります。 ※発売初日の窓口販売はございません。
※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はございません。

立川八小金管バンド、立川市立若葉台小学校吹奏楽部、
立川市立立川第四、第五、第六中学校吹奏楽部、
都立立川国際中等教育学校吹奏楽部、
昭和第一学園高等学校吹奏楽部、立川市吹奏楽団

2/15 火 〜20 日

月

全席自由 ￥2,000

主催：立川市吹奏楽交流会 共催：立川市、
（公財）立川市地域文化振興財団 後援：立川市教育委員会 助成：立川文化芸術のまちづくり協議会
共催

小ホール

「歌声コンサート」
のマイソングがお贈りする
「昭和歌謡コンサート」
。
コロナ禍のため客席で一緒に歌えないので、
聴いて楽しんで
いただくコンサートを開催します。
胸が高鳴る懐かしの名曲たち…歌と共に、
あの頃にタイムスリップしませんか？出演はヒット曲
「home」
でお馴染みの木山裕策と、
実力派グループ歌声カルテット。

4/4

※新型コロナウイルス感染症予防対策にご理解・ご協力をお願い
申し上げます。なお、感染状況によっては、お客さまの入場制限
または開催中止の場合もありますので、ご了承ください。

出演

木山裕策と歌声カルテットの昭和歌謡コンサート

たましん美術館・武蔵野美術大学共催企画展

The Adventure of Fine Art Prints
武蔵野美術大学と版画／版画からグラフィックアーツへ

わらべうた
（坂野知恵）11:20から／13:00から ※要申込
市民企画 ゲーム、工作（一部材料代有り）
、
ハーモニカ演奏

申込みフォーム

主催・申込・問合：立川ふれあいこどもまつり実行委員会042-534-5006（高橋）tachikawa.fureai@gmail.com
協力：NPO法人立川子ども劇場 助成：立川文化芸術のまちづくり協議会

＜ご来場に際してのお願い＞

武蔵野美術大学との共催企画展。武蔵野美術大学美術館の所蔵品を中心に展示し、常に時
代を色濃く反映しながら変化を続ける、
版画というメディアの過去・現在・未来を俯瞰する。

前期 1/15

土

〜2/20

日

後期 2/26 土 〜3/27 日

会場：たましん美術館(立川市緑町3-4 多摩信用金庫本店1階)
開館時間:10:00〜18:00
（入館は17:30まで）※中学生以下無料。

入館料 一般￥500 高校生・大学生 ￥300
マスクの着用

手指の消毒

適切な距離

マスクの着用に
ご協力をお願いいたします

館内各所の消毒液の
適時ご利用をお願いいたします

ソーシャルディスタンスの
確保をお願いいたします

発熱がある場合や体調がすぐれない
場合はご来場をお控えください

・発熱、咳、倦怠感などの症状がある場合は、必ずご来場の前に医療機関にご相談いただき、指示に従っていただきますようお願いいた
します。 ・会場内での社会的距離の確保の徹底にご協力ください。 ・当面の間、
お客様同士の間隔を広げるため、座席数を絞ってい
る公演がございます。 ・会場内で気分が悪くなった場合は、無理をせず速やかにスタッフにお申し出ください。

中止

共催

2/5

土

遠藤竜太
《presence/2019-I》2019年

主催：
（公財）
たましん地域文化財団、武蔵野美術大学

第22回春を呼ぶコンサート

新型コロナウイルス感染症の影響で、出演者及びご来場の皆様の安全を考慮し中止を決定しました。再延期という形になり、
皆様には心よりお詫び申し上げます。
次回は2023（令和5）
年2月4日
（土）
に開催予定です。
主催：立川市障害者後援会

以下は広告スペースです。お問い合わせは各広告主までお願いいたします。

好評発売中

イープラス

