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1 事業の概要 
 

 

平成 31年度は第１次中期経営計画（平成 27年度からの５年計画）の最終年度で、
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。
第１次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への事業」では、
小学生ファーレアート鑑賞事業の市内全小学５年生への実施、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。「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、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。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、立川市民オペラ公演 2020、国立音楽大学
コンサート等を中止いたしました。深刻な事態に、職員は現実的な対応に迫られま
したが、出演者関係、関連団体、参画された市民との信頼関係を損なうことなく速
やかにかつ柔軟に対応いたしました。職員には、文化芸術の価値を継承、発展、創
造につなげていく人材、状況に応じて自ら問題解決する人材としての実践・経験す
る機会となりました。 

 
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、山田和樹指揮／日本フィルの「運命」と荒井里桜とのチャイコ
フスキーのヴァイオリン協奏曲、キエフ国立フィルによる「新世界と第九」の
国内外のオーケストラ２公演をはじめ、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、第 26回アートギャラリー展を開催し、たくさんの市
民の方からの応募をいただき、展示いたしました。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。※３月開催の立川市民オペラ公演 2020については中止。 

 
・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 41回となりました。 

 

・文化芸術活動支援事業では、第８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とピアノ部門を実施しました。 
※３月開催の入賞者によるソロリサイタル５公演中４公演は中止又は延期。 

 
・広報宣伝･友の会事業では、Twitterによる発信、財団ホームページについては、
インターネットによる即時性を重視し、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祝 令和元年 第 31回立川よいと祭りやたちかわ楽市 2019 
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

10回

　 ・フィガロの結婚×セビリアの理髪師※

　 ・外山啓介ピアノリサイタル

　 ・フレッシュ名曲コンサート

通年 市民会館大･小ホール

来場者10,553名 アイムホール

※詳細はP10、P11

7回

17回 通年

　共催事業　(中止・延期公演含む） 来場者8,568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

5回

   ・笑ホール寄席（4回）

通年

来場者3,900名

4回 ※詳細はP12

　 ･松竹特別公演「蘭」※

   ・音楽舞踊劇「新選組・土方歳三」

17回 通年

　共催事業(中止・延期公演含む） 来場者11,685名 市民会館大･小ホール

※詳細はP13

事業数 件数

　　③美術鑑賞事業

開催数 実施時期

19回 通年

参加者1,470名

-

-

内容

　国立西洋美術館ギャラリートーク（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

3月28日(土)
≪開催延期≫

-

-

3月26日(木)
≪開催延期≫

76名

実施場所

6事業 31件

※ステージへの招待

市民会館大･小ホール

   ・新春たちかわ寄席※

     ※印は共同主催事業

　

　立川市役所アート・南極北極科学館鑑賞ツアー

【美術鑑賞事業】

市内のひとり親家庭を年2回主催事業へ招待

【共催事業】

　　 ※印は共同主催事業

 　・英語ミュージカル「マグナとふしぎの少女」

招待者数

【古典芸能等】

【演劇ミュージカル・ダンス等】

　　①音楽鑑賞事業

　 ・キエフ国立フィル　「新世界＆第九」※

 　・森高千里コンサート

 　・やぎりんトリオ・リベルタ×大前恵子※

   ・徳永二男「楽器の謎！」シリーズ（3回）≪最終回延期≫

　 ・名曲の花束※

 　・平原綾香コンサート※

内容

　 ・立川ニューイヤー・オペラ・ガラ2020※

【クラシック】

【ポピュラー】

 　・ロバの音楽座+山下洋輔「もけらもけら」

　 ・国立音楽大学コンサート「早春の室内楽」≪中止≫

   ※印は共同主催事業

　     山田和樹指揮/日本フィル　「運命」

　 ・フレッシュ名曲コンサート事前キャンペーン

 　・劇団東少 ファミリーミュージカル「白雪姫」※

     ※印は共同主催事業

 　・ペネロペ&ルルロロ　フレンドシップ音楽会

　 ・H ZETTRIO　TOUR 2019※

実施場所

実施場所

【共催事業】

内容

　　　荒井里桜ヴァイオリン プレコンサート

　 ・山崎育三郎　LIVE TOUR 2020※
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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】

開催数 実施時期

1回 5月18日(土)～26日(日)

※20日休館

来場者1,116名

　大賞　「決断の朝」（深水雅一郎）

1回 5月18日(土)～28日(火) 市民会館ギャラリー

※20日休館

1回 5月27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3日(月)

1回 6月30日(日)

参加者42名

1回 8月4日（日）～9月1日(日)

　参加劇団5劇団（10公演）「東京シティオペラ協会」 来場者1,869名

　「NPO法人脳響トーンシステム」「パッションミュージカル」

1回 8月12日(月・休)

- 3月21日(土)・22日(日)

≪公演中止≫

中学生吹奏楽クリニック 1回 4月21日(日) 市立第二中学校

　参加校：公立中学校8校 受講者209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／261名

講師／35名

　※国立音楽大学と連携事業

こどものためのお箏教室 33回 通年／水曜日(原則月3回) 市民会館ギャラリー

参加者14名

≪3月開催中止≫

同教室　発表会＆親子で楽しむ三曲コンサート 1回 1月5日（日） 市民会館小ホール
　 来場者146名

開催数 実施時期

1回 10月20日(日)

参加者472名

11回 月1回水曜日

来場者1,140名

　立川市民オペラ公演出演者1組ほか ≪3月開催中止≫

※詳細はP14

市役所ロビーコンサート 11回 月1回 市役所多目的プラザ

来場者1,180名

　立川市民オペラ公演出演者1組ほか ≪3月開催中止≫

※詳細はP15

国立音楽大学アイムコンサート 1回 通年 アイムホール

≪3月公演延期≫

12月1日（日）来場者105名

7回 通年／来場者1,021名

※詳細はP16

41回 通年

※詳細はP17、P18

　市民公募等6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6組、国立音楽大学学生2組

　劇団東少「ごんぎつね・つるのおんがえし」

水曜コンサート 市民会館市民ロビー

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

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4点、特別賞2点

　二小、八小、十小、西砂小、南砂小、松中小、

　柏小、新生小、若葉台小

関連企画　立川女子高等学校美術部展

同演劇祭　特別公演「1日でできる舞台体験」

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
絵具作り、スケッチ会

サブホール、展示室ほか

内容

　　②鑑賞型普及事業

　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28回たちかわ真夏の夜の演劇祭 市民会館小ホール

　「演劇サークル夢さしの」「カジキタドリーム」

立川市民オペラ公演2020 市民会館大ホール

　G.プッチーニ作曲　歌劇｢トゥーランドット｣

内容

市民会館展示室

市民会館展示室

　　①市民参加型普及事業

　出展数169点（招待作品9点含む）

実施場所

第26回たちかわアートギャラリー展
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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】

開催数 実施時期

1回 5月18日(土)・19日(日)

　出演：280団体（音楽・ダンス等） 来場者60,000名 伊勢丹立川店、

　実施会場：28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 選考会　4月23日(火) 市民会館大ホール

　ピアノ部門：応募者15名／コンサート出場者5名 コンサート6月18日（火）

来場者68名

　声楽部門：応募者16名／コンサート出場者7名 選考会　4月18日（木）

コンサート7月1日（月）

　※多摩公立文化施設協議会との共同事業 来場者151名

1回

　ピアノ部門：優秀　中本優衣 2月5日（水） 市民会館小ホール

来場者59名

　声楽部門：優秀 長田真澄 （ソプラノ） -

　監修：渡邊學而（音楽評論家／同コンサート顧問）

38回 通年

　共催事業21回(中止・延期公演含む） 来場者221,578名

　後援事業17回(中止・延期公演含む） 来場者19,025名

※詳細はP19、P20

アート・マーケット 0回 ≪3月延期≫ 市民会館市民ロビー

－－－ 通年

参加者延べ 114名

開催数 実施時期

通年

通年 －－－

通年 －－－

開催数 実施時期
3回 10月26日(土)

来場者2,411名

8月7日(水)
参加者29名

8月23日(金)･24日(土)

参加者37名

　※立川市からの受託事業

　体験する会 長野県大町市

1回
　学ぶ会 市民会館サブホール
大町市姉妹市交流事業

  ※立川市からの受託事業

市民会館大ホール

　石原詢子、松村和子歌謡ショーほか

市民会館　大ホール　ほか

　　③企画相談事業
実施場所内容

立川市高齢者の集い

　　①公演支援事業

　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8回立川いったい音楽まつり2019

多摩フレッシュ音楽コンサート2019

多摩フレッシュ音楽コンサート2019入賞者リサイタル

実施場所

サンサンロード、立川髙島屋、

3月20日(金・祝)
≪公演延期≫

内容

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

　　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

内容

ファーレ立川アート管理委員会
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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】

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 －－－

通年 －－－

　・会員数　1,134名（3/31現在）

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

　・会員数  2,541名（3/31現在）

　・450,000部発行、有料広告受注

　・会員へ情報紙「ムーサ」及び有償同封チラシの発送

メールマガジン・事業モニター －－－

　・定期号　毎月下旬配信　10回※2月以降配信停止

　※立川市からの受託事業

立川市広報掲示板 －－－

　・市内98箇所の掲示板の受付管理

－－－

　・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 －－－

　・ページビュー数 344,727件（3/31現在）

　・セッション数　156,904件（3/31現在）

　・フェイスブックフォロワー数　445名（3/31現在）

ムーサ友の会

市内全戸配布

　　広報宣伝･友の会事業

実施場所等

情報紙「ムーサ」

内容
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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】

開催数 実施時期

1回 8月3日(土)

　特別企画：東京五輪音頭の民踊流し、 来場者100,000名

1回 11月3日(日･祝)･4日(月･休) 国営昭和記念公園

来場者110,000名 みどりの文化ゾーン

（3日53,000名)

（4日57,000名)

　　　　　記念講演会など

　※実行委員会事業（協働事務局）

1回 1月4日(土)

参加者447名 みんなの原っぱ

コミュニティ奨励賞 - -

キッズワークショップ事業 4事業 通年

参加者312名

※詳細はP20

（３） 物品等販売事業（定款第4条第１項　第6号）【収益事業】

実施時期 実績

511,136円 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

内容

　※主管：立川市子ども会連合会

　文化・芸術活動奨励賞：6団体・個人2名

市民会館展示室、
サブホール、ギャラリー　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）

　内容：国立極地研究所と統計数理研究所立川移転10周年

3月14日(土)
≪表彰式中止≫

　　　　地域コミュニティの活性化及び振興事業

国営昭和記念公園

たちかわ楽市2019

　「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28回新春子ども凧あげ大会

祝 令和元年 第31回立川よいと祭り サンサンロード

　パンナムスポーツ交流プロジェクト サンバパレード　ほか

内容
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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 31年４月４日(木) 

・第２回理事会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 平成 31年第２回評議員会の開催について 

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 31年４月 13日(土) 

・第２回評議員会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 理事の選任について、評議員の選任について 

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 31年４月 20日(土) 

・第３回理事会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 常務理事の選定について 

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。 

 

令和元年５月 30日(木) 

・第４回理事会 

開催場所 立川市役所 102会議室 

決議事項 平成 30年度事業報告について、平成 30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、就業規則の一部を改正する規則につい

て、令和元年第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６名。監事出席２名。 

 

令和元年６月 20日(木) 

・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 30年度決算報告について、理事の選任について、監事の選任につい

て、評議員の選任について 

7



出 席 等 決議に必要な出席評議員の数５名、出席５名。監事出席１名。 

 

令和元年７月３日(水) 

・第５回理事会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 理事長の選定について 

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。 

 

令和元年 11月 13日(水) 

・第６回理事会 

開催場所 立川市役所 204会議室 

決議事項 なし（報告事項５件） 

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。 

 

令和元年 12月 26日(木) 

・第７回理事会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 令和元年第４回評議員会の開催について 

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。 

 

令和２年１月６日(月) 

・第４回評議員会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 理事の選任について 

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。 

 

令和２年 1月 14日(火) 

・第１回理事会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 理事長の選定について 

出 席 等 提案書に対し、理事８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。 
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令和２年２月 18日(火) 

・第２回理事会 

開催場所 立川市役所 209会議室 

決議事項 令和２年度事業計画について、令和２年度収支予算について、令和２年度 

     資金調達及び設備投資の見込みについて、平成 31年度コミュニティ奨励賞 

の表彰について、職員給与規則の一部を改正する規則について、令和２年 

第１回評議員会の開催ついて 

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。 

 

令和２年３月 10日(火) 

・第１回評議員会 

開催場所 立川市役所 102・103会議室 

決議事項 令和２年度事業計画について、令和２年度収支予算について、令和２年度 

     資金調達及び設備投資の見込みについて 

出 席 等 決議に必要な出席評議員の数５名、出席８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 出演者・内容等 料金

フィガロの結婚×セビリアの理
髪師「女中は見た！」
※共同主催

5月25日(土)14:00
小ホール
入場者数　147名

出演:金杉瞳子（ロジーナ）、内田稚菜(伯爵夫人）、中野沙枝子
（ケルビーノ）、佐々木麻子（スザンナ）、小山晃平（伯爵）、大槻
聡之介（フィガロ）、渡辺啓介（ピアノ）

全席自由3,000円
学生2,000円

徳永二男が案内する
｢楽器の謎！21 テノール｣

6月15日(土)14:00
小ホール
入場者数　215名

出演：徳永二男(ナビゲーター・ヴァイオリン)、宮里直樹(テノー
ル)
曲目：初恋（越谷達之助）、あわて床屋（山田耕筰）、セレナーデ
（R.シュトラウス）、万霊節（R.シュトラウス）　ほか

全席指定2,300円

外山啓介ピアノ・リサイタル
「バッハ～ベートーヴェン～
ショパン」

6月28日(金)19:00
小ホール
入場者数　224名

曲目：主よ、人の望みの喜びよ、われ汝に呼ばわる、主イエス・キ
リストよ、
来たれ、異教徒の救い主よ（J.S.バッハ）、ピアノ・ソナタ第21番
「ワルトシュタイン」（ベートーヴェン）、プレリュード第25番、12の
エチュード（ショパン）　ほか

全席指定2,500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12日(金)18:30
小ホール
入場者数　191名

荒井里桜 ヴァイオリン プレ･コンサート
曲目:シンコペーション、愛の悲しみ(クライスラー)、
ジプシーの歌 より『我が母の教えたまいし歌』(ドヴォルザーク)ほ
か

入場無料／全席自
由(要整理券）

徳永二男が案内する
｢楽器の謎！22 パーカッショ
ン｣

9月21日(土)14:00
小ホール
入場者数　173名

出演：徳永二男(ナビゲーター・ヴァイオリン)、楯直己(パーカッ
ション)
曲目：チャールダーシュ（モンティ）、ツィゴイネルワイゼン（サラ
サーテ）　ほか

全席指定2,300円

フレッシュ名曲コンサート
山田和樹指揮／日本フィル
ハーモニー交響楽団「運命」
※東京都歴史文化財団助成事業
※立川市ほか主催事業

10月5日(土)15:00
大ホール
入場者数　1,021名

出演：山田和樹（指揮）、荒井里桜（ヴァイオリン）、日本フィル
ハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲目：交響詩「フィンランディア」（シベリウス）、ヴァイオリン協奏曲
（チャイコフスキー）、交響曲第５番「運命」（ベートーヴェン）

全席指定
Ｓ席3,500円
A席2,500円

名曲の花束　ソフィア・ゾリスデ
ン＆リア・ペトロヴァ
※共同主催

11月10日(日)14:00
大ホール
入場者数　954名

出演：プラメン・デュロフ(指揮)、リヤ・ペトロヴァ(ヴァイオリン)、ソ
フィア・ゾリステン(弦楽合奏)
曲目：G線上のアリア（J.S.バッハ）、ユーモレスク（ドヴォルザー
ク）、楽興の時～第3番（シューベルト）、カノン（パッヘルベル）
ほか

全席指定
S席4,000円
A席3,000円

徳永二男が案内する
｢楽器の謎！23 トロンボーン｣

12月7日(土)14:00
小ホール
入場者数　229名

出演：徳永二男(ナビゲーター・ヴァイオリン)、小田桐寛之（トロン
ボーン)
曲目：コンチェルト（ヘンデル）、インテルメッツォ arr by 小田桐恵
子（ブラームス）、スカラムーシュ arr by 小田桐寛之（ミヨー）　ほ
か

全席指定2,300円

キエフ国立フィルハーモニー
交響楽団「新世界＆第九」
※共同主催

12月27日(金)19:00
大ホール
入場者数　1,031名

出演：ヴァハン・マルディロシアン（指揮）、キエフ国立フィルハー
モニー交響楽団（管弦楽）、キエフフィルと歌う立川第九合唱団
（合唱）　ほか
曲目：交響曲第9番「新世界より」（ドヴォルザーク）、交響曲第9番
「合唱付き」（ベートーヴェン）

全席指定
S席6,000円
A席5,000円

立川ニューイヤー・オペラ・ガ
ラ2020

1月19日(日)14:00
小ホール
入場者数　210名

出演：宮地江奈（ソプラノ）、山下裕賀（メゾソプラノ）、前川健生
（テノール）、高田智士（バリトン）、藤川志保（ピアノ）、長井進之
介（ナビゲーター）
曲目：オペラ「フィガロの結婚」より“何たること！その女たらしを追
い出せ”、オペラ「皇帝ティートの慈悲」より“私は行く、だが愛しい
人よ”（モーツァルト）、オペラ「アルバ伯爵」より“清く美しき天使
よ”（ドニゼッティ）　ほか

全席自由
3,500円

徳永二男が案内する
｢楽器の謎！24 ｣

≪3月28日公演延期≫
令和2年9月26日（土）予定

「楽器の謎シリーズ」ファイナル公演。
《テーマ・内容ヴァイオリン超絶技巧》

-

国立音楽大学コンサート
「早春の室内楽」

≪3月29日公演中止≫ 恒例の国立音楽大学との提携事業 -

合計 12事業・10公演 　入場者数　合計　 4,395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13日(土)14:00
アイムホール
入場者数　142名

6月2日(日)15:00
大ホール
入場者数　533名

6月16日(日)17:30
大ホール
入場者数　1,105名

8月31日(土)
10:30／13:00
大ホール
入場者数　1,104名

9月7日(土)17:30
大ホール
入場者数　1,102名

12月14日(土)17:00
大ホール
入場者数　1,081名

1月10日(金)18:30
大ホール
入場者数　1,091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 1,500 177

大ホール 6,000 902

大ホール 6,000 660

大ホール 6,500 783

小ホール 1,500 189

大ホール 6,200 916

大ホール 2,900 1,100

小ホール 1,500 213

大ホール 6,000 868

大ホール 6,500 887

小ホール 1,500 207

大ホール 6,000 352

大ホール 6,500 896

小ホール 1,500 212

小ホール 5,000 206

大ホール 1,500 -

小ホール 1,500 -

入場者数合計　

歌って健康！歌声コンサート マイソング

歌って健康！歌声コンサート マイソング

7月17日(水)13:00 歌って健康！歌声コンサート マイソング

8,568名共催　17回合計

8月17日(土)16:00

10月14日（月・祝）15:30

1月6日(月)14:00

1月26日(日)17:00

8月24日(土)15:15

9月19日(木)13:00

3月30日(月)
公演中止

歌って健康！歌声コンサート マイソング

八神純子Live　キミの街へ
～ Here We Go !～

渡辺香津美＆村治佳織 ギター・コンサート 東京労音府中センター

東京労音府中センター

ロバの音楽座＋山下洋輔
「もけらもけら」

人気絵本「もけらもけら」を楽譜にして、作者でもある世界的ジャズピア
ニスト・山下洋輔氏と、古楽器により子どもたちに音楽の夢を届けている
ロバの音楽座が創りだす「音を遊ぶ」絵本コンサート。

全席指定2,500円
学生 1,000円

料金

数多くの舞台やドラマに出演のミュージカル俳優、歌手の山崎育三郎
が
たましんRISURUホールに初登場！

全席指定7,800円

全席指定
大人3,500円
学生2,000円
4歳～高校生1,500円

事業名称 事業内容

やぎりんトリオ・リベルタ×
大前恵子　自由三人組
春の立川演奏会
※共同主催

出演：大前恵子（歌）、藤枝貴子（アルパ）、清永充美（ギター）、八木倫
明（ケーナとナイと訳詞）
曲目：広い河の岸辺、思い出のサリーガーデン、コンドルは飛んで行く、
海はふるさと、つばめよ、鳥の歌　ほか

平原綾香 CONCERT
TOUR 2019 〜 幸せのあり
か 〜
※共同主催

ニューアルバムだけでなく、注目の映画『メリー・ポピンズ リターンズ』や
ミュージカル『ラブ・ネバー・ダイ』の楽曲なども織り交ぜてお届けするス
ペシャルバージョン！

ペネロペ＆ルルロロ
フレンドシップ音楽会

NHK　Eテレのミニアニメでお馴染みの２作品、ペネロペ15周年、ルルロ
ロ5周年を記念した特別企画。立川公演はラスト公演。
ピアノ、ヴァイオリン、チェロ、フルート、パーカッションなどの生演奏にの
せたステージ。

工藤静香 Acoustic Live Tour 2019 POP IN
私とピアノ ～Deep Breath～

ROUND・ABOUT

主催者

エイミー・ハナイアリイ来日公演～
ハワイアン・ミュージック＆フラ・コンサート～

(株)プランクトン6月9日(日) 17:00

森高千里
「この街」TOUR 2019

1998年以来の全国ツアー。待望の立川公演は即日完売。 全席指定8,640円

5月21日(火)13:00 歌って健康！歌声コンサート マイソング

H ZETTRIO
TOUR2019－気分上々－
※共同主催

ジャズをだれもが楽しめる音楽に進化させ続ける、人気爆発中の”笑っ
て踊れる”ピアノトリオ。

全席指定5,000円

【ポピュラー】

東京労音府中センター布施明　AKIRA FUSE COZY Theater 2019

9月28日(土)16:00

5月25日(土)16:30

全席指定 6,800円

全席指定
一般1,600円
3歳～小学生800円

Everly　エバリー・コンサート2019in立川 Everly

合計 入場者数　合計　 6,158名

事業名開催日時

山崎育三郎
LIVE TOUR 2020
MIRROR BALL
※共同主催

6月13日(木)18:30

3月1日(日)
公演中止

サニーサイドゴスペルクラブ立川10周年コンサート 一般社団法人東京音楽振興会

LET IT BE～レット・イット・ビー～ サンライズプロモーション東京

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ NEW YEAR 2020
～宮殿祝賀コンサート～

(株)光藍社

伊勢正三 LIVE 2020 ～Re-born～ 東京労音府中センター

1月31日(金)18:00
featuring村上“ポンタ”秀一
DrumSymphony & The TRIO special LIVE!!

一般社団法人東京音楽振興会

1月28日(火)13:00 歌って健康！歌声コンサート マイソング

11月19日(火)13:00
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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 出演者・事業内容等 料金

笑ホール寄席
6月14日(金)19:00
小ホール
入場者数　210名

出演：古今亭菊之丞、桃月庵白酒、立川志の太郎、橘家
文吾

全席指定2,500円
学生1,000円引
小中学生500円

笑ホール寄席
「夏休みの体験に
大人も子どもも楽しむ落語会」

8月6日(火)14:00
小ホール
入場者数　64名

出演：立川談四楼、立川らく次、立川がじら
【前半】落語をプチ体験するワークショップ
【後半】落語会

全席指定2,500円
学生1,000円引
小中学生500円

笑ホール寄席
12月20日(金)19:00
小ホール
入場者数　112名

出演：立川こしら、古今亭文菊、鈴々舎馬るこ、春風亭
昇々

全席指定2,500円
学生1,000円引
小中学生500円

新春たちかわ寄席
「新春まっぴるま!!
春風亭小朝・柳家喬太郎・
柳家三三　三人会」
※共同主催

1月17日(金)13:30
大ホール
入場者数　1,167名

出演：春風亭小朝、柳家喬太郎、柳家三三
全席指定
S席3,700円
A席3,200円

笑ホール寄席
2月7日(金)19:00
小ホール
入場者数　134名

出演：三遊亭白鳥、立川生志、柳亭小痴楽、春風亭一花
全席指定2,500円
学生1,000円引
小中学生500円

合計 5事業・5公演 　入場者数　合計　 1,687名

【演劇ミュージカル等】

事業名称 日時・会場等 出演者・事業内容等 料金

劇団東少創立70周年
ファミリーミュージカル
「白雪姫」
※共同事業

5月11日(土)14:00
大ホール
入場者数　716名

～名作ミュージカル･グリム童話より
自然を愛し、平和を願う美しい心を伝える物語！～
現代社会が失いつつある「愛と思いやり」をもう一度確認
しながら、ミュージカルを通して子どもから大人まで楽しめ
る内容。

全席指定2,000円
3歳以上有料

マグナとふしぎの少女～
英語が『じぶんゴト』になる
デジタルアート･ミュージカル
～
English アドベンチャー!～

7月7日(日)14:00
大ホール
入場者数　440名

１万人が観た！こどもたちが英語に熱狂するミュージカ
ル！
文部科学省のガイドライン「小学校外国語活動・外国語研
修ガイドブック」に準拠し、日本語と英語で構成された
ミュージカル。最新CGのプロジェクションマッピングと手持
ちのスマホやタブレットが劇と連動し、臨場感あふれる演
出。

大人2,000円
3歳以上中学生以下
500円

松竹特別公演「蘭」
～緒方洪庵　浪華の事件帳
～
※共同事業

9月1日(日)14:00
大ホール
入場者数　622名

出演：藤山扇治郎、北翔海莉、久本雅美、石倉三郎　ほ
か
若き日の緒方洪庵と在天の姫・東儀左近。別世界に生き
る二人は「天然痘を無くしたい」という同じ思いを持ち、大
阪の闇を切り開く。

全席指定7,000円

上妻宏光 宮沢和史
DAZZLE
音楽舞踊劇
「新選組・土方歳三」

9月29日(日)17:00
大ホール
入場者数　435名

幕末と呼ばれる激動の時代を生きた土方歳三の生涯を宮
沢和史の落ち着いた奥の深い語りと、新世代津軽三味線
の第一人者　上妻宏光自身のベストセレクション楽曲と卓
越した演奏が演出する。
加えて、和とモダンを独自に表現するダンスカンパニー
DAZZLEが、創作的な世界を表現するのが、音楽舞踊劇
新選組・土方歳三である。

全席指定
S席5,000円
A席4,500円
小・中学生1名500
円

合計 4事業・4公演 　入場者数　合計　 2,213名
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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 3,500 850

大ホール 500 753

大ホール 5,000 1,058

大ホール 6,000 921

大ホール 3,600 867

大ホール 6,500 688

大ホール 4,500 1,143

大ホール 3,800 988

大ホール 3,000 776

大ホール 3,000 1,879

大ホール 3,800 520

小ホール 4,000 122

大ホール 3,900 1,120

大ホール 5,000 -

大ホール 3,000 -

　入場者数合計　 11,685 名

10月31日（木）18:30 柳家小三治　秋の会 （株）夢空間

7月13日（土）13:30
劇団カッパ座　西多摩公演
「オズのまほうつかい」

劇団カッパ座友の会

7月15日（月・祝）
11:00／14:00

スター☆トゥインクルプリキュア
ドリームステージ♪

（株）劇団飛行船

10月18日（金）14:00 高橋竹童　津軽三味線演奏会 （有）サウンドポート

8月23日（金）14:00 キエフ・クラシック・バレエ　プリンセス・ストーリーズ （株）インプレサリオ東京

3月13日（金）19:00
《開催中止》

わらび座ミュージカル
「KINJIRO!～本当は面白い二宮金次郎～」

劇団わらび座

3月15日（日）
13:30／16:00
《開催延期》

米村でんじろうサイエンスショー 東京労音府中センター

6月7日（金）19:00

特撰　桂文珍・三遊亭円楽　東西二人会 （株）エムエスティプロデュース

よしもとお笑いまつりin立川
～令和元年　水無月スペシャル～

らくごDE全国ツアーvol.7
春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2019

（株）ジェイ・ファースト

6月8日（土）14:00 岸惠子　ひとり語り『輝ける夕暮れ』 （株）サンライズプロモーション東京

6月23日（日）19:00

7月6日（土）18:00

開催日時

4月12日(金）19：00

5月24日（金）18:30

4月26日（金）14:00 東京都弘済会の「いきいき寄席」

太鼓芸能集団　鼓動　特別公演2019　“道”

5月9日(木) 18：30 野村萬斎　狂言の夕べ　立川公演

（株）北前船

主催者事業名

漫才のＤＥＮＤＯ全国ツアーin立川
（株）よしもとクリエイティブ・
エージェンシー

（一財）東京都弘済会

東京労音府中センター

合計      15事業・17公演

（株）よしもとクリエイティブ・
エージェンシー
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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・備考 観客数

289 4月24日
フィガロの結婚×セビリアの理髪師
「女中は見た!」プレ・コンサート

オペラ｢フィガロの結婚｣より第1幕 第1曲 二重唱「5…
10…20…30…」
なぜそんなに冷たくした?
とうとうこの時が来た　ほか

80

290 5月29日
国立音楽大学学生･卒業生による演奏
～ジャズのデュオ～

D.エリントン：A列車で行こう
H.マンシーニ：ムーン・リバー
B.ハワード：フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン
A.カルロス・ジョビン：ウェーブ
J.カーン：オール・ザ・シングス・ユー・アー　ほか

90

291 6月12日
国立音楽大学学生･卒業生による演奏
～ヴァイオリンとハープのデュオ～

E.エルガー:愛のあいさつ
L.ドリーブ:ピチカート／ ド・ラ・プレル:雨に濡れた庭
F.チャーチル:白雪姫より「いつか王子様が」
P.I.チャイコフスキー:花のワルツ
日本の歌メドレー　ほか

120

292 7月24日 ヴァイオリンとピアノのデュオ
E.エルガー：愛のあいさつ
A.ドヴォルザーク：ユーモレスク
P.サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン　ほか

120

293 8月28日 オカリナとピアノのデュオ
F.シューベルト：アヴェ・マリア
1960年代オールディーズメドレー
BEGIN：涙そうそう　ほか

100

294 9月18日 サクソフォーン四重奏『Carbuncle Sax』

J.フランセ：小四重奏曲
R.ロジャース：ドレミの歌
水野良樹：ありがとう
野村秀樹：日本の四季〜懐かしの童謡メドレーほか

90

295 10月23日 津軽三味線・ソロコンサート
よされ、津軽あいや節、SPIRIT
津軽じょんがら節、名曲メドレー　ほか
※展示室にて開催

130

296 11月13日 打楽器アンサンブル『Rythmission』
A.ハチャトゥリアン：剣の舞
昭和歌謡曲メドレー
B.ウィーラン： リバーダンス　ほか

100

297 12月11日
「立川ニューイヤー・オペラ・ガラ2020」
プレコンサート

G.プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より
私のお父さま
G.ビゼー：歌劇「カルメン」よりハバネラの歌　ほか

120

298 1月29日 アイリッシュトリオ『Crea é cLair』

D.コネリー：Sally Gally
B.ダニフ／T.ナイバート／J.デンバー：
カントリーロード
R.タルロート：ジョセフィンズワルツ　ほか

90

299 2月19日
立川市民オペラ公演2020
歌劇「トゥーランドット」プレコンサート

G.プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より
お聞きください王子様
誰も寝てはならぬ
この宮殿の中で　ほか

100

-

1,140名年度合計

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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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

89 4月11日(木)
フィガロの結婚×セビリアの理髪師
「女中は見た!」プレ・コンサート

オペラ「フィガロの結婚」より
お先にどうぞ、自分で自分がわからない、
もう飛ぶまいぞ、この蝶々　ほか

120

90 5月21日(火)
国立音楽大学学生による演奏
～ヴァイオリンとハープのデュオ～

E.エルガー：愛のあいさつ、J.マスネ：タイスの瞑想曲
日本の歌メドレー　ほか

60

91 6月25日(火)
国立音楽大学学生･卒業生による演
奏～ジャズのデュオ～

J.ヒューゼン：ライク・サムワン・イン・ラヴ、
A.カルロス・ジョビン：ウェーブ、C.コリア：バド・パウエル
J.コズマ：枯葉、
E.マシュヴィッツ＆M.シャーウィン：
バーグリースのナイチンゲール　ほか

110

92 7月25日(木) ヴァイオリンとピアノのデュオ
F.クライスラー：愛の喜び
P.I.チャイコフスキー：ユーモレスク
P.サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン　ほか

100

93 8月15日(木) フルートとピアノのデュオ
W.A.モーツァルト：アンダンテハ長調KV315
R.カーペンターズ：Top of the World
K.クンマー：「庭の千草」の主題による変奏曲　ほか

80

94 9月24日(火)
サクソフォーン四重奏
『Carbuncle Sax』

葉加瀬太郎：情熱大陸
R.ロジャース：ドレミの歌
E.サティ：ジュ・トゥ・ヴ
野村秀樹：日本の四季〜懐かしの童謡メドレー　ほか

120

95 10月29日(火)
「立川ニューイヤー・オペラ・ガラ
2020」
プレコンサート

山田耕筰：松島音頭
ヴェルディ：「リゴレット」より女心の歌　ほか

110

96 11月19日(火)
打楽器アンサンブル
『Rythmission Trio』

P.マスカーニ：「カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲
G.ビゼー：「カルメン」よりアラゴネーズ、ハバネラ、
ジプシーの踊り、L.ハーライン：星に願いを　ほか

150

97 12月19日(木) 津軽三味線・ソロコンサート
季節、SPIRIT、
民謡メドレー、津軽じょんから節　ほか

130

98 1月21日(火) アイリッシュトリオ『Crea é cLair』
T.オキャロラン：Si Beg Si mor
B.ダニフ／T.ナイバート／J.デンバー：カントリーロード
アイルランド民謡：サリーガーデン　ほか

100

99 2月25日(火)
立川市民オペラ公演2020
歌劇「トゥーランドット」プレコンサート

G.プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より
お聞きください王子様、この宮殿の中で、
誰も寝てはならぬ　ほか

100

-

1,180名年度合計

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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７　どこでもステージ実績一覧

Ｎo. 開催日時 主催者（会場） 開催地域 出演者・備考 参加者数 

1
5月6日(月･休）
13:30／15:00

財団
（立川髙島屋）

曙町

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）
義援金76,042円（東北吹奏楽連盟に寄付）

380

2
7月15日（月・祝）

14:00
錦東和会文化部
（錦学習館）

錦町
中村ゆか里(ヴァイオリン）、中村里奈（ヴィオ
ラ）、夏秋裕一（チェロ）

203

3
11月15日(金)

13:30
社会福祉法人桜栄会
（上砂地域福祉サービスセンター）

上砂町 三遊亭ぽん太、立川かしめ（落語家） 83

4
12月8日(日)

13:30
こぶし会館管理運営委員会
（こぶし会館）

幸町
柳家小太郎、三遊亭ぐんま（落語家）、
トーンチャイムサークル

120

5
12月15日（日)

13:30
五月会
（社会福祉法人西立川児童会館）

富士見町 サニーサイドゴスペルクラブ立川 85

6
2月16日（日）

14:00
滝ノ上会館管理運営委員会
（滝ノ上会館）

富士見町
森口賢二（バリトン）、三浦梓（ソプラノ）、
熊澤弥緒（ピアノ）

150

1,021名年度合計　6事業/7公演
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実施順 学校名 開催日 対象学年 人数 内容、備考

1 幸小学校 4月19日(金) 5年生 54名 箏と尺八

2 第七小学校 5月9日(木) 4・5年生 63名 弦楽四重奏

3 松中小学校 5月10日(金) 5年生 68名
津軽三味線と和太鼓
※特別支援学級の児童も鑑賞

4 第八小学校 5月14日(火) 5年生 57名 津軽三味線と和太鼓

5 第二小学校 6月3日(月) 5年生 81名 金管五重奏

6 西砂小学校 6月11日(火) 5年生 99名 弦楽四重奏

7 南砂小学校 6月14日(金) 5年生 59名 金管五重奏

8 第三小学校 6月18日(火) 5年生 82名 弦楽四重奏

9 第十小学校 6月20日(木) 5年生 52名 津軽三味線と和太鼓

10 第一小学校 6月26日(水) 5年生 108名 弦楽四重奏

11 柏小学校 6月28日(金) 5年生 100名 弦楽四重奏

12 第五小学校 9月20日(金) 5年生 80名 三重唱とピアノ（オペラアリア）

13 第四小学校 10月15日(火) 5年生 65名 弦楽四重奏

14 第九小学校 10月16日(水) 5年生 73名 三重唱とピアノ（日本歌曲）

15 若葉台小学校 10月18日(金) 5年生 127名 三重唱とピアノ（日本歌曲）

16 大山小学校 11月20日(水) 5年生 32名 箏と尺八

17 第六小学校 12月17日(火) 5年生 46名 箏と尺八

18 上砂川小学校 12月23日(月) 5年生 113名 金管五重奏

19 新生小学校 1月18日(土) 5・6年生 140名
金管四重奏
※学校公開

音楽鑑賞事業

８ 小学校訪問事業

17



実施順 学校名 開催日 対象学年 人数 出演者「演目」、備考

1 新生小学校 9月25日(水) 4年生 83名 柳家小はぜ「牛ほめ」ほか

2 若葉台小学校 9月27日(金) 4年生 122名 三遊亭伊織「目薬」ほか

3 第五小学校 10月3日(木) 4年生 99名 春風亭一花「転失気」ほか

4 第四小学校 10月17日(木) 4年生 77名 春風亭一花「転失気」ほか

5 第六小学校 10月19日(土) 4年生 50名
立川志獅丸「禁酒番屋」ほか
※学校公開

6 松中小学校 10月28日(月) 4年生 68名 春風亭一花「転失気」ほか

7 第十小学校 11月21日(木) 4年生 50名 柳家小はぜ「牛ほめ」

8 西砂小学校 11月26日(火) 4年生 98名 春風亭昇也「牛ほめ」ほか

9 南砂小学校 11月28日(木) 4年生 55名 三遊亭伊織「目薬」ほか

10 大山小学校 12月2日(月) 4年生 44名
柳家小はぜ「牛ほめ」
※学校公開

11 第九小学校 12月18日(水) 4年生 77名 立川寸志「つる」ほか

12 第二小学校 12月20日(金) 4年生 62名 立川志獅丸「金明竹」ほか

13 第八小学校 1月11日(土) 4年生 75名
立川寸志「猫と金魚」ほか
※学校公開

14 柏小学校 1月25日(土) 4年生 85名
立川志獅丸「金明竹」ほか
※学校公開

15 幸小学校 2月10日(月) 4年生 66名 柳家やなぎ「転失気」ほか

16 第三小学校 2月14日(金) 4年生 91名 春風亭㐂いち「狸の札」ほか

実施順 学校名 対象学年 内容、備考

1 松中小学校 全学年 3年生の授業に画家が参加

2 第二小学校 全学年 3・5年生の授業に画家が参加

実施順 学校名 開催日 対象学年 人数 内容、備考

1 第三小学校 9月21日(土) 4年生 92名
ハウスダンスのステップレッスンなど
※学校公開

2 第六小学校 10月19日(土) 2年生 46名
ハウスダンスのステップレッスンなど
※学校公開

3 上砂川小学校 10月26日(土) 2年生 86名
ハウスダンスのステップレッスンなど
※学校公開

4 幸小学校 2月3日(月) 6年生 55名 ハウスダンスのステップレッスンなど

ダンスキャラバン

落語鑑賞事業

アート鑑賞事業

開催日

7月10日（水）～12日（金）

6月24日（月）～7月9日（火）

８ 小学校訪問事業
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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20日(土)
東京TAMA音楽祭2019
第14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

4月21日(日)
東京TAMA音楽祭2019
第22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18日(土)
東京TAMA音楽祭2019
第11回ハーモニカのつどい

大ホール 無料 東京TAMA音楽祭組織委員会

5月6日(月･休) ＳＩＯ立川コンサート 小ホール 3,000円 160 ＳＩＯ立川コンサートプロジェクト

5月6日(月･休)
TSP2019　高校生と創るシェイクスピア
～むだ騒ぎにむな騒ぎ～

展示室 無料 60
たちかわシェイクスピアプロジェクト
実行委員会

6月22日(土) 立川市吹奏楽団 第48回定期演奏会 大ホール 無料 1,200 立川市吹奏楽団

6月22日(土)
０歳からようこそ！親子で楽しむ
スライド・ミュージカル
「ブレーメンのおんがくたい」

小ホール 2,000円 114 言葉と音の本棚　キッチン・ワルツ

6月22日(土)～
28日(金)

第25回アート95'展 展示室 無料 400 アート'95

6月30日(日) 立川管弦楽団 第76回定期演奏会 大ホール 無料 603 立川管弦楽団

7月21日(日)
第11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 4,000円 966
ジャパン・インターナショナル・
ユース・バレエ

8月3日(土)
祝　令和元年　第31回立川よいと祭り
～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8日(日)
第9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 922 立川オペラ愛好会

9月25日(水)～
3月25日(水)

第62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(日)･
4(月･休)

たちかわ楽市2019
～まち・こころ・はなめかそう～

みどりの文化
ゾーン

無料 110,000 たちかわ楽市実行委員会

11月9日(土) 立川マンドリンクラブ 第38回定期演奏会 大ホール 無料 1,050 立川マンドリンクラブ

12月21日(土)･
22日(日)

子どもとおとながいっしょに楽しむ舞台vol.4
『イーハトーヴ童話集』

大ホール 2,000円 1,122
立川シアタープロジェクト
実行委員会

2月2日(日) 第21回春を呼ぶコンサート 大ホール 無料 1,000 NPO法人立川市障害者後援会

2月11日(火・祝)～
16日(日)

第16回 WILL美術家展 展示室 無料 830 WILL美術家会

2月16日(日)
多摩フィルハルモニア協会
新春コンサート
第13回定期演奏会

大ホール 3,000円 503 多摩フィルハルモニア協会

2月29日(土)
立川ふれあいこどもまつり
～大ホール公演 お囃子・
影絵劇場「かぐや姫」～

大ホールほか 5,000円 中止 立川ふれあいこどもまつり実行委員会

3月6日(金)～
8日(日)

ザ・ヤングアメリカンズ・
ジャパンツアー2020春in立川

大ホールほか 1,000円 中止 立川ヤングアメリカンズ

年度合計 21事業 221,578名

2,648
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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

今、能・狂言に新しい波が寄せている
立川市女性
総合センター・
アイムホール

800円 77

チャレンジあんさんぶる
Student Concert

小ホール 20,000円 131

親子で楽しめる国立音楽大学
ファミリー・コンサート2019(2公演)

国立音楽大学 500円 1,857

夏のコンサート2019 国立音楽大学 無料 861

第43回三多摩美術家展 展示室 無料 1,320

０歳からのクラシックコンサート!
1時間の小さな演奏会
楽しい弦楽器の世界

小ホール 1,500円 196

アール・ブリュット立川2019
伊勢丹立川店
他

無料 3,151

第27回一番町みんなのコンサート 天王橋会館 無料 150

ウェスタンドリバー・アートフェス2019
西立川児童会館・
フェローホームズ
ほか

無料 6,000

石田倉庫のアートな2日間 石田倉庫の住人 無料 1,500

第15回シャンソン・アン・スワレ 小ホール 3,000円 220

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
edu2019

立川市子ども
未来センター　他

無料 1,800

松元ヒロ ソロライブ2019 小ホール 3,000円 244

第22回東京多摩太鼓祭り 大ホール 800円 1,122

高松学習館「ファミリーコンサート」 高松学習館 無料 72

第2回平和の心コンサート 錦学習館 500円 78

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 246

年度合計 19,025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）

62 6月30日(日) 0歳～ 500円 42

63 11月17日(日) 3歳～小学生 500円 29

64 12月14日(土) 5歳～中学生 700円 8

65 2月1(土)･2日(日) 0歳～ 300円 233

年度合計 312名

One hour concert事務局

東京文化会館ミュージック・ワークショップin立川2020

　タイトル

第26回たちかわアートギャラリー展企画
水彩絵の具づくり

花と光を楽しむ！ハーバリウム を作ろう♪

サンバで使われる太鼓を作ってRythmissionと一緒に演奏しよう！

文化・芸術いきいき
ネットワーク

後援17回

主催者

立川市生涯学習推進センター

国立音楽大学

三多摩美術家連盟

東京多摩太鼓祭り実行委員会

アール・ブリュット立川
実行委員会

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

天王橋会館管理運営委員会

開催日

11月30日(土)

11月3日(日)～4日(月･休)

11月22日(金)

11月16日(土)

国立音楽大学

シャンソン・アン・ソワレ

6月2日(日) 弦楽アンサンブル横好き会

5月19日(日)

6月2日(日)

9月14日(土)～22(日）

10月23日(水)～28日(月)

8月1日(木)

11月9日(土)

10月6日(日)

10月26日(土)

12月13日(金)

11月23日(土)

12月1日(日) 立川ユネスコ協会

10月26日(土)～11月22日(金 )
ウェスタンドリバー・アート
フェス実行委員会

高松学習館運営協議会
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