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1 事業の概要 
 

 

令和２年度は第２次中期経営計画（令和２年度からの５年計画）の初年度で、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２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、
小学校ファーレ立川アート鑑賞教室の市内全小学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。同取り組み項目「文化芸術活動に取り組む市民の支援」では立川市民
オペラ公演 2020-2021 にて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、４月から６月までの事業、準備に影響が

あった事業などは中止・延期となりました。また８月の立川よいと祭り、11月のた

ちかわ楽市については各実行委員会にて中止の決定となりました。７月からの事業

再開にあたって、全国公立文化施設協会の「劇場、音楽堂等における新型コロナウ

イルス感染拡大予防ガイドライン」に従い、予防措置を講じて、可能な限り事業を

実施いたしました。３月の立川市民オペラ公演2020-2021（コンサート形式）につい

ては、緊急事態宣言にて急遽夜間練習が制限される中、演出も調整し実施しました。 

 
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、広上淳一指揮／秋山紗穂ピアノ／日本フィルの「皇帝」「田園」
を立川出身の秋山さんの迫力ある演奏でお楽しみいただきました。こぱんだウ
インドアンサンブルでは、エネルギッシュな吹奏楽演奏とともに、公演プログ
ラムには「未来へ届け！吹奏楽へのアツい思い！」と題し募った 32件のメッセ
ージを掲載しました。 

・市民参加型普及事業では、日本三曲協会の協力により、子どものためのお箏教
室を６月から実施し、10月にはラストコンサートを実施しました。 

・鑑賞型普及事業では、９月から立川市立小学校 16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、 
小学校訪問事業の実績は 37 回となりました。小学校演劇体験事業では、影絵と 
演劇が織りなす劇団かかし座「劇場版宝島」を実施、オンライン配信も行い、ご 

家庭でもご鑑賞いただきました。 
・文化芸術活動支援事業では、昨年の多摩フレッシュ音楽コンサートの入賞者、
浦野美香メゾソプラノリサイタルと長田真澄ソプラノリサイタルを２度の延期
の末、実施しました。 

・広報宣伝･友の会事業では、Twitterによる発信や、財団ホームページについて
は、SSL（送受信されるデータを暗号化）を導入し安全性、信頼性が上がるなど、
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やたちかわ楽市は、新型コロナウイルス
の感染拡大の影響により中止となりました。キッズワークショップ事業では東

京文化会館と連携した事業や「線香花火づくり」「石花（いしはな）」「砂絵でく
るりん」「日本舞踊」など７事業で 295名が参加されました。 
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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

7回

通年 市民会館大･小ホール

来場者　2,580名 アイムホール

※詳細はP9、P10

5回

12回 通年

　共催事業　(中止・延期公演含む） 来場者　1,953名 市民会館大・小ホール

※詳細はP10

　　②演劇･古典芸能鑑賞事業
開催数 実施時期

３回

　笑ホール寄席（２回）

  松竹大歌舞伎プレセミナー(中止）

  松竹大歌舞伎（中止）　 通年

来場者　979名

※詳細はP11

１回

８回 通年

　共催事業(中止・延期公演含む） 来場者　1,812名 市民会館大･小ホール

※詳細はP12

事業数 件数

　　③美術鑑賞事業

開催数 実施時期

19回 10月～２月

参加者1,438名

２回

ファーレ立川地区

11月８日(日）参加者12名
３月13日（土）参加者８名

立川市役所

30名

実施場所

６事業 14件

　市役所アートツアー（11月は平成31年度分振替実施）

【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

内容

　小学校ファーレ立川アート鑑賞教室

　　①音楽鑑賞事業

  国立音楽大学コンサート

  ピングーのコンサート（中止）

  たかこ・やぎりんバンド※

  こぱんだウインドアンサンブル

  平原綾香コンサート（延期ののち中止）※

内容

  徳永二男「作曲家の謎！ベートーヴェン(全4回）」（延期）

【クラシック】

【ポピュラー】

  大黒摩季コンサート（中止）※

実施場所

  航空自衛隊航空中央音楽隊「ファミリーコンサート」（延期）

  七夕の日のマチネコンサート
  フレッシュ名曲コンサート事前キャンペーン

  外山啓介ピアノリサイタル

　劇団東少「アルプスの少女ハイジ」※

     ※印は共同主催事業

  ロバの音楽座「ポロンポロン」（2回公演）

　　sing武満徹ソングス

招待者数

【古典芸能等】

【演劇ミュージカル・ダンス等】

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

　　 ※印は共同主催事業

【共催事業】

※ステージへの招待

実施場所

【共催事業】

内容

　宝くじコンサート「宝くじおしゃべり音楽館」

　　秋山紗穂ピアノ　プレ・コンサート
  楽器の謎！24 ファイナル 超絶技巧（振替公演）
  フレッシュ名曲コンサート 　

  ショーロクラブ＆おおたか静流、アン・サリー

    広上淳一 指揮／日本フィル「皇帝」「田園」
  硬派弦楽アンサンブル「石田組」（延期）※

  

   ※印は共同主催事業
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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

2回 3月20日(土・祝)

3月21日(日)

来場者数286名（20日）

来場者数404名（21日）

中学生吹奏楽クリニック（中止）

　※航空中央音楽隊との協働事業

小学生吹奏楽クリニック（中止）

　※国立音楽大学と連携事業

こどものためのお箏教室 15回 通年／水曜日(原則月3回) 市民会館ギャラリー
 (３月～５月は休講　６月～10月開催） 参加者13名

こどものためのお箏教室「ラストコンサート」 1回 10月24日（土） 市民会館小ホール

来場者74名

　

開催数 実施時期

1回 10月18日(日)

　劇団かかし座「劇場版　宝島」 参加者296名

　映像の配信 （映像配信申込62組） オンライン

６回 月1回水曜日

来場者440名

　 ≪７月～12月開催≫

　おうちで水曜コンサートとして動画制作・配信開始。 オンライン

　第１弾から第７弾配信 ※詳細はP13

市役所ロビーコンサート（中止） 令和２年３月から中止

国立音楽大学アイムコンサート（中止）

１回 通年／来場者59名

※詳細はP14

37回 通年

※詳細はP15

　※国立音楽大学と連携事業

　市民公募等4組、国立音楽大学学生2組

　　　

水曜コンサート 市民会館市民ロビー

５月４日(月・祝）から
８月28日(金）に振替後中止

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 錦学習館

小学校演劇体験事業 市民会館大ホール

実施場所

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

第29回たちかわ真夏の夜の演劇祭（延期）

　合唱：立川市民オペラ合唱団、管弦楽：立川管弦楽団、
　バレエ：ジャパン・インターナショナル・ユースバレエほか

内容

　　①市民参加型普及事業

実施場所

第27回たちかわアートギャラリー展（中止）

立川市民オペラ公演2020-2021 市民会館大ホール

　歌劇｢トゥーランドット｣ハイライト&ガラコンサート

　カジキタドリーム、
　東京シティオペラ協会による自主公演あり
　(市民会館小ホール)
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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

立川いったいオンライン音楽まつりとしてWeb上で開催。

　※実行委員会事業（事務局）

　ピアノ部門・声楽部門とも（中止）

　※多摩公立文化施設協議会との共同事業

2回

　ピアノ部門：最優秀 芳賀詩音　

（延期・日程未定）

　声楽部門：優秀 吉岡茉美（ソプラノ）　

（令和３年５月29日へ延期）

　声楽部門：優秀 浦野美香（メゾソプラノ）　 10月25日（日） 市民会館小ホール

 (４月12日から８月10日へ、さらに再延期公演） 来場者57名

　声楽部門：優秀 長田真澄 （ソプラノ） ２月11日(木・祝） アイムホール

 (３月20日から５月９日へ、さらに再延期公演） 来場者64名

　監修：渡邊學而（音楽評論家／同コンサート顧問）

23回 通年

　共催事業　16回(中止・延期公演含む） 来場者555名

　後援事業 　７回(中止・延期公演含む） 来場者6,015名

※詳細はP16、P17

アート・マーケット（中止）

開催数 実施時期

-

-

-

開催数 実施時期

５回 ３月

※詳細はP17

市内中学校５校

　※立川市からの受託事業

　※立川市からの受託事業

中学校訪問演奏会事業

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（中止）

通年

　　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（自粛）

第９回立川いったい音楽まつり2020（中止）

多摩フレッシュ音楽コンサート2020（中止）

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 通年 市民会館会議室　ほか

内容

ファーレ立川アート管理委員会 通年
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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】

数 実施時期

５回 隔月(奇数月)

（５・６月号休刊） 市外(15市町村)へ新聞折込

ムーサ友の会会員へ送付

市内公共施設への設置等

-

-

-

　・会員数　1,130名（3/31現在）

　・サーバー更新に伴い、3/31にて配信終了

-

  ・既存会員に対して１年間の会員期限延長などを実施

　・会員特典として出演者色紙等の抽選、先行発売など

　・会員数  2,059名（3/31現在）

－－－

－－－

市内全戸配布

実施場所等

情報紙「ムーサ」

内容

通年

通年

　・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

　・声（朗読）のムーサ（通年）、点字ムーサの発行（11月号まで）

　・フェイスブックフォロワー数　529名（3/31現在）

　・ツイッターフォロワー数　482名（3/31現在）

　・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

財団ホームページ

　・ページビュー数 167,539件

　・セッション数　70,637件

　・SSL導入、サーバー更新

ムーサ友の会

　　広報宣伝･友の会事業

メールマガジン －－－

　・定期号　毎月下旬配信　８回（配信中止時期あり）

　※立川市からの受託事業

立川市広報掲示板 －－－

　・市内95箇所の掲示板の受付管理

通年

通年
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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

　※実行委員会事業（協働事務局）

コミュニティ奨励賞 １回 市民会館サブホール

 文化・芸術活動奨励賞：２団体・個人１名

キッズワークショップ事業 ７事業 通年

参加者295名

※詳細はP18

（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

111，534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

 表彰式の動画を配信

市民会館展示室
サブホール　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）

３月13日(土)
関係者のみ公開

　「キッズ伝統芸能体験」日本舞踊(女子)　開催

　　　　地域コミュニティの活性化及び振興事業

たちかわ楽市2020（中止）

実施場所

第29回新春子ども凧あげ大会（中止）

第32回立川よいと祭り（中止）

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》 

 

令和２年４月９日(木) 

・第３回理事会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 令和２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。 

 

令和２年４月 16日(木) 

・第２回評議員会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 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。 

 

令和２年６月３日(水) 

・第４回理事会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 平成 31年度事業報告について、平成 31年度決算報告について、臨時職員

規則の一部を改正する規則について、令和２年第３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６月 18日(木) 

・第３回評議員会 

開催方法 決議の省略の方法 

決議事項 平成 31年度決算報告について 

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８月 31日(月) 

・第５回理事会 

開催方法 決議の省略の方法 
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決議事項 令和２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９月７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 評議員、理事及び監事の報酬及び費用に関する規則の一部を改正する規則 

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 10月 13日(火) 

・第６回理事会 

開催場所 立川市市民会館 第４会議室 

決議事項 平成 31年度収支相償剰余金の解消計画について、第２次中期経営計画に

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。 

 

令和３年２月 25日(木) 

・第１回理事会 

 開催方法 対面とオンラインによるハイブリッド型会議 

開催場所 立川市市民会館 第一会議室 

決議事項 令和３年度事業計画について、令和３年度収支予算について、令和３年度 

     資金調達及び設備投資の見込みについて、令和２年度コミュニティ奨励賞 

の表彰について、就業規則の一部を改正する規則について、職員給与規則 

の一部を改正する規則について、令和３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（オンライン参加２名）。監事

出席１名。 

 

令和３年３月 10日(水) 

・第１回評議員会 

開催方法 対面とオンラインによるハイブリッド型会議 

開催場所 立川市市民会館 サブホール 

決議事項 令和３年度事業計画について、令和３年度収支予算について、令和３年度 

     資金調達及び設備投資の見込みについて、理事の選任について 

出 席 等 決議に必要な出席評議員の数５名、出席８名（オンライン参加３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】　収容率はホール人員の半数以下で公演

事業名 日時・会場等 出演者・内容等 料金

外山啓介ピアノ・リサイタル
「ベートーヴェン生誕250周年記念」

７月３日（金）19:00
大ホール
入場者数144名

曲目：ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ 第12番「葬
送」、ピアノ･ソナタ 第14番「月光」、ピアノ･ソナタ 第
８番「悲愴」、ピアノ･ソナタ 第23番「熱情」
(小ホールから大ホールへ振り替えて実施）

全席指定2,500円

徳永二男がお贈りする
「七夕の日のマチネコンサート」

７月７日（火）14:00
大ホール
入場者数110名

出演：徳永二男（ヴァイオリン)、毛利伯郎（チェロ)、
坂野伊都子（ピアノ）
曲目：フォーレ：エレジー、ポッパー：ハンガリアン・ラ
プソディー、サン=サーンス：白鳥、序奏とロンド・カ
プリツィオーソ 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
 秋山紗穂　ピアノ プレ・コンサート

９月13日（日）14:00
大ホール
入場者数279名

曲目：ショパン：ノクターン（夜想曲）第2番、ワルツ第
6番「小犬のワルツ」、シューマン：トロイメライ
リスト：「２つの伝説」より 第2曲 波を渡るパオラの聖
フランチェスコ、ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23
番「熱情」

無料

楽器の謎！24　ファイナル　超絶技巧

９月26日（土）14:00
大ホール
《振替公演》
入場者数272名

出演：徳永二男(ナビゲーター・ヴァイオリン)、三浦
舞夏（ピアノ)
曲目：J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ
第3番〜プレリュード、サラサーテ：ツィゴイネルワイ
ゼン op.20ほか
(令和２年３月実施予定を６月20日に延期し、さらに
９月26日に大ホールへ振り替えて実施）

全席指定2,300円

フレッシュ名曲コンサート
広上淳一　指揮／日本フィル
「皇帝」「田園」

10月３日（土）15:00
大ホール
入場者数545名

管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団
曲目：ベートーヴェン／序曲「命名祝日」 、ピアノ協
奏曲 第5番 「皇帝」 、交響曲 第6番 「田園」

S席4,000円
A席3,000円

こぱんだウインドアンサンブル
～未来へ届け！次世代を担うぱんだた
ち～

12月６日（日）15:00
大ホール
入場者数288名

出演：こぱんだウインドアンサンブル
曲目：前久保諒／PANDASTIC!!、J.ウィリアムズ／ス
ターウォーズ・メドレー（久保哲朗編曲）、J.Sバッハ
／主よ、人の望みの喜びよ　ほか

一般2,500円
中高生1,000円
小学生500円

硬派弦楽アンサンブル「石田組」
12月13日(日）
大ホール
《中止》

- -

早春の室内楽
国立音楽大学コンサート

３月28日（日）15:00
大ホール
入場者数523名

出演：永峰高志（ヴァイオリン）、三戸誠（ヴィオラ）、
阪田宏彰（チェロ）、高橋聖純（フルート）、辻功
（オーボエ）、久元祐子（ピアノ）
曲目：モーツァルト：フルート四重奏曲 第1番 ニ長
調 K.285、オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K.370ほか

全席指定1,000円
高校生以下500円

合計 ７事業・７公演 　入場者数　合計　 2,161名
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１　音楽鑑賞事業（主催）実績一覧　　

【ポピュラー】 収容率はホール人員の半数以下で公演

日時・会場等

4月19日（日）
アイムホール
《10/11に延期》

5月10日（日）
大ホール
《中止》

6月14日（日）
大ホール
《延期後・中止》

10月10日（土）
11:00／13:30
小ホール
入場者数　135組

10月11日（日）14:00
アイムホール
《振替公演》
入場者数　82名

10月24日（土）16:30
大ホール
入場者数　205名

12月12日(土）
大ホール
《中止》

２月27日(土）
大ホール
入場者数　509名

４事業/５公演

２　音楽鑑賞事業（共催）実績一覧　　

開催日時 会場
入場料
最高額

入場者数

４月18日(土)
公演中止

小ホール 4,500円 -

４月24日(金)
公演中止

大ホール 7,000円 -

5/12(火）、7/17(金）、
9/18(金）
公演中止

小ホール 2,000円 -

８月16日(日)
公演中止

大ホール 6,500円 -

９月12日(土）
公演中止

大ホール 6,800円 -

９月26日(土）
公演延期

大ホール 6,300円 -

10月31日(土）
公演中止

大ホール 6,200円 -

11月６日(金）
12:15/14:45/17:15開演

大ホール 3,230円 1,216

12月５日(土)
13:30/19:00開演

小ホール 3,000円 165

２月６日(土）
14：00開演

大ホール 3,500円 572

入場者数合計　

(株)マイソング

-

全席指定2,000円

合計 422名

全席指定：2,500円
学生／車椅子1,000
円

スーパー弦楽トリオショーロクラブによる独創的かつ精緻
なアレンジの演奏と、おおたか静流とアン・サリーの、色
の異なる、豊かな声で紡ぐ秋の夕べ。

全席指定4,500円

- -

第1部は映画に使用されたテーマ音楽や挿入歌を、第2
部はミュージカルの名曲をオーケストラの演奏で開催。
出演：春風亭小朝(トーク＆ナビゲーター）、島田歌穂
(歌）、小原孝(ピアノ）、藤野浩一(指揮）

全席指定2,500円
4歳～高校生1,500円

ベンチャーズ・ジャパンツアー2020

今年だって楽しく！ クリスマスコンサート

事業名

ショーロクラブ&おおたか静流、アン・
サリーsing武満徹ソングス

白鳥(しらとり)コンサート

岩崎宏美コンサートツアー
～太陽が笑ってる～

ベネッセの英語コンサート　冬公演

歌声コンサート

ピングーの音楽会

宝くじおしゃべり音楽館
～思い出のスクリーンミュージック～

-

料金

-

事業名 出演者・内容等

たかこ・やぎりんバンド／文屋小百合
×松本智恵
春の立川スペシャル・コンサート2020
※共同主催

-

1,953名共催　12回合計

大黒魔季　LIVE　TOUR　2020
※共同主催

-

平原綾香　CONCERT　TOUR　2020
※共同主催

-

0～3歳向け音楽会
ロバの音楽座「ポロンポロン」

立川に拠点をもつ「ロバの音楽座」による、乳幼児を対
象とした音楽会。
「ロバの音楽座メンバーからのメッセージ」ロングインタ
ビューも敢行。

主催者

(株)リズミケーション

ハンプトンジャパン(株)

東京労音府中センター

たかこ・やぎりんバンド／文屋小百合
×松本智恵
立川スペシャル・コンサート2020
※共同主催

日本を代表するソプラノ歌手で立川在住の文屋小百合
が、やぎりん訳詞の名歌をたかこ・やぎりんバンドと共
演。
曲目： 広い河の岸辺、思い出のサリーガーデン、つば
めよ　ほか

由紀さおり50年記念コンサート
2019～2020感謝

（株）サンライズプロモーション東京

よみぃ CONCERT TOUR 2021 東京労音府中センター

東京労音府中センター

島津亜矢コンサート2020-2021
歌怪獣襲来ツアー

東京労音府中センター

認定NPO法人おんがくの共同作業場

ANRI　LIVE　2020 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】  収容率はホール人員の半数以下で公演

事業名 日時・会場等 出演者・事業内容等 料金

笑ホール寄席
三遊亭兼好・桂三木助
二人会

６月５日(金)
小ホール
《公演延期》

- -

笑ホール寄席
橘家文蔵・林家彦いち
二人会

９月４日（金）19:00
小ホール
入場者数68名

出演：橘家文蔵・林家彦いち
若手真打で勢いのある二人が、お客様からの質問にお答
えするトークコーナーも開催。

全席指定2,500円
学生1,000円引
小中学生500円

松竹大歌舞伎プレセミナー
８月11日（火）
小ホール
《公演中止》

- -

松竹大歌舞伎
９月24日（木）
大ホール
《公演中止》

- -

笑ホール寄席
三遊亭兼好・桂三木助
二人会

11月30日(月)19:00
小ホール
《振替公演》
入場者数87名

出演：三遊亭兼好・桂三木助
若手真打で勢いのある二人が、お客様からの質問にお答
えするトークコーナーも開催。
（６月５日の振替公演）

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！！　柳家喬太郎・柳
家三三　二人会～柳家の底
力をごろうじろ～」
※共同主催

１月６日(水)13:00
大ホール
入場者数501名

出演：柳家喬太郎、柳家三三ほか
全席指定
S席3,700円
A席3,200円

合計 　３事業・３公演 　入場者数　合計　 656名

【演劇ミュージカル等】  収容率はホール人員の半数以下で公演

事業名 日時・会場等 出演者・事業内容等 料金

劇団東少
ファミリーミュージカル
「アルプスの少女ハイジ」
※共同主催

５月９日(土)
大ホール
《公演延期》

- -

劇団東少
ファミリーミュージカル
「アルプスの少女ハイジ」
※共同主催

11月14日(土)
大ホール
《振替公演》
入場者数323名

～子どもの心にひろがる愛と友情の物語～
芝居と歌と踊りで構成された、子どもから大人まで楽しめ
るファミリーミュージカル。
（５月９日の振替公演）

全席指定2,000円

合計 １事業・１公演 　入場者数　合計　 323名
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４　演劇・古典芸能鑑賞事業（共催）実績一覧

開催日時 会場 入場料
最高額

入場者数

５月29日(金)
公演延期

大ホール 500円 -

６月20日(土)
公演中止

大ホール 3,700円 -

６月25日(木)
公演延期

大ホール 3,500円 -

８月15日(土)
公演中止

大ホール 2,800円 -

８月23日(日)
公演中止

大ホール 3,700円 -

９月21日(月・祝)
11:00/14:00開演

大ホール 3,000円 785

10月31日(土)
14:00/17:30開演

大ホール 4,800円 515

２月23日（火・祝）
11:00/14：00開演

大ホール 3,000円 512

入場者数合計　合計 共催８回 1,812名

くまのがっこう「すてきなすてきなおくりも
の」

（株）劇団飛行船

らくごDE全国ツアーvol.８
春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2020

（株）夢空間／（株）ジェイ・ファースト

ザ・ニュースペーパーライブ2020 東京労音府中センター

ヒーリングっど♥プリキュア
ドリームステージ♪

（株）劇団飛行船

事業名 主催者

春風亭小朝 with ナイツ （株）夢空間／（株）ジェイ・ファースト

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

いきいき寄席
三遊亭鳳楽の古典落語

（一財）東京都弘済会

三遊亭円楽・林家たい平 二人会 （株）エムエスティプロデュース
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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

-

304 7月15日 片腕のギタリスト輝彦
情熱大陸
ルパン三世のテーマほか

60

305 8月26日 ピアノトリオ『彩三重奏（いろどりお）』
久石譲：ネコバス、海の見える街
モーツァルト：トルコ行進曲ほか

60

306 9月16日 金管５重奏『Son d' or 5 』
G.F.ヘンデル：水上の音楽より、レノン=マッカート
ニー：ペニー・レイン
J.S.バッハ：小フーガト短調BWV578 ほか

80

307 10月7日 フルートとピアノのデュオ
草川信：夕焼け小焼け
G.プッチーニ、井上昭史(編曲)：トゥーランドット・ファ
ンタジー

80

308 11月25日 国立音楽大学学生による弦楽四重奏

モーツァルト：セレナード第13番ト長調
「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」K525 より第1楽章
ハイドン：弦楽四重奏曲ニ長調「ひばり」Op.64 No.5,
Hob.Ⅲ:63

90

309 12月16日
国立音楽大学学生によるジャズ
トランペットとウッドベースのデュオ

A.クレイマー：Candy
J.マスクヒュー：On The Sunny Side Of The Street ほ
か

70

310 1月27日 クラリネットとピアノのトリオ「Trio K」 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 -

311 2月17日 サクソフォーンとギターのデュオ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 -

312 3月17日
オーボエとマリンバ＆ピアノのデュオ
「Marono’amore」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 ‐

440名

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

-

0名

年度合計

４月～６月まで新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

年度合計
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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 内容等 参加者数 

1 中止
財団
（立川髙島屋Ｓ.Ｃ．）

曙町
東日本大震災復興支援チャリティ
コンサート

-

2
9月21日（月・祝）

14:00

立川市錦町文化会
錦東和会
（錦学習館）

錦町
錦ふれあいコンサート
ハープ と ヴァイオリン、ヴィオラの
演奏

59

3 中止
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 上砂落語会 -

4
12月6日（日）

中止
こぶし会館管理運営委員会
（こぶし会館）

幸町 こぶし教養講座 -

5
12月13日（日）

中止
五月会
（社会福祉法人西立川児童会館）

富士見町 クリスマスコンサート -

6
2月21日（日）

中止
滝ノ上会館管理運営委員会
（滝ノ上会館）

富士見町
オペラ解説・レクチャーと声楽、ピア
ノ演奏

-

59名年度合計　１事業/1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 南砂小学校 9月5日(土) 5年生 55名 金管五重奏

2 第八小学校 9月9日(水) 5年生 76名 津軽三味線・和太鼓　※2回公演

3 西砂小学校 9月11日(金) 5年生 99名 弦楽四重奏

4 新生小学校 9月19日(土) 5年生 82名 弦楽四重奏

5 幸小学校 9月24日(木) 5年生 66名 弦楽四重奏　※2回公演

6 第九小学校 10月14日(水) 5年生 76名 三重唱とピアノ（日本歌曲）

7 第三小学校 10月20日(火) 6年生 84名 木管五重奏

8 第十小学校 10月29日(木) 5年生 49名 三重唱とピアノ（オペラ・アリア）

9 第二小学校 11月12日(木) 5年生 64名 金管五重奏

10 第一小学校 11月17日(火) 5年生 ９３名 津軽三味線・和太鼓

11 第七小学校 11月20日(金) 4・5年生 57名 箏・尺八

12 第六小学校 12月15日(火) 5年生 46名 弦楽四重奏　※2回公演

13 第四小学校 12月18日(金) 5年生 75名 弦楽四重奏  ※2回公演

14 上砂川小学校 12月24日(木) 5年生 87名 津軽三味線・和太鼓  ※2回公演

15 若葉台小学校 1月14日(木) 5年生 122名 箏・尺八　※2回公演

16 松中小学校 2月8日(月) 5年生 70名 津軽三味線・和太鼓  ※2回公演

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 10月16日(金) 4年生 ６５名 三遊亭ぐんま「平林」

2 松中小学校 10月27日(火) 4年生 63名 栁家小はぜ「牛ほめ」　※2回公演

3 若葉台小学校 11月2日(月) 4年生 101名 柳家やなぎ「転失気」　※2回公演

4 西砂小学校 11月6日(金) 4年生 111名 春風亭一花「牛ほめ」「味噌豆」　※2回公演

5 第九小学校 11月26日(木) 4年生 81名 春風亭一蔵「子ほめ」、春風亭与いち「転失気」

6 第六小学校 12月5日(土) 4年生 57名 橘家文吾「転失気」、春風亭枝次「狸の鯉」

7 大山小学校 12月7日(月) 4年生 40名 三遊亭伊織「狸の恩返し」「転失気」

8 南砂小学校 12月21日(月) 4年生 65名 三遊亭好二郎「味噌豆」「動物園」

9 第八小学校 1月19日(火) 4年生 70名 春風亭 㐂いち「転失気」「狸の恩返し」

10 第三小学校 1月23日(土) 4年生 99名 立川寸志「猫と金魚」、立川縄四楼「牛ほめ」

11 幸小学校 2月10日(水) 4年生 65名 三遊亭ぐんま「平林」「狸の恩返し」

12 第七小学校 2月25日(木) 4年生 27名 柳家小はぜ「牛ほめ」

13 第四小学校 3月19日(金) 4年生 99名
立川寸志「猫と金魚」、立川縄四楼「つる」「牛ほめ」
※2回公演《2月4日から延期》

実施順 学校名 開催日 対象学年 人数 出演者「内容」

1 第五小学校 9月26日(土) 6年生 80名 TATSUO、TAKKY「ハウスダンス」

2 第六小学校 12月5日(土) 2年生 47名 TAKKY、Kodai「ハウスダンス」

3 第九小学校 12月11日(金) 4年生 81名 TAKKY、Kodai「ハウスダンス」

4 第七小学校 12月17日(木) 5年生 30名 TAKKY、Kodai「ハウスダンス」

5 大山小学校 12月22日(火) 6年生 32名 TAKKY、Karen「ハウスダンス」

実施順 学校名 開催日 対象学年 人数 備考

1 新生小学校 10/9～10/16 6年生 64名 授業日は10/15

2 若葉台小学校 10/16～10/23 4年生 101名 授業日は10/21

3 幸小学校 2/15～2/19 6年生 59名 授業日は2/19

ダンスキャラバン

８ 　小学校訪問事業実施一覧

音楽鑑賞教室

落語キャラバン

アートキャラバン
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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18日(土)
第23回東京TAMA音楽祭
「第15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19日(日)
第23回東京TAMA音楽祭
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16日(土)
第23回東京TAMA音楽祭
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(水・休) TSP2020　中高校生と創るシェイクスピア劇 オンライン 無料 43
たちかわシェイクスピアプロジェクト
実行委員会

６月13日(土) 立川市吹奏楽団 第49回定期演奏会 大ホール 無料 《中止》 立川市吹奏楽団

６月21日(日)～
６月27日(土)

第26回アート95'展 展示室 無料 《中止》 アート'95

６月24日(水)
楽しいクラシックの会コンサート
「レッジェーロを聴く悦び」

小ホール 2,500円 《中止》 楽しいクラシックの会

７月19日(日）
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

大ホール 5,000円 《中止》
ジャパン・インターナショナル・
ユース・バレエ

７月26日(日) 立川管弦楽団 第78回定期演奏会 大ホール 無料 《中止》 立川管弦楽団

９月23日(水)～
３月24日(水)

第63回立川市民文化祭 大ホールほか 無料 立川市文化協会

10月４日(日)
第10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 《中止》 立川オペラ愛好会

11月23日(月･祝)
立川マンドリンクラブ
第39回定期演奏会

大ホール 無料 《中止》 立川マンドリンクラブ

12月４日(金)
社会福祉施設支援
山下洋輔クリスマスジャズコンサート

小ホール ¥5,000 《中止》 文化・芸術いきいきネットワーク

１月31日(日)
～大好きなまち立川～
たちかわ吹奏楽フェスタ

大ホール 無料 《中止》 立川市吹奏楽交流会

2月6日(土) 第22回春を呼ぶコンサート 大ホール 無料 《中止》 NPO法人立川市障害者後援会

２月８日(月)～
２月14日(日)

第17回 WILL美術家展 展示室 無料 512 WILL美術家会

年度合計 共催  16 回 555名

《中止》
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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

ボンジョルノ！市民オペラ
オペラ「愛の妙薬」

大ホール 5,000円 《延期》

今、世界の人が関心を持つ、能の魅
力に触れてみよう。

立川市女性
総合センター・
アイムホール

800円 《中止》

親子で楽しめる国立音楽大学
ファミリー・コンサート2020（２公演）

国立音楽大学 500円 《中止》

夏のコンサート2020 国立音楽大学 無料 《中止》

アール・ブリュット立川2020
伊勢丹立川店
ほか

無料
感染症拡大防止
のため未カウント

創立35周年記念事業
「世界への応援ソング」
歌詞募集と作曲

市内ほか 無料
応募者数

413名

開館記念展Ⅲ　足跡　1974-2020
－所蔵品と新作から見える多摩の美
術－

たましん美術館 300円 6,015

年度合計 6,015名 

11　中学校訪問演奏会事業実績一覧

開催日 学校名 対象学年 人数

１ ３月５日（金） 立川第四中学校 ３年生 151名

２ ３月６日（土） 立川第二中学校 ３年生 172名

３ ３月８日（月） 立川第九中学校 全学年 311名

４ ３月11日（木） 立川第八中学校 全学年 182名

５ ３月12日（金） 立川第三中学校 ３年生 148名

後援７回

立川市生涯学習推進センター

国立音楽大学

アール・ブリュット立川
実行委員会

（公財）たましん地域文化財団

東京立川こぶしロータリークラブ

開催日

11月28日(土)～
４月18日(日)

国立音楽大学

５月31日（日）

５月17日（日）

５月５日（火･祝）・
５月６日（水･祝)

９月16日(水)～
９月21日(月･祝)

８月20日（木）

10月１日(木)～
４月30日(金)

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
弦楽五重奏、フルート

主催者

演奏団体、内容

東京室内管弦楽団
弦楽五重奏、ソロヴァイオリン、ハープ

セットゥ・ドゥ・フルール
弦楽五重奏、フルート、ハープ

東京室内管弦楽団
弦楽五重奏、ソロヴァイオリン、ハープ

セットゥ・ドゥ・フルール
弦楽五重奏、フルート、ハープ

稲城市民オペラ
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12　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）

64 8月1日(土) 小学生 550円 21

65 10月24日(土) 小学生以上 1,000円 39

65 12月5日(土) 小学生以上 1,000円 32

66
1月15日(金)・
　  16日(土)

6ヶ月以上
　～大人

300円 125

67 2月21日(日) 10歳以上 無料 34

68 3月6日(土) 5歳～中学生 500円 29

- 11月～３月 全14回 小学生・中学生 15,000円 15

年度合計 295名

　タイトル

線香花火づくりワークショップ

「キッズ伝統芸能体験」日本舞踊(女子)

東京文化会館ミュージック・ワークショップin立川

石花(いしはな）ワークショップ

砂絵でくるりんを描こう！

Music Program TOKYO Music Education
Program 「オペラをつくろう！」

線香花火づくりワークショップ(追加開催）
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