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1 事業の概要 
 

 

平成 30 年度は中期経営計画（平成 27 年度からの５年計画）の４年目の年で、引
き続き地域の文化振興の中心的役割を果たすため、数々の事業に取り組みました。
中期経営計画の重点取り組み項目「未来を担う子どもたちの事業」では、小学生フ
ァーレアート鑑賞事業の市内全小学校への実施（19回）、小学校訪問事業として音楽
鑑賞教室、落語キャラバン、アートキャラバン、ダンスキャラバンを実施しました
（39 回）。「文化芸術活動に取り組む市民の支援」では立川いったい音楽まつり、立
川市民オペラ、たちかわ演劇祭などで、様々な課題を市民の実行委員会とともに調
整し、作り上げ、実施しました。 

また、「トクマルシューゴ・スペシャルライブ」「高木正勝ピアノソロ・コンサー
ト」を若者向けの新規鑑賞事業として、「山下洋輔ライブ at 阿豆佐味天神社」では
神社の神楽殿で演奏する企画相談事業として取り組みました。 

 
① 文化芸術の鑑賞並びに活動の普及及び支援に関する事業 

・鑑賞事業では、たましん RISURUホールを中心にアイムホールなども活用し様々 
なジャンルにわたり多くの事業を実施しました。 
 

・市民参加型普及事業では、立川市民オペラ公演・喜歌劇「こうもり」を実施し、
市民オペラ合唱団、地域のアマチュアオーケストラ、演劇祭参加団体の協力を 
得て充実した公演となりました。また、日本三曲協会の協力により、子どもの

ためのお箏教室を実施し、発表会となる「新春・三曲コンサート」を実施しま
した。 

 
・鑑賞型普及事業では、立川市立小学校全 19校で音楽鑑賞教室を実施しました。 
また、落語キャラバン、アートキャラバン、ダンスキャラバンを実施し、学校
訪問事業の実績は 39回となりました。 

 
・文化芸術活動支援事業では、第７回を迎えた立川いったい音楽まつりの実施、
「多摩フレッシュ音楽コンサート」の声楽部門、ピアノ部門の実施、３月には４ 

  名の入賞者によるソロリサイタルも実施しました。 
 

・広報宣伝･友の会事業では、Twitterによる発信の開始、Facebookの有料広告の 
  開始、財団ホームページについては、デザイン変更、配置変更などを行い、広 
報の充実を図りました。 

 
② 地域コミュニティの活性化及び振興に関する事業 

・協働事務局を担当する立川よいと祭り、たちかわ楽市では、多くの来場者が訪 
れ、大きなトラブルも無く開催しました。 
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２　各種事業に関する報告

(１) 文化芸術の鑑賞並びに活動の普及及び支援に関する事業
公1-1　鑑賞事業 （定款第4条第1項　第1号）【公益目的事業】

開催数 実施時期

15回

　 ・徳永二男　「楽器の謎！」4回シリーズ

     「楽器の謎！20」スペシャル・コンサート

                                                     (財団30周年事業)

通年 市民会館大･小ホール

来場者12,435名 アイムホール

※詳細はP10、P11

8回

16回 通年

　共催事業 来場者7,383名 市民会館大・小ホール

※詳細はP11

　　②演劇･古典芸能鑑賞事業

開催数 実施時期

11回

  　・笑ホール寄席（4回）

  　・松竹大歌舞伎プレセミナー

通年

来場者4,209名

4回 ※詳細はP12、P13

     （3回公演)※

10回 通年

　共催事業 来場者7,716名 市民会館大･小ホール

※詳細はP13

事業数 件数

     ※印は共同主催事業

 　・トクマルシューゴ スペシャルライブwith Orchestra

　 ・ミッフィーこどもミュージカル(2回公演)

実　施　場　所

　　①音楽鑑賞事業

　 ・千住真理子＆横山幸雄デュオ・リサイタル(財団30周年事業)

 　・高木正勝ピアノソロ･コンサート

 　・いちよ・たかこ・やぎりんトリオ♪with 七澤清貴※

　 ・こどもオペラ『ブレーメンの音楽隊』(2回公演)※

　 ・硬派弦楽アンサンブル｢石田組｣※

　 ・国立音楽大学コンサート「早春の室内楽」

　　　小林研一郎指揮／日本フィル「歓喜の第九」

　 ・外山啓介ピアノ・リサイタル

　 ・及川浩治トーク＆ピアノリサイタル(財団30周年事業)

 　・平原綾香コンサート(財団30周年事業)

実　施　場　所

【共催事業】

内　　容

　 ・東京シティ・フィルのドラゴンクエスト・コンサート※

【クラシック】

【ポピュラー】

内　　容

 　・小椋佳｢歌談の会｣(財団30周年事業)

 　・小野リサ30thアニバーサリーツアー(財団30周年事業)

　 ・フレッシュ名曲コンサート

      ※印は共同主催事業

　 ・特別企画  チェリスト・古川展生プレトーク

　 ・フレッシュ名曲コンサート事前キャンペーン

　　　今井実希 ソプラノ プレ・コンサート

招待者数

【古典芸能等】

【演劇ミュージカル・ダンス等】

 　・劇団東少「人魚姫」※

【共催事業】

  　・新春たちかわ寄席※

　　 ※印は共同主催事業

 　・劇場体験型「謎解きバックステージツアー」

※ステージへの招待

市民会館大･小ホール
アイムホール

  　・松竹大歌舞伎(2回公演)

 　 ・アイム落語研究会（3回）

159名事業 61件市内のひとり親家庭を年2回主催事業へ招待
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　　③美術鑑賞事業

内　　容 開催数 実施時期

19回 通年

参加者1,458名

1回 3月23日(土)

参加者31名

1回 3月28日(木)

参加者21名

　

　立川市役所アート・南極北極科学館鑑賞ツアー

東京都庭園美術館

実　施　場　所

【美術鑑賞事業】

市役所ほか

　東京都庭園美術館鑑賞ツアー

　小学生ファーレアート鑑賞事業 ファーレ立川地区
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公1-2　普及事業　（定款第4条第1項　第2号）【公益目的事業】

内　　容 開催数 実施時期

1回 5月19日(土)～27日(日)

※21日休館

来場者1,210名

　大賞　「蘇生」（寺口肇）

1回 5月19日(土)～27日(日)

　第25回を記念した審査員作品9点を展示 ※21日休館

来場者580名

1回 5月19日(土)～24日(木) 市民会館ギャラリー

※21日休館

1回 5月28日(月) 市役所多目的プラザ

　大賞・金賞・銀賞・U35賞11点を展示 　　～6月4日(月)

1回 4月22日(日)

　 参加者8名

1回 8月4日（土）～26日(日)

　参加劇団3劇団（9公演）「東京シティオペラ協会」 来場者986名

2回 8月18日(土)

2回 3月16日(土)・17日(日)

来場者1,904名

　出演：小川里美（16日）、鳥海仁子（17日）ほか

中学生吹奏楽クリニック 1回 4月22日(日) 市立第二中学校

　参加校：公立中学校8校 受講者約204名

　※航空中央音楽隊との協働事業

小学生吹奏楽クリニック 9回 通年

吹奏楽部員／約339名

　※国立音楽大学と連携事業。第六中は今年度のみ。

こどものためのお箏教室 36回 通年／水曜日(原則月3回) 市民会館ギャラリー
参加者13名 サブホール、展示室

同教室　都山流尺八楽会多摩幹部会の演奏会 1回 10月8日（月･祝） 大ホール

同教室　発表会＆新春三曲コンサート 1回 1月5日（土） 小ホール
　※(公社)日本三曲協会との共同主催 来場者153名

内　　容 開催数 実施時期

1回 10月14日(日)

参加者840名

12回 月1回水曜日

来場者1,280名

　多摩フレッシュ音楽コンサート入賞者1組

　立川市民オペラ公演出演者1組ほか ※詳細はP14

市役所ロビーコンサート 12回 月1回 市役所多目的プラザ

来場者1,260名

　多摩フレッシュ音楽コンサート入賞者1組

　立川市民オペラ公演出演者1組ほか ※詳細はP15

国立音楽大学アイムコンサート 4回 通年 アイムホール

来場者364名

7回 通年／来場者1,021名

※詳細はP16

39回 通年

※詳細はP17

関連企画　たちかわアートギャラリー展審査員作品特別展示 市民会館サブホール

関連企画　立川女子高等学校美術部展

同演劇祭　特別公演「語り劇」

関連企画　たちかわアートギャラリー展入賞者記念展

関連企画　たちかわアートギャラリー展スケッチ会

　　①市民参加型普及事業

　出展数175点（招待作品9点含む）

　総監督：砂川稔、指揮：古谷誠一、演出：直井研二

市立第二小学校ほか

第27回たちかわ真夏の夜の演劇祭 市民会館小ホール

　「カジキタドリーム」「東京ナイフ」

立川市民オペラ公演2019 市民会館大ホール

　J.シュトラウスⅡ世作曲　喜歌劇「こうもり」全3幕

実　施　場　所

第25回記念たちかわアートギャラリー展 市民会館展示室

根川緑道

　　②鑑賞型普及事業

　市民公募等7組、国立音楽大学学生2組

　※国立音楽大学と連携事業

　市民公募等7組、国立音楽大学学生2組

　東京演劇集団風「ヘレン・ケラー」　※バックステージツアーも実施

水曜コンサート 市民会館市民ロビー

小学校演劇体験事業 市民会館大ホール

実　施　場　所

　大賞1点、金賞3点、銀賞6点、U35賞1点、賞候補2点ほか

　第二、第七、第八、松中、柏、西砂、新生、若葉台、第六中

小学校訪問事業 市内小学校

 「音楽･邦楽・落語・アート・ダンスキャラバン」

どこでもステージ 立川髙島屋等
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公1-3　支援事業　（定款第4条第1項　第2号）【公益目的事業】

内　　容 開催数 実施時期

1回 5月19日(土)・20日(日)

　出演：286団体（音楽・ダンス等） 来場者62,000名 伊勢丹立川店、

　実施会場：35ヶ所 ※前夜祭･Week含む グランデュオ立川　ほか

　※実行委員会事業（事務局）

2回 市民会館大ホール

　ピアノ部門：応募者21名／コンサート出場者8名 6月27日（水）

来場者135名

　声楽部門：応募者13名／コンサート出場者6名 7月2日（月）

来場者162名

　※東京多摩公立文化施設協議会との共同事業

4回

　ピアノ部門：最優秀　香月すみれ　 3月1日（金） アイムホール

来場者112名

　ピアノ部門：優秀　佐藤和大 3月19日（火） 市民会館小ホール

来場者70名

　声楽部門：最優秀 島内菜々子（ソプラノ） 3月30日（土） アイムホール

来場者152名

　声楽部門：優秀　山口哲路（バリトン） 3月31日（日） アイムホール

来場者112名

　監修：渡邊學而（音楽評論家／同コンサート顧問）

39回 通年

　共催事業22回 来場者200,777名

　後援事業17回 来場者18,738名

※詳細はP18、P19

アート・マーケット 2回 9月2日（日） 市民会館市民ロビー

3月17日（日）

－－－ 通年

参加者延べ118名

内　　容 開催数 実施時期

通年

通年 －－－

通年 －－－

ファーレ立川アート管理委員会 ファーレ立川地区　ほか

立川シアタープロジェクト実行委員会 市民会館　ほか

実　施　場　所

サンサンロード、立川髙島屋、

　　②活動支援事業
実　施　場　所

立川文化芸術のまちづくり協議会 －－－ 子ども未来センター　ほか

　　①公演支援事業

　出展アーティスト：のべ22団体

　財団事業でボランティアへの活動の場の提供

市民団体共催・後援 市民会館大・小ホールほか

地域力となる人材の育成・活用 市民会館大・小ホールほか

第7回立川いったい音楽まつり2018

多摩フレッシュ音楽コンサート2018

多摩フレッシュ音楽コンサート2018入賞者リサイタル
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内　　容 開催数 実施時期
1回

3回 10月27日(土)

来場者2,856名

8月12日(日)
参加者25名

8月24日(金)･25日(土)

参加者30名

1回

公1-4　広報宣伝･友の会事業　（定款第4条第1項第1･2号）【公益目的事業】

内　　容 開催数 実施時期

6回 隔月(奇数月)

市外(15市町村)へ新聞折込

ムーサ友の会会員へ郵送

市内公共施設への設置

通年 －－－

通年 －－－

　・会員特典として出演者色紙等の抽選や

　・年1回程度事業へ招待

通年 －－－

　・会員数　1,126名（3/31現在）

通年 －－－

　※立川市からの受託事業

市民会館大ホール

　※立川市からの受託事業

　　③企画相談事業

第7回立川いったい音楽まつり2018前夜祭 5月13日(日)
来場者806名たちかわ交流大使「山下洋輔ライブ」

実　施　場　所

立川市高齢者の集い 市民会館大ホール

　渥美二郎、原田悠里歌謡ショーほか

　※立川市からの受託事業

　・450,000部発行、有料広告受注

　体験する会 長野県大町市

1回
　学ぶ会 市役所会議室

市内全戸配布

　　広報宣伝･友の会事業

大町市姉妹市交流事業

実　施　場　所　等

情報紙「ムーサ」

山下洋輔Solo Live at　阿豆佐味天神社 10月6日(土)
来場者334名

阿豆佐味天神社

－－－

　・会員管理システム管理

　・タブロイド判　4ページ2ツ折　4色カラー印刷

　・声（朗読）のムーサ・点字ムーサの発行

財団ホームページ －－－

　・ツイッター機能を7月に開設

  ※立川市からの受託事業

　※立川市からの受託事業

　・臨時号　不定期配信　2回（職員採用試験案内等）

立川市広報掲示板 －－－

　・市内101箇所の掲示板の受付管理

　・会員数  2,551名（3/31現在）

メールマガジン・事業モニター －－－

　・定期号　毎月下旬配信　12回

　・英語表記などトップ画面をリニューアル

ムーサ友の会
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（２） 地域コミュニティの活性化及び振興に関する事業

           公2-1　地域コミュニティの活性化及び振興事業（定款第4条第1項　第3号）【公益目的事業】

内　　容 開催数 実施時期

1回 8月4日(土)

　特別企画：砂川十番組大のぼりの建立（復活）、 来場者100,000名

1回 11月3日(土･祝)･4日(日) 国営昭和記念公園

来場者87,000名 みどりの文化ゾーン

（3日52,000名)

　「立川ファッションウィーク」同時開催など （4日35,000名)

　※実行委員会事業（協働事務局）

1回 1月5日(土)

参加者350名

コミュニティ奨励賞 1回 3月9日(土) 市民会館会議室

  文化・芸術活動奨励賞：4団体

キッズワークショップ事業 3事業（8回） 通年

参加者536名

※詳細はP19

（３） 物品等販売事業（定款第4条第１項　第6号）【収益事業】

内　　容 実施時期 実績

514,940円

　　　　地域コミュニティの活性化及び振興事業

多摩川緑地市民運動場

たちかわ楽市2018

　「しみん祭」「商人祭」「農業祭」

　「国営昭和記念公園イベント」

実　施　場　所

第27回新春子ども凧あげ大会

第30回記念立川よいと祭り サンサンロード

　30周年記念誌作成、東京五輪音頭の民踊流しなど　　　　　　　

　※主管：立川市子ども会連合会

　コミュニティ活動奨励賞：1団体・個人1名

市民会館展示室、
サブホール、
子ども未来センター

　音楽、クラフトなどのジャンルで実施

　※実行委員会事業（協働事務局）

市民会館大・小ホール
ホワイエ、アイムホール

　　　物品等販売事業

実　施　場　所

CD等物品販売 鑑賞事業等
開催時
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３ 理事会・評議員会に関する事項 

 

《会議開催の状況》 

平成 30年４月２日(月) 

・第２回理事会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 平成 30年第２回評議員会の開催について、事務局長の承認について 

出 席 等 提案書に対し、理事７名全員の書面による同意の意思表示及び監事２名全

員から書面により異議がないことの意思表示を得た日をもって、理事会の

決議があったものとみなされた。 

 

平成 30年４月 10日(火) 

・第２回評議員会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 評議員の選任について、監事の選任について 

出 席 等 提案書に対し、評議員８名全員の書面による同意の意思表示を得た日をも

って、評議員会の決議があったものとみなされた。 

 

平成 30年５月 29日(火) 

・第３回理事会 

開催方法 立川市役所 210会議室 

決議事項 平成 29年度事業報告について、平成 29年度決算報告について、給与規則

の一部を改正する規則について、平成 30年第３回評議員会の開催について 

出 席 等 決議に必要な出席理事の数４名、出席７名。監事出席２名。 

 

平成 30年６月 15日(金) 

・第３回評議員会 

開催場所 立川市役所 104会議室 

決議事項 平成 29年度決算報告について 

出 席 等 決議に必要な出席評議員の数５名、出席７名。監事出席２名。 

 

平成 30年 11月 20日(火) 

・第４回理事会 

開催場所 立川市役所 202会議室 

決議事項 平成 29年度収支相償剰余金の使途について 

出 席 等 決議に必要な出席理事の数４名、出席７名。監事出席２名。 
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平成 31年２月 20日(金) 

・第１回理事会 

開催方法 立川市役所 201会議室 

決議事項 平成 31年度事業計画について、平成 31年度収支予算について、平成 30年

度コミュニティ奨励賞の表彰について、退職手当支給規則の一部を改正す

る規則について、給与規則の一部を改正する規則について、就業規則の一

部を改正する規則について、平成 31年第１回評議員会の開催について 

出 席 等 決議に必要な出席理事の数４名、出席７名。監事出席２名。 

 

平成 31年３月 11日(月) 

・第１回評議員会 

開催場所 立川市役所 302会議室 

決議事項 平成 31年度事業計画について、平成 31年度収支予算について、 

出 席 等 決議に必要な出席評議員の数５名、出席７名。監事出席２名。 
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４　附属明細書
１　音楽鑑賞事業（主催）実績一覧
【クラシック】

事業名称 日時・会場等 事業内容 料金

徳永二男が案内する
楽器の謎！17
箏

6月16日(土)
たましんRISURUホール
小ホール　14:00
入場者数　179名

ナビゲーター：徳永二男、ゲスト：片岡リサ（箏）
曲目：宮城道雄/ロンドンの夜の雨、衛兵の交替、松村禎三/幻
想曲、平井康三郎/平城山　ほか

全席指定2,300円

フレッシュ名曲コンサート
事前キャンペーン
※東京都歴史文化財団助成事業
※立川市ほか主催事業

7月6日(金)
たましんRISURUホール
小ホール　18:30
入場者数　144名

今井実希 ソプラノ プレ・コンサート
共演：高山真由香（ピアノ）
曲目：ヘンデル/オペラ『リナルド』より“私を泣かせて下さい”、
モーツァルト/歌曲『すみれ』、ベートーヴェン/歌曲『君を愛す』
ほか

無料（要整理券）
全席自由

外山啓介ピアノ・リサイタル
「月光＆謝肉祭」

7月20日(金)
たましんRISURUホール
小ホール　19:00
入場者数　232名

～ドビュッシー没後100年メモリアル～
ドビュッシー/月の光が降りそそぐテラス（プレリュード第2集より）、
ベルガマスク組曲「プレリュード」「メヌエット」「月の光」「パスピエ」
ほか

全席指定2,500円

財団設立30周年記念事業
千住真理子＆横山幸雄
デュオリサイタル

9月9日(日)
たましんRISURUホール
大ホール　15:00
入場者数　940名

出演：千住真理子(ヴァイオリン)、横山幸雄(ピアノ)
曲目：J.S.バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第１番よりア
ダージョ、ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」　ほか

全席指定
S席3,500円
A席2,500円

東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト・コンサート
※共同主催

9月24日(月・休)
たましんRISURUホール
大ホール　14:00
入場者数　950名

すぎやまこういち/交響組曲「ドラゴンクエストXⅠ」過ぎ去りし時を
求めて出演：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）

全席指定
Ｓ席5,000円
A席4,000円
小中学生各席半額

徳永二男が案内する
楽器の謎！18
オルガン

9月29日(土)
たましんRISURUホール
小ホール　14:00
入場者数　163名

ナビゲーター　徳永二男、ゲスト　大木麻理（オルガン）
曲目：パッヘルベル/トッカータ ハ長調、J.S.バッハ/コラール前
奏曲 “いと高きところには神に栄光あれ” BWV717、メールラ　ほ
か

全席指定2,300円

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｣
※東京都歴史文化財団助成事業
※立川市ほか主催事業

10月20日(土)
たましんRISURUホール
大ホール　15:00
入場者数　1,085名

出演：小林研一郎（指揮）、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
フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）、日本フィルと歌う立川第
九合唱団（合唱）　ほか

全席指定
Ｓ席4,000円
A席3,000円

財団設立30周年特別コン
サート
及川浩治
「トーク＆リサイタル」

11月18日(日)
たましんRISURUホール
大ホール　15:00
入場者数　641名

出演：及川浩治（ピアノ）、司会：柳田奈津子（フリーアナウン
サー）
曲目：J.S.バッハ/主よ、人の望みの喜びよ、ラフマニノフ/ヴォカ
リーズ、シューマン/トロイメライ　ほか

全席指定
Ｓ席3,000円
A席1,500円
B席500円

徳永二男が案内する
楽器の謎！19
ファゴット

12月1日(土)
たましんRISURUホール
小ホール　14:00
入場者数　160名

ナビゲーター　徳永二男、ゲスト　吉田将（ファゴット）
曲目：サン＝サーンス/ファゴットとピアノのためのソナタ op.168、
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 op.35、フォーレ/シシリエンヌ op.78　ほか

全席指定2,300円

「楽器の謎！20」スペシャル・
コンサート特別企画
チェリスト・古川展生
プレトーク

1月11日(金)
たましんRISURUホール
小ホール　18:30
入場者数　95名

出演：古川展生（チェロ）、司会：柳田奈津子（フリーアナウン
サー）
曲目：サン＝サーンス/白鳥　ほか

全席自由500円

こどもオペラ
『ブレーメンの音楽隊』
※共同主催

1月20日(日)
たましんRISURUホール
大ホール　11:00/14:00
入場者数　673名

聴くだけでなく、目で見て、体で感じて楽しめるドキドキわくわくの
こどもオペラ。たくさんの動物さんたちが登場する「ブレーメンの
音楽隊」より。

全席指定
大人1,500円
子ども800円
親子ペア2,000円

硬派弦楽アンサンブル
｢石田組｣
※共同主催

2月17日(日)
たましんRISURUホール
大ホール　14:00
入場者数　801名

出演：石田泰尚、岩村聡弘、丹羽洋輔、鈴木浩司（ヴァイオリ
ン）、生野正樹、大島亮（ヴィオラ）、辻本玲、門脇大樹（チェロ）
曲目：モーツァルト/ディヴェルティメント ヘ長調 K.138、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

全席指定
S席3,500円
A席2,500円

財団設立30周年記念事業
徳永二男が案内する
楽器の謎！20
スペシャル

3月9日(土)
たましんRISURUホール
大ホール　14:30
入場者数　560名

出演：徳永二男（ヴァイオリン・楽器の謎ナビゲーター）、小林美
樹（ヴァイオリン）、高木綾子（フルート）、菊池洋子（ピアノ）、吉野
直子（ハープ）、福田進一（ギター）、曽根麻矢子（チェンバロ）、
古川展生（チェロ）、中嶋彰子（ソプラノ）、福川伸陽（ホルン）、荒
絵理子（オーボエ）　ほか

全席指定
Ｓ席4,500円
A席3,500円

国立音楽大学コンサート
「早春の室内楽」

3月24日（日）
たましんRISURUホール
大ホール　15:00
入場者数　476名

出演：大友太郎（フルート）、武田忠善（クラリネット）、三木香代
（ピアノ）、永峰高志（ヴァイオリン）、松井直之（ヴィオラ）、藤森亮
一（チェロ）
曲目：モーツァルト/フルート四重奏曲第3番、ピアノ、クラリネット
とヴィオラのための三重奏曲　ほか

全席指定1,000円
高校生以下500円引

合計 14事業・15公演 　入場者数　合計　 7,099名
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１　音楽鑑賞事業（主催）実績一覧　　

日時・会場等

4月14日(土)
アイムホール　14:00
入場者数　103名

4月21日(土)
たましんRISURUホール
大ホール　16:30
入場者数　951名

5月26日(土)
たましんRISURUホール
大ホール　15:00
入場者数　651名

6月24日(日)
たましんRISURUホール
大ホール　17:30
入場者数　1,104名

9月15日(土)
たましんRISURUホール
大ホール　19:00
入場者数　756名

11月23日(金・祝)
たましんRISURUホール
大ホール　16:00
入場者数　1,020名

12月8日(土)
たましんRISURUホール
大ホール 11:00/14:00
入場者数　751名

7事業/8公演

２　音楽鑑賞事業（共催）実績一覧　　

会場
入場料(円)

最高額
入場者数

小ホール
2,000
(当日）

245

大ホール 7,200 1,086

大ホール 3,000 365

小ホール
2,000
(当日）

177

大ホール 3,200 1,176

小ホール 3,000 379

小ホール
2,000
(当日）

211

小ホール 5,000 153

小ホール
2,000
(当日）

242

大ホール 5,500 1,171

大ホール 6,800 642

小ホール
2,000
(当日）

244

大ホール 5,800 894

小ホール 4,500 173

小ホール
2,000
(当日）

225

入場者数合計　 7,383名

マイソング

白鳥コンサート
しらとり

「今×あの頃×未来は？」 （株）リズミケーション

共催　16回合計

2月17日(日) 15：00

3月22日（金）13:00 杉山公章の歌声コンサート

7月13日(金）13:00

9月20日(木）13:00

9月27日(木) 18:30

11月20日(火）13:00

7月16日（月・祝）15：00

財団設立30周年記念事業
小野リサ
30thアニバーサリーツアー
～旅　そして　ふるさと～

立川では7年ぶりとなる貴重な公演。ナチュラルな歌声とブラジリアン・サウン
ドでお届けする、2018年デビュー30周年を記念したステージ。
曲目：イパネマの娘、ソー･ダンソ･サンバ、ワン･ノート･サンバ、いい日旅立
ち、旅の宿 ほか

全席指定2,500円
学生 1,000円

料金

＜第1部＞ミュージカル「ミッフィーのおたんじょうび」
ミッフィーのお誕生日の素敵な一日を通して友達、そして家族の優しさや温
かさが伝わってくる作品。
＜第2部＞コンサート「ミッフィーとうたおう」
ミッフィーと歌のおねえさんが仲間たちと繰り広げる、歌と手遊びの楽しいコン
サート。

全席指定
大人2,500円
3歳～小学生1,500円

全席指定 5,800円

全席指定4,000円

事業名称 事業内容

いちよ・たかこ・やぎりん
トリオ♪with 七澤清貴
春の立川演奏会
※共同主催

出演：七澤清貴（ヴァイオリン）、枝元一代（歌）、藤枝貴子（アルパ＝パラグア
イ・ハープ）、八木倫明（ケーナとナイと訳詞）
曲目：『銀河鉄道の夜』〜白鳥の停車場、引き潮、黄色い村の門、愛は花 君
はその種子、思い出のサリーガーデン、広い河の岸辺　ほか

財団設立30周年記念事業
小椋佳｢歌談の会｣

1998年より全国各地で開催されている人気の公演「歌談の会」が立川へ。
曲目：俺たちの旅、さらば青春、愛燦燦、シクラメンのかほり、夢芝居　ほか

財団設立30周年記念事業
平原綾香 15th Anniversary
CONCERT TOUR 2018
～ Dear Music ～

圧倒的な歌唱力で多方面で活躍し、その勢いはとどまることを知らない平原
綾香。2018年、デビュー15周年を記念した渾身のコンサート。

トクマルシューゴ
Special LIVE with Orchestra

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。
出演：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

たましんRISURUホール×フィルハルモニア多摩
名曲シリーズⅢ「トルコの風をあなたに！」

フィルハルモニア多摩

主催者

美輪明宏　ロマンティック音楽会
～郷愁　ノスタルジア～

東京労音府中センター6月23日(土) 17:30

高木正勝
ピアノソロ･コンサート
'Ｍａｒｇｉｎａｌｉａ (マージナリア)’

長く親しんでいるピアノを用いた音楽、世界を旅しながら撮影し創った”動く絵
画”と評される映像、両方を手掛ける作家・高木正勝。2018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円

【ポピュラー】

マイソング杉山公章の歌声コンサート

7月31日（火）13:30/18:45

5月31日(木)13:00

全席指定 6,800円

全席指定 4,500円

Everly　エバリー・コンサート2018in立川 Ｅｖｅｒｌｙ

合計 入場者数　合計　 5,336名

事業名開催日時

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」

7月7日(土) 16:00

2月1日(金) 14：00 フォレスタコンサートin立川 （株）サンライズプロモーション東京

1月24日（木）13:00 杉山公章の歌声コンサート マイソング

杉山公章の歌声コンサート

（午後の部）オーケストラと歌うこどもフェスティバル
（夜の部）オーケストラと歌う大人のコンサート

認定NPO法人おんがくの共同作業場

マイソング

12月15日（土）14:00
クリスマス☆ゴスペル2018
グローリー・ゴスペル・シンガーズ

（株）テイト・コーポレーション

杉山公章の歌声コンサート マイソング

宮沢明子ピアノ・リサイタル 東京労音府中センター

杉山公章の歌声コンサート マイソング

12月2日(日) 14:00 高嶋ちさ子　12人のヴァイオリニスト 東京労音府中センター
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３　演劇・古典芸能鑑賞事業（主催）実績一覧

【古典芸能等】

事業名称 日時・会場等 事業内容 料金

笑ホール寄席

6月8日(金)
たましんRISURUホール
小ホール　19:00
入場者数　197名

出演:柳亭市馬、三遊亭白鳥、台所おさん、らく兵
全席指定2,500円
学生1,000円引

第十三回
アイム落語研究会
「夏休み特別企画
大人も子どもも楽しむ落語」

8月2日(木)
アイムホール　14:00
入場者数　72名

「夏休み特別企画　大人も子どもも楽しむ落語」
落語家体験ミニコーナーあり
出演：立川こはる、柳亭市弥、柳家吉緑、林家きよひこ

全席指定1,500円
小･中学生500円

松竹大歌舞伎プレセミナー

8月8日(水)
たましんRISURUホール
小ホール　14:00
入場者数　86名

出演：葛西聖司（古典芸能解説者）
舞台写真や台本、映像、音楽による歌舞伎の魅力や本公
演の解説、みどころ、質疑応答など

入場無料
（要申込み）

全国公立文化施設協会
西コース(2回公演）
松竹大歌舞伎

9月2日(日)
たましんRISURUホール
大ホール 12:30／17:00
入場者数　1,342名

演目：義経千本桜「道行初音旅」「川連法眼館」
出演：片岡愛之助、中村松江、中村壱太郎、中村寿治
郎、市川猿弥、上村吉弥、市川門之助

昼Ｓ席5,500円
昼A席5,000円
夜は各500円引
学生1,000円引
小中学生500円

笑ホール寄席

9月14日(金)
たましんRISURUホール
小ホール　19:00
入場者数　163名

出演:柳家花緑、橘家文蔵、柳家花ごめ、立川寸志
全席指定2,500円
学生1,000円引

第十四回
アイム落語研究会

11月29日(木)
アイムホール　19:00
入場者数　56名

落語家と舞台人、表現者が考える人の心が動くとき」
出演:柳家圭花、春風亭一花、立川だん子、立川志ら門
ゲスト：矢代朝子

全席指定1,500円
小･中学生500円

笑ホール寄席

12月7日(金)
たましんRISURUホール
小ホール　19:00
入場者数　139名

出演:立川龍志、三遊亭兼好、柳亭小痴楽、立川志ら門
全席指定2,500円
学生1,000円引

新春たちかわ寄席
※共同主催

1月19日(土)
たましんRISURUホール
大ホール　13:00
入場者数　1,129名

出演：三遊亭小遊三・春風亭昇太　ほか
S席3,600円
A席3,100円

笑ホール寄席

2月8日(金)
たましんRISURUホール
小ホール　19:00
入場者数　123名

出演:林家彦いち、立川談笑、立川志獅丸、柳亭市弥
全席指定2,500円
学生1,000円引

第十五回（最終回）
アイム落語研究会

3月7日(木)
アイムホール　19:00
入場者数　84名

「花盛り伸び盛り落語四席競演と若手落語家の未来予想
図」
出演：林家つる子、三遊亭わん丈、立川志ら鈴、春風亭き
いち
ゲスト：内田春菊

全席指定1,500円
小･中学生500円

合計 10事業・11公演 　入場者数　合計　 3,391名
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３　演劇・古典芸能鑑賞事業（主催）実績一覧　　

【演劇ミュージカル等】

日時・会場等

5月12日(土)
たましんRISURUホール
大ホール　14:00
入場者数　547名

8月17日(金)19:00
8月18日(土)
11:00/16:00
たましんRISURUホール
大ホール
入場者数　271名

2事業・4公演

４　演劇・古典芸能鑑賞事業（共催）実績一覧　

会場
入場料(円)

最高額
入場者数

大ホール 4,800 856

小ホール 3,600 473

大ホール 3,300 1,152

大ホール
3,900
(当日）

1,080

大ホール 3,000 1,645

大ホール 3,800 636

大ホール 500 915

大ホール 4,000 959

　入場者数合計　 7,716 名合計       8事業・10公演

(株)インプレサリオ東京

事業名称 事業内容 料金

劇団東少ミュージカル
「人魚姫」
※劇団東少との共同事業

アンデルセン童話の名作を感動のミュージカルで。
自分の幸せよりも大切な人の幸せを願う、清らかな心をテーマにした感
動作！～人間の王子様を心から愛してしまった人魚姫のマリーナ。
愛した人の幸せを心から願う、美しくも悲しい純愛の物語。

全席指定2,000円
3歳以上有料

たましんRISURUホール
バックステージツアー×リア
ル謎解きゲーム 「怪人から
の脱出」

「怪人」によって劇場に閉じ込められた探偵が、知恵を駆使して最後の戦
いに挑む物語「怪人からの脱出」。
※リアル謎解きゲームとは、実際に頭と体を使って遊ぶ「体験型」謎解き
ゲーム。

一般2,000円
中学生以下1,000円
引

合計 　入場者数　合計　

(株)ジェイ・ファースト

818名

主催者事業名

ザ・ニュースペーパーライブ2018 東京労音府中センター

(株)夢空間

(株)エムエスティプロデュース　

開催日時

4月22日（日）14：00

7月14日(土）13:30

6月25日(月）
14:00/19:00

落語教育委員会
三遊亭歌武蔵・柳家喬太郎・三遊亭兼好

らくごDE全国ツアーvol.6
春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2018

7月13日(金) 18：30 春風亭昇太・林家たい平  二人会

8月1日(水)
13:00/15:30

東京都弘済会の「いきいき寄席」
金原亭馬生、柳家喬太郎　ほか

(一財)東京都弘済会

キエフ･クラシック･バレエ
チャイコフスキー夢の3大バレエ名場面集

恐竜どうぶつ園2018 (有)サン・プロジェクト

ハッスル☆マッスル「忍者」　立川公演 (株)髙橋企画1月5日(土)12:00

8月14日(火)18:30

9月27日(木)14:00
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５　水曜コンサート実績一覧

vol. 実施日 タイトル 曲名 観客数

277 4月11日
第7回立川いったい音楽まつり
プレ・コンサート
クラシックギターの独奏「田村功」

中村八大：上を向いて歩こう、團伊玖磨：ぞうさん、ね
こ踏んじゃった、久石譲：『となりのトトロ』より 風の通り
道、禁じられた遊び　ほか

100

278 5月30日
弦楽四重奏
「日本カルテット」

W.A.モーツァルト：ディベルティメント K.138 第一楽
章、芥川也寸志：弦楽のためのトリプティーク 第一楽
章、F.J.ハイドン： 弦楽四重奏 第74番 「騎士」　ほか

120

279 6月20日
ファゴット、クラリネット、ピアノの三重奏
「トリオ818」

レハール：メリーウィドウ・ワルツ、ベートーヴェン：ピア
ノ三重奏曲 第4番 「街の歌」 Op,11 第3楽章、モン
ティ：チャールダーシュ　ほか

80

280 7月18日
フルート二重奏とピアノ
「Lune（ルネ）」

見岳章：川の流れのように、モリコーネ：ニューシネマ
パラダイスメドレー、ブラームス：ハンガリー舞曲 第5
番　ほか

100

281 8月8日
コントラバスとピアノ
「Duo mėli-mėlo（デュオ メリメロ）」

カルロス・ジョビン：ワン ノート サンバ、ボッテシーニ：
エレジー、ミルト・ジャクソン：バグス グルーヴ（Fのブ
ルース）、和泉宏隆：宝島　ほか

60

282 9月26日 サクソフォーン四重奏
モーツァルト トリビュート、E.モリコーネ：「海の上のピ
アニスト」より 愛を奏でて、L.シフリン：「燃えよドラゴ
ン」テーマ　ほか

100

283 10月10日
国立音楽大学大学生による
「トロンボーン四重奏」
MAST Quartet

F.ハイドン：オラトリオ『天地創造』より 大いなる偉業を
成し遂げられた、彩木雅夫：長崎は今日も雨だった
for 4Trombone、古関裕而：高原列車は行く、中村泰
士：心のこり　ほか

120

284 11月14日
国立音楽大学学生による
「クラリネット三重奏」
Clarice(クラリーチェ)

久石譲：映画「となりのトトロ」より さんぽ、映画「ハウ
ルの動く城」より 人生のメリーゴーランド、木村弓：映
画「千と千尋の神隠し」より いつも何度でも、アメリカ
民謡：茶色の小瓶、W.A.モーツァルト：5つのディベル
ティメント より ディベルティメント 第4番　ほか

100

285 12月5日
多摩フレッシュ音楽コンサート2018
声楽部門入賞者による演奏

リムスキー=コルサコフ：高みから吹く風が、黒い瞳（ロ
シア民謡）、P.マスカーニ：アヴェ・マリア、G.プッチー
ニ：歌劇『ラ・ボエーム』より“私の名はミミ“ “あなたの
愛の呼び声に“　ほか

100

286 1月23日
立川市民オペラ公演2019
喜歌劇「こうもり」プレ・コンサート

J.シュトラウスⅡ世作曲　喜歌劇「こうもり」より
序曲、～第1幕より～第3場 ファルケとアイゼンシュタ
インの二重唱、第4場 ロザリンデ、アデーレ、アイゼン
シュタインの三重唱　ほか

160

287 2月20日 木管五重奏団「もくご」
ドビュッシー：小組曲 より、久石譲：スタジオジブリメド
レー、ハイドン：ディベルティメント 第二楽章、アーノ
ルド：３つのシャンティ op.4　ほか

130

288 3月27日 パンフルートとピアノ
アメイジング・グレイス（讃美歌）、オルト川を渡りに
行った（ルーマニア民謡）、A.マクブルーム：愛は花、
君はその種子（映画『ザ・ローズ』より）　ほか

110

1,280名年度合計
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６　市役所ロビーコンサート実績一覧

vol. 実施日 タイトル 曲名 観客数

77 4月13日(金)
第7回立川いったい音楽まつり
プレ・コンサート
くちぶえとギターの演奏

モリコーネ：ウエスタンメドレー、久石譲：もののけ姫、さく
らさくら、中田喜直:夏の思い出、ハリー・ベラフォンテ：日
のあたる島～さらばジャマイカ　ほか

70

78 5月10日(木) フルート二重奏「Lune（ルネ）」
F.ドップラー：アメリカ小二重奏曲、J.S.バッハ：G線上の
アリア、G.ショッカー：スリーダンス

80

79 6月26日(火) 弦楽四重奏「日本カルテット」
モーツァルト ：弦楽四重奏 第19番 「不協和音」第一楽
章、ベートーヴェン：弦楽四重奏 第2番 op18-2　ほか

130

80 7月27日(金) サクソフォーン四重奏
モーツァルト・トリビュート、見岳章：川の流れのように、葉
加瀬太郎：情熱大陸、G.ビゼー：カルメン幻想曲

100

81 8月21日(火)
コントラバスとピアノ
「Duo mėli-mėlo（デュオ メリメロ）」

ピアソラ: アヴェ・マリア、カルロス・ジョビン：ワン ノート サ
ンバ、ボッテシーニ：エレジー、和泉宏隆：宝島

100

82 9月20日(木)
ファゴット、クラリネット、ピアノの三重
奏
「トリオ818」

レハール：メリーウィドウ・ワルツ、ボラン：フルートとジャズ
ピアノトリオのための組曲 第2番「センチメンタル」、メンデ
ルスゾーン：２本のクラリネットのための演奏会用小品 第
2番

90

83 10月25日(木)
国立音楽大学大学生による
「トロンボーン四重奏」

P.スパーク：トーキョー・トリプティーク より《新宿》･《泉岳
寺》､彩木雅夫：長崎は今日も雨だった for 4Trombone､
久石譲：君をのせて､ヒダス:フォー・イン・ハンド 第5楽章

120

84 11月20日(火)
国立音楽大学学生による
「クラリネット三重奏」
Clarice(クラリーチェ)

G.ヴェルディ：歌劇『椿姫』より"乾杯の歌"､久石譲：もの
のけ姫メドレー､見岳章：川の流れのように､W.A.モーツァ
ルト：5つのディベルティメントよりディベルティメント第4番

90

85 12月13日(木)
多摩フレッシュ音楽コンサート2018
声楽部門入賞者

～カンツォーネ～　マンマ、サンタ・ルチア、カタリ・カタ
リ、ラ・スパニョーラ(スペイン民謡)、マリア・マリ、S.ガスタ
ルドン：「禁じられた音楽」

110

86 1月17日(木) 木管五重奏「もくご」
ハイドン：ディベルティメント、久石譲：映画『ハウルの動く
城』より、ファルカシュ：17世紀の古いハンガリー舞曲集

100

87 2月13日(水)
立川市民オペラ公演2019
喜歌劇「こうもり」プレ・コンサート

J.シュトラウスⅡ世作曲 喜歌劇「こうもり」よりNR3.ファルケ
とアイゼンの2重唱、NR4.ロザリンデ、アデーレ、アイゼン
の3重唱、NR8.P106からのアリア、NR10.ロザリンデのアリ
ア　ほか

130

88 3月19日(火) パンフルートとピアノの演奏
オルト川を渡りに行った（ルーマニア民謡）、R.ロジャー
ス：エーデルワイス、A.マクブルーム：愛は花、君はその
種子（映画『ザ・ローズ』より）　ほか

140

1,260名年度合計

15



７　どこでもステージ実績一覧

Ｎo. 主催者（会場） 開催日 参加者数 出演者 開催地域

1
財団
（立川髙島屋）

4月29日(日･祝）
2回公演

400
こぶしぶらす
（国立音楽大学卒業生の管打楽器
アンサンブル）

曙町

2
錦東和会文化部
（錦学習館）

7月16日（月・祝） 203
中村ゆか里(ヴァイオリン）、西村友里亜（ヴィ
オラ）、八代瑞希（チェロ）

錦町

3
社会福祉法人桜栄会
（上砂地域福祉サービスセンター）

11月16日(金) 78 柳家小はぜ、金原亭駒六（落語家） 上砂町

4
こぶし会館管理運営委員会
（こぶし会館）

12月9日(日) 130 春風亭昇也、春風亭昇りん（落語家） 幸町

5
五月会
（社会福祉法人西立川児童会館）

12月16日(日) 60 サニーサイドゴスペル立川 富士見町

6
滝ノ上会館管理運営委員会
（滝ノ上会館）

2月10日（日） 150
森口賢二（バリトン）、三浦梓（ソプラノ）、
熊澤弥緒（ピアノ）

富士見町

1,021名年度合計　6事業/7公演
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８ 　小学校訪問実績一覧

Ｎo. 会場 開催日 対象学年 内容

1 幸小学校音楽キャラバン 5月2日(水) 5年生 箏と尺八

2 第三小学校音楽キャラバン 5月8日(火) 5年生 弦楽四重奏

3 南砂小学校音楽キャラバン 5月10日(木) 5年生 木管五重奏

4 西砂小学校音楽キャラバン 5月11日(金) 5年生 弦楽四重奏

5 松中小学校音楽キャラバン 5月15日(火) 5年生 津軽三味線と和太鼓

6 第七小学校音楽キャラバン 5月17日(木) 4・5年生 木管五重奏

7 第八小学校音楽キャラバン 5月24日(木) 5年生 津軽三味線と和太鼓

8 第二小学校音楽キャラバン 6月4日(月) 5年生 弦楽四重奏

9 柏小学校音楽キャラバン 6月5日(火) 5年生 弦楽四重奏

10 第一小学校音楽キャラバン 6月12日(火) 5年生 木管五重奏

11 第十小学校音楽キャラバン 6月14日(木) 5年生 津軽三味線と和太鼓

12 若葉台小学校音楽キャラバン 6月19日(火) 5年生 箏と尺八

13 大山小学校音楽キャラバン 6月20日(水) 5年生 弦楽四重奏

14 第四小学校音楽キャラバン 6月21日(木) 5年生 弦楽四重奏

15 第五小学校音楽キャラバン 9月21日(金) 5年生 三重唱とピアノ（オペラ）

16 第九小学校音楽キャラバン 10月24日(水) 5年生 三重唱とピアノ（日本歌曲）

17 上砂川小学校音楽キャラバン 12月14日(金) 5年生 木管五重奏

18 第六小学校音楽キャラバン 12月18日(火) 5年生 木管五重奏

19 新生小学校音楽キャラバン 1月19日(土) 5・6年生 木管五重奏　※学校公開日

Ｎo. 会場 開催日 対象学年 演目

1 第五小学校落語キャラバン 10月4日(木) 4年生 「牛ほめ」／「狸の札」

2 新生小学校落語キャラバン 10月17日(水) 4年生 「牛ほめ」／「狸の札」

3 第四小学校落語キャラバン 10月19日(金) 4年生 「牛ほめ」／「寿限無」

4 松中小学校落語キャラバン 10月27日(土) 4年生 「初天神」／「転失気」　※学校公開日

5 西沙小学校落語キャラバン 11月8日(木) 4年生 「牛ほめ」／「転失気」　

6 若葉台小学校落語キャラバン 11月27日(火) 4年生 「転失気」／「無精床」

7 南砂小学校落語キャラバン 11月29日(木) 4年生 「牛ほめ」／「寿限無」

8 第六小学校落語キャラバン 12月1日(土) 4年生 「時そば」／「つる」　※学校公開日

9 大山小学校落語キャラバン 12月10日(月) 4年生 「初天神」／「狸の札」

10 第九小学校落語キャラバン 12月20日(木) 4年生 「牛ほめ」／「つる」

11 第二小学校落語キャラバン 12月21日(金) 4年生 「初天神」／「狸の札」

12 第八小学校落語キャラバン 1月12日(土) 4年生 「初天神」／「狸の札」　※学校公開日

13 第十小学校落語キャラバン 1月26日(土) 4年生 「薬缶」「つる」／「穴子でからぬけ」　※学校公開日

14 幸小学校落語キャラバン 2月8日(金) 4年生 「時そば」／「つる」

15 第三小学校落語キャラバン 2月9日(土) 4年生 「時そば」／「ん廻し」　※学校公開日

Ｎo. 会場 開催日 対象学年 講師

1 第二小学校アートキャラバン 7/11～7/19 4年生 WILL美術家会

Ｎo. 会場 開催日 対象学年 内容（講師）

1 第五小学校ダンスキャラバン 10月18日(木) 6年生 ハウスダンス（TATSUO／JUMPEI／MIYU）

2 第六小学校ダンスキャラバン 10月20日(土) 3年生 ハウスダンス（TATSUO／Pino）

3 第三小学校ダンスキャラバン 1月11日(金) 4年生 ハウスダンス（TAKKY／Kodai）

4 上砂川小学校ダンスキャラバン 1月18日(金) 2年生 ハウスダンス（TAKKY／Kodai）
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９　市民団体共催事業実績一覧

開催日 事業名 会場
入場料等
(最高額)

入場者数等 主催者

4月15日(日) 第21回ダンスフェスティバル 大ホール 無料 東京TAMA音楽祭組織委員会

5月19日(土) 第10回ハーモニカの集い2018 大ホール 無料 東京TAMA音楽祭組織委員会

9月17日(月･祝) 第13回カラオケの集い 大ホール 無料 東京TAMA音楽祭組織委員会

6月9日(土) 第47回定期演奏会 大ホール 無料 1,200 立川市吹奏楽団

6月25日(月)～
30日(土)

第24回アート95'展 展示室 無料 400 アート'95

7月15日(日) 第72回定期演奏会 大ホール 無料 858 立川管弦楽団

7月22日(日)
第10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

大ホール 4,500円 1,149
ジャパン・インターナショナル・
ユース・バレエ

7月24日(火)
TSP2018　高校生と創るシェイクスピア
～ほんとは、まだしらない～

小ホール 1,000円 230
たちかわシェイクスピアプロジェクト
実行委員会

7月29日(日)
第8回ガラコンサート
「名歌手たちの夢の饗宴」

大ホール 5,000円 1,075 立川オペラ愛好会

8月4日(土)
第30回記念立川よいと祭り
～光と音のシンフォニー～

サンサン
ロード

無料 100,000 立川よいと祭り実行委員会

9月26日(水)～
3月27日(水)

第61回立川市民文化祭 大ホールほか 無料 立川市文化協会

11月3日(土･祝)･
4(日)

たちかわ楽市2018
～まち・こころ・はなめかそう～

みどりの文化
ゾーン

無料 87,000 たちかわ楽市実行委員会

11月11日(日) 第37回定期演奏会 大ホール 無料 1,100 立川マンドリンクラブ

11月22日(木) 楽しいクラシックの会コンサート 小ホール 2,500円 244 楽しいクラシックの会

12月21日(金)～
23日(日･祝)

子どもと大人が一緒に楽しむ舞台vol.3
ドリトル先生と動物たち、月へゆく
（3回公演）

大ホール 2,000円 1,446
立川シアタープロジェクト
実行委員会

1月27日(日) 第33回公演「仮面舞踏会」 小ホール 3,000円 102 オペラ・ルーチェ

2月2日(土) 第20回春を呼ぶコンサート 大ホール 無料 800 NPO法人立川市障害者後援会

2月19日(火)～
24日(日)

第15回WILL美術家展 展示室 無料 975 WILL美術家会

2月24日(日)

日本ポーランド国交樹立100周年記念
ポーランド芸術祭2019 in Japan
生誕200年スタニスワフ・モニューシュコ
歌劇「幽霊屋敷」公演

大ホール 5,000円 641 多摩フィルハルモニア協会

3月21日(木･祝) ふれあいこどもまつり 大ホールほか 3,500円 1,102 NPO法人立川子ども劇場

年度合計 20事業/22公演 200,777名

2,455
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１０　後援事業実績一覧

事業名 会場
入場料等
(最高額)

入場者数等

チャレンジあんさんぶる
～プロに囲まれたワークショップ～

国立音楽大学 無料 98

ひたすら能・狂言の世界を楽しむ会
立川市女性
総合センター・
アイムホール

1,000円 71

親子で楽しめる国立音楽大学
ファミリー・コンサート2018(2公演)

国立音楽大学 500円 1,598

第14回シャンソン・アン・スワレ
シャンソン・アン・
スワレ

3,000円 218

夏のコンサート2018 国立音楽大学 無料 736

スポーツ関係者のための講演会
「フィジカルトレーニング講演」

大ホール 無料 202

第42回三多摩美術家展 展示室 無料 1,394

第26回一番町みんなのコンサート 天王橋会館 無料 200

アール・ブリュット立川2018 伊勢丹立川店 無料 5,656

ウェスタンドリバー・アートフェス2018
西立川児童館・
フェローホームズ
森の家　ほか

無料 3,000

高松学習館「ファミリーコンサート」 高松学習館 無料 64

立川文化芸術のまちづくり協議会
ワークショップ×ワークショップ
edu2018

立川市子ども
未来センター

無料 1,800

松元ヒロ ソロライブ2018 小ホール 3,000円 242

石田倉庫のアートな2日間 石田倉庫の住人 無料 1,500

社会福祉施設の文化活動支援
山下洋輔クリスマスジャズコンサート

小ホール 4,000円  公演中止

グッドネイバー西砂・一番20周年事業
「ピアノとヴァイオリンのデュオ
コンサート」

西砂学習館 無料 109

「おやこ・de・アート展2019」in立川
立川市子ども
未来センター

原則無料 1,850

年度合計 18,738名 

１１　キッズワークショップ実績一覧

vol  開催日 対象 参加費
参加者数
(保護者等

含む）

59 4月29日(日･祝) 小学生 300円 13

60
11月23日(金･祝)･
24日（土)

0歳～大人 300円 203

12月2日(日) 0歳～大人 1,000円 155

12月8日(土) 0歳～大人 無料 165

年度合計 536名

ミサワホームPresents「世界にひとつだけのミッフィーをつくろう」
ミュージカル＆素焼きで楽しみ隊（A）

　タイトル

たちかわアートギャラリー展　特別企画
 「くるくる巻いて絵をつくろう☆」

ミサワホームPresents「世界にひとつだけのミッフィーをつくろう」
素焼きをホール展示で飾り隊（B）

「東京文化会館ミュージック・ワークショップ」 in 立川

主催者

立川謡曲会

国立音楽大学

NPO法人立川市体育協会

三多摩美術家連盟

アール・ブリュット立川
実行委員会

開催日

11月10日(土)

11月24日(土)～25日(日)

11月17日(土)

11月10日(土)

国立音楽大学

シャンソン・アン・ソワレ

5月3日(木) 弦楽アンサンブル横好き会

5月19日(土)

6月3日(日)

9月30日(日)

10月4日(木)～12日(金)

10月24日(水)～29日(月)

8月1日(水)

6月30日(土)

石田倉庫の住人

NPO法人立川子ども劇場

立川文化芸術のまちづくり
協議会

文化・芸術いきいき
ネットワーク

12月13日(木)

3月9日(土)

61

3月21日(木･祝）～24日（日） Nomad Art ノマドアート

11月3日(土･祝)～18日(日)
ウェスタンドリバー・アート
フェス実行委員会

10月20日(土) 天王橋会館管理運営委員会

後援17回

グッドネイバー西砂・一番

高松学習館運営協議会
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