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1 事業の概要 
 

 

令和３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２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。
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 2022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、５月のいったい音楽まつり、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。一部の事業では中止・延期としましたが、予防措置を講じて可能なものは、

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、事業を実施いたしました。 

 
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、クラシック界の巨匠・ヴァイオリニストの徳永二男が案内する
「作曲家の謎！」公演ではベートーヴェンを様々な楽器編成でお楽しみいただき
ました。フレッシュ名曲コンサートでは角田鋼亮指揮／日本フィルにてアンケー

トでも人気の高いチャイコフスキーの交響曲「悲愴」公演を実施いたしました。 
・市民参加型普及事業では、第 27回たちかわアートギャラリー展にて市民による
作品を募り 171点の作品を展示いたしました。 
・鑑賞型普及事業では、立川市立小学校にて音楽鑑賞教室、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、年間過去最多の 44回を実施いたし
ました。水曜コンサート（たましん RISURUホールのロビーで行うミニコンサート）
はオープンな会場での事業でもあり慎重に感染対策を講じ年５回開催いたしまし
た。 
・支援事業では、５月開催が中止となったいったい音楽まつりを実行委員と検討
し、11月に小規模なプレ音楽まつりとして開催いたしました。多摩フレッシュ音
楽コンサート（ピアノ部門と声楽部門のコンクール）では昨年中止となり参加で

きなかった方のため、参加年齢の上限を 1年繰り上げ開催いたしました。 
・広報宣伝･友の会事業では、Twitter による発信や、財団ホームページのスマー
トフォン用トップページを作成し、より見やすいホームページに改善いたしまし
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「手づくり楽器作り」「ベンガラお絵描き体験」など３
事業 343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

９回

  徳永二男「作曲家の謎！ベートーヴェン(３回）」
  「ピアノの森」ピアノコンサート（出演：髙木竜馬）※
　航空自衛隊航空中央音楽隊
　　「ファミリーコンサート」（中止）

通年

　キエフ国立フィルハーモニー交響楽団「第九」※(中止） 来場者　3,644名 市民会館大･小ホール

※詳細はP9、P10 アイムホール

2回

3回 通年

　共催事業　(中止・延期公演含む） 来場者　2,705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

5回

　笑ホール寄席（４回）

　新春たちかわ寄席※
通年

来場者　1,852名

2回 ※詳細はP11

　シアターオーケストラトーキョーバレエ !バレエ‼バレエ!!!
　　　「くるみ割り人形とクララのクリスマス」

10回 通年

　共催事業(中止・延期公演含む） 来場者　7,022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 ５月～11月

参加者1,455名

１回
11月19日(金）
参加者17名

１回
２月23日（水・祝）

参加者29名

八王子市

  やぎりんトリオ・ケルティカ※

    角田鋼亮 指揮／日本フィル「悲愴」
  外山啓介ピアノリサイタル
　硬派弦楽アンサンブル「石田組」※

内容

　劇団東少「シンデレラ」※

     ※印は共同主催事業

実施場所

【共催事業】

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
     ※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

　　①音楽鑑賞事業

  国立音楽大学コンサート

  やぎりんトリオ・リベルタ×高橋泉※
  平原綾香CONCERT TOUR 2020（延期）※

内容

【クラシック】

【ポピュラー】

実施場所

  　前田妃奈ヴァイオリン　プレ・コンサート
  フレッシュ名曲コンサート 　

  フレッシュ名曲コンサート事前キャンペーン

  立川ニューイヤー・オペラ・ガラコンサート2022※(延期）

  

   ※印は共同主催事業

ファーレ立川地区

府中市

32名

実施場所

６事業 12件

　東京富士美術館「上村松園・松篁・淳之 三代展」
　鑑賞ツアー

　府中市美術館鑑賞ツアー

【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

内容

　小学校ファーレ立川アート鑑賞教室
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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（火）～

27日（木）

来場者数655名

１回 ５月18日(火）～27日(木） 市民会館ギャラリー

１回 ５月28日(金）～６月４日(金） 市役所多目的プラザ

　大賞１点、金賞２点、銀賞３点の６点を展示

１回 ６月27日(日）

　※立川公園で開催予定だったが雨天のため場所を変更 参加人数　７名

１回 ７月31日（土）～

８月29日（日）

来場者数1,017名

２回 ３月20日(日)

３月21日(月・祝)

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 ３回 ２月26日(土）～

３月５日(土）

　若葉台小・西砂小・第八小　
　※詳細はP13

開催数 実施時期

１回 10月17日(日)

　イッツフォーリーズ「小さい“つ”が消えた日」 参加者295名

５回 月１回水曜日

来場者400名
　 ≪10月～３月開催≫
　おうちで水曜コンサートとして動画制作・配信。 ６回 オンライン

　第８弾から第13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 ２回 市民会館小ホール

  トロンボーンアンサンブルコンサート アイムホール

　ドイツリートコンサート

２回 通年／来場者175名

※詳細はP14

44回 通年

※詳細はP15、16

小学校演劇体験事業

　指揮：古谷誠一、構成・台本：直井研二

関連企画　たちかわアートギャラリー展入賞者記念展

市民会館展示室

　　　

水曜コンサート 市民会館市民ロビー

　市民公募等3組、国立音楽大学学生・卒業生2組

市民会館大ホール

実施場所

　東京室内管弦楽団の協力により３学期に実施

内容

　　②鑑賞型普及事業

２月8日(火）来場者126名
３月24日(水）来場者96名

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
こぶし会館

　※国立音楽大学と連携事業

　合唱：立川市民オペラ合唱団　

市内小学校　各校

立川市民オペラ2022　スペシャルガラコンサート 市民会館大ホール

　ナレーション:平佐喜子（Theatre Ort)　ほか

　　①市民参加型普及事業

　出展数171点(招待作品8点含む）

実施場所

第27回たちかわアートギャラリー展

関連企画　立川女子高等学校美術部展

関連企画　スケッチ会

　劇好サボテンアミーゴ・ひなた村劇団
　Hideto Ambiguous・カジキタドリーム
　NPO法人脳響トーンシステム・パッションミュージカル
　東京シティオペラ協会　　　参加劇団７劇団16公演

内容

市民会館展示室

　大賞１点、金賞２点、銀賞３点、賞候補４点

第29回たちかわ真夏の夜の演劇祭 市民会館小ホール

　大賞　「悔恨の風景」(大嶋正俊）
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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“プレ”音楽まつりの開催 1回 11月13日(土） 立川市緑町公園

　　出演：13団体 来場者200名

　※実行委員会事業（事務局）

２回 ピアノ部門 市民会館大ホール

　ピアノ部門:参加者24名/コンサート出場者７名 ７月６日(火）

来場者87名

　声楽部門：参加者20名/コンサート出場者７名 声楽部門

７月９日(金）

　※東京多摩公立文化施設協議会との共同事業 来場者84名

２回

　声楽部門：優秀（2019） 吉岡茉美（ソプラノ）　 ５月29日（土） アイムホール

来場者65名

　ピアノ部門：最優秀（2019） 芳賀詩音　(中止）　 中止

　ピアノ部門：優秀（2021）斎藤 桃 ３月５日（土） 市民会館小ホール

来場者177名

　監修：渡邊學而（音楽評論家／同コンサート顧問）

26回 通年

　共催事業　17回(中止・延期公演含む） 来場者4,212名

　後援事業 　9回(中止・延期公演含む） 来場者14,929名

※詳細はP17、P18

アート・マーケット（中止）

開催数 実施時期

-

-

-

開催数 実施時期
２回 10月23日(土）

　※立川市からの受託事業

TACHIKAWA STAGE GARDEN

市民会館　小ホール　ほか

　　③企画相談事業

実施場所内容
立川市高齢者の集い

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10回立川いったい音楽まつり2021（中止）

多摩フレッシュ音楽コンサート2021

多摩フレッシュ音楽コンサート2019，2021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

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送付

市内公共施設への設置等

-

-

-

実施場所等

情報紙「ムーサ」

内容

通年

通年

　・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  1,996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

　・声のムーサ（通年）

　・フェイスブックフォロワー数　554名

　・ツイッターフォロワー数　707名

　・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 204, 972件（前年度より37,433件増)

　・セッション数　88,091件（前年度より17,454件増）

　・トップページのレスポンシブ対応及び
　 アップロードサイズ容量大幅増の改善

ムーサ友の会

　　広報宣伝･友の会事業

市内全戸配布

　※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
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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）

１回 １月16日(日）

参加者450名

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：４団体

 コミュニティ活動奨励賞：２団体

キッズワークショップ事業 ３事業 通年

参加者343名

※詳細はP19

１事業

※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】

実施時期 実績

109,350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

　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12日(土)

パパママワークショップ事業

　立川市シティプロモーション担当との共同企画として
　大人のためのワークショップを開催

市民会館展示室
サブホール
市民会館小ホール

市民会館展示室10月14日(木)、22日
(金)、

29日(金）
参加者16名

　　　　地域コミュニティの活性化及び振興事業

多摩川河川敷市民運動場

たちかわ楽市2021（中止）

実施場所

第30回新春子ども凧あげ大会

第33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３年５月 24日(月) 

・第２回理事会 

開催場所 立川市市民会館 第１会議室 

決議事項 令和２年度事業報告について、令和２年度決算報告について、就業規則の

一部を改正する規則について、旅費規則の一部を改正する規則について、

令和３年第２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。 

 

令和３年６月８日(火) 

・第２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 第４会議室 

決議事項 令和２年度決算報告について、理事の選任について、評議員の選任につい 

     て 

出 席 等 決議に必要な出席評議員の数５名、出席６名（オンライン参加２名）。監 

事出席２名 

 

令和３年６月 24日(木) 

・第３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、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３年 10月 18日(月) 

・第４回理事会 

開催場所 立川市市民会館 第４会議室 

決議事項 令和２年度収支相償剰余金の解消計画について 

出 席 等 決議に必要な出席理事の数４名、出席６名。監事出席１名。 

 

令和４年２月 22日(火) 

・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２会議室 
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決議事項 令和２年度収支相償剰余金の解消計画について、令和４年度事業計画につ 

いて、令和４年度収支予算について、令和４年度資金調達及び設備投資の 

見込みについて、令和３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４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１名）。監事

出席２名。 

 

令和４年３月 17日(木) 

・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４年度事業計画について、令和４年度収支予算について、令和４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７名（オンライン参加２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

徳永二男が案内する
「作曲家の謎！ベートーヴェン１ ピアノ」

６月12日（土）14:00
大ホール
入場者数282名
(定員300名）

クラシック界の巨匠・ヴァイオリニストの徳永二男が
案内する新シリーズ！1回目。
初回の作曲家はベートーヴェン。ゲストは日本を代
表する実力派ピアニスト田部京子。
曲目：ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」、第20番、第
31番ほか

全席指定 ￥2,500

「ピアノの森」ピアノコンサート
※共同主催

８月21日（土）14:00
大ホール
入場者数484名

一色まこと原作の漫画「ピアノの森」。コンサートでは
「ピアノの森」の中に出てくるピアノの名曲を、テレビ
版『ピアノの森』で雨宮修平メインピアニスト役で出
演した髙木竜馬が熱演。

全席指定 ￥3,800
こども（小学生）
￥2,500

航空自衛隊　航空中央音楽隊
「ファミリーコンサート」

９月19日（日）
大ホール
《中止》

新型コロナウイルス感染症の拡大予防のための「ま
ん延防止等重点措置」による出演者派遣が困難と
予想されたため告知前に中止とした。

無料

徳永二男が案内する
「作曲家の謎！ベートーヴェン2　チェロ」

10月9日（土）14:00
大ホール
入場者数292名
(定員300名）

作曲家の謎シリーズ！ベートーヴェンの第2回目。
ゲストは立川ではおなじみの古川展生(チェロ）
曲目：チェロ・ソナタ第3番、ピアノ三重奏曲第4番
「街の歌」　ほか

全席指定 ￥2,500

フレッシュ名曲コンサート
事前キャンペーン
 前田妃奈　ヴァイオリン プレ・コンサート

10月22日（金）18:30
小ホール
入場者数90名
(定員100名）

第18回東京音楽コンクール(2020）弦楽部門第1位
及び聴衆賞、第88回日本音楽コンクールヴァイオリ
ン部門第2位及び岩谷賞(聴衆賞）受賞
曲目　モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第21番、サン
=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ　ほか

無料

フレッシュ名曲コンサート
角田鋼亮　指揮／日本フィル「悲愴」

11月23日（火・祝）15:00
大ホール
入場者数542名

出演　角田鋼亮(指揮）、日本フィルハーモニー交響
楽団(管弦楽）、前田妃奈(ヴァイオリン）
曲目　サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲　第３番
ロ短調、チャイコフスキー：交響曲　第６番　ロ短調
｢悲愴｣

S席￥4,000
A席￥3,000
親子割引 ￥500
学生割引
各席￥1,000引

外山啓介　ピアノ・リサイタル
11月27日（土）14:00
大ホール
入場者数293名

曲目　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第14番「月
光」、第21番「ワルトシュタイン」、アデライーデ(リスト
編曲）、　ショパン：即興曲 第4番「幻想即興曲」、ス
ケルツォ第2番、
ドビュッシー：月の光（ベルガマスク組曲より）

全席指定 ￥2,500

硬派弦楽アンサンブル「石田組」in立川
2021
※共同主催

12月12日(日）14：00
大ホール
入場者数683名

出演　ヴァイオリン：石田泰尚、 丹羽洋輔、鈴木浩
司、 野尻弥史矢　ヴィオラ： 中村洋乃理、生野正樹
チェロ：辻本 玲、門脇大樹
曲目　チャイコフスキー:弦楽六重奏曲「フィレンツェ
の思い出」、 シルヴェストリ:バック・トゥ・ザ・フュー
チャー、チャップリン:スマイル、クイーン:輝ける7つ
の海　ほか

全席指定
S席￥5,000
A席￥4,000

徳永二男が案内する　「作曲家の謎！
ベートーヴェン3　カルテット」

12月4日（土）14:00
大ホール
入場者数282名
(定員300名）

作曲家の謎シリーズ！ベートーヴェンの第3回目。
ゲストは三浦章宏、大林修子（ヴァイオリン）、井野邉
大輔（ヴィオラ）渡邉辰紀（チェロ）によるカルテット。
曲目　弦楽四重奏曲 第4番 第1楽章、 第9番 「ラズ
モフスキー第3番」～第1楽章、第４楽章、 第14番

全席指定 ￥2,500

キエフ国立フィルハーモニー交響楽団
「第九」
※共同主催

12月27日（月）
大ホール
《中止》

来日出来ず中止。 -

立川ニューイヤー・オペラ・ガラコンサー
ト2022
※共同主催

1月15日（土）
小ホール
《中止》

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ観点から出演
者と協議の上中止。

全席自由￥3,500

国立音楽大学コンサート
早春の室内楽

３月27日（日）15:00
大ホール
入場者数523名

出演　武田忠善、永峰高志、久元祐子、沢田千秋、
清水華澄、阪田宏彰、吉澤萌依子、坂上ちひろ
曲目　バッハ：ゴルトベルク変奏曲 BWV988 よりアリ
ア、ヘンデル：ヴァイオリン・ソナタ第4番 ニ長調、
シューベルト：岩上の羊飼い、モーツァルト：クラリ
ネット五重奏曲 イ長調

全席指定￥1,000
高校生以下￥500

合計 9事業・9公演 　入場者数　合計　 3,471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18日（日）14:00
アイムホール
入場者数　80名

5月30日（日）
大ホール
《延期後・中止》

10月31日（日）14:00
アイムホール
入場者数　93名

《日程等合わず
　公演見送り》

２事業/２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

10月2日(土）
17:30

大ホール 6,300円 551

11月26日(金）
13:00

小ホール 2,000円 213

3月6日(日）
11：40/14：45

大ホール 2,900円 1,941

入場者数合計　

木山裕策と歌声カルテットの
昭和歌謡コンサート

(株)マイソング

主催者

東京労音府中センター
岩崎宏美コンサートツアー
～太陽が笑ってる～

事業名

エバリー

2,705名共催　３回合計

Everly　エバリーコンサート2022in立川

全席指定：2,500円
学生／車椅子1,000
円

料金事業名 出演者・内容等

やぎりんトリオ・リベルタ×高橋泉(チェ
ロ）
春の立川スペシャル・コンサート2021
※共同主催

出演：高橋泉（チェロ）、藤枝貴子（アルパ）、清永アツヨ
シ（ギターと歌）、八木倫明（ケーナとナイと訳詞）
曲目：コンドルは飛んで行く、白鳥の停車場(「銀河鉄道
の夜」より)、鳥の歌、聖母の御子、大きな古時計ほか

-

合計 173名

全席指定：2,500円
学生／車椅子1,000
円

やぎりんトリオ・ケルティカ
立川アイリッシュ・コンサート2021
※共同主催

出演：田中麻里（アイリッシュ・ハープ）、清永アツヨシ（ギ
ター、歌と作曲）、河向貴子(読み語り）、八木倫明（ケー
ナとアイリッシュ・フルートと訳詞）
曲目： 音楽付き読み語り:小泉八雲・作「知られぬ日本の
面影」より
コロナ禍により入場制限やアーティストの収入減少等が
見られたため、それらを支援する目的で令和３年度は４
月に続き２回目の公演実施とした。

平原綾香　CONCERT　TOUR　2020
※共同主催

-

高木正勝コンサート - -
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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】  12月の公演までは収容率はホール人員の半数以下で実施。１月以降は約100％の収容率で実施。

事業名 日時・会場等 出演者・事業内容等 料金

笑ホール寄席
桃月庵白酒　鈴々舎馬るこ
二人会

６月11日(金)14：00
小ホール
入場者数89名

出演：桃月庵白酒、鈴々舎馬るこ
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

笑ホール寄席
柳家花緑　柳亭小痴楽
二人会

９月15日（水）16:00
小ホール
入場者数94名

出演：柳家花緑、柳亭小痴楽
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

笑ホール寄席
立川生志・立川志の八
二人会

12月７日（火）14:00
小ホール
入場者数60名

出演：立川生志、立川志の八
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

新春たちかわ寄席
「新春まっぴるま！！
柳亭市馬・三遊亭兼好・
三遊亭萬橘　三人会」
※共同主催

１月23日(日)13:00
大ホール
入場者数370名

出演：柳亭市馬、三遊亭兼好、三遊亭萬橘
夢空間との共同主催。

全席指定
S席3,700円
A席3,200円

笑ホール寄席
春風亭柳枝・桂宮治
二人会

２月３日(木)14:00
小ホール
入場者数153名

出演：春風亭柳枝、  桂宮治
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

合計 　５事業・５公演 　入場者数　合計　 766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
「シンデレラ」
※共同主催

５月22日(土)14：00
大ホール
入場者数533名

世界中の人々に愛され続けている名作。
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。

全席指定2,000円

シアター　オーケストラ
トーキョー
バレエ！バレエ‼バレエ!!!
くるみ割り人形と
クララのクリスマス

12月19日(日)15:00
大ホール
入場者数553名

熊川哲也のKバレエカンパニーを支えるオーケストラ
とダンサーがお贈りするクリスマス公演。バレエのみ
ならずオーケストラ奏者のパフォーマンスも繰り広げ
られる「くるみ割り人形」の特別版。【公演約１ヶ月前
に完売】

全席指定
S席5,000円
A席4,000円
学生各席1,000円
引
4歳～小学生
各席2,000円引

合計 ２事業・２公演 　入場者数　合計　 1,086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

４月３日(土）
中止

大ホール 3,900円 -

５月28日(金)
14:00

大ホール 500円 240

7月4日(日)
13:00/16:00

大ホール 3,000円 975

7月15日(木)
18:30

大ホール 3,500円 558

８月15日(日)
13:30

大ホール 3,700円 518

９月22日(水)
中止

大ホール 5,000円 -

10月12日(火)
14:00

小ホール 4,000円 40

11月24日(水）
13:00

大ホール 8,000円 606

2月20日(日）
12:45/15:00/17:15

大ホール 3,980円 2,670

２月23日（水・祝）
11:00/14：00

大ホール 3,800円 1,415

入場者数合計　

らくごDE全国ツアーvol.９
春風亭一之輔のドッサりまわるぜ
2021

（株）夢空間／（株）ジェイ・ファースト

野村萬斎　狂言の夕べ　立川公演 東京労音府中センター

事業名 主催者

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

柳家小三治　春の会 (株）夢空間

米村でんじろう　サイエンスショー
おもしろ科楽館

東京労音府中センター

高橋竹童　津軽三味線演奏会 （有）サウンドポート

合計 共催10事業 7,022名

トロピカル～ジュ！プリキュア
ドリームステージ♪

（株）劇団飛行船

市川海老蔵特別公演
アース＆ヒューマン

読売新聞・ニッポン放送

しまじろうとガオガオさんの
サイエンスショー

(株）ベネッセコーポレーション・
（株）リバティ・コンサーツ
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会場 対象 開催日 出演者(敬称略） 人数

若葉台小学校 音楽室ほか 吹奏楽部 2月26日(土)
東京室内管弦楽団より
トランペット奏者、サックス奏者、
打楽器奏者

64名

西砂小学校 音楽室 音楽クラブ 2月28日(月)
東京室内管弦楽団より
トランペット奏者、サックス奏者、
打楽器奏者

59名

第八小学校 体育館 金管バンド 3月5日(土)
東京室内管弦楽団より
トランペット奏者、ホルン奏者、
打楽器奏者

101名

224名

６　水曜コンサート実績一覧

vol. 実施日 観客数

-

319 10月20日 75

320 11月17日 85

321 12月15日 90

322 1月19日 80

323 2月9日 -

324 3月23日 70

400名

７　市役所ロビーコンサート実績一覧

vol. 実施日 観客数

-

0名

５ 小学生吹奏楽クリニック　実績一覧

学校名

タイトル 曲名

タイトル

サクソフォーンとギターのデュオ

国立音楽大学学生による
フルートとピアノのデュオ

オーボエとマリンバ＆ピアノのデュオ
「Marono’amore」

年度合計

新型コロナウイルス感染拡大防止のため当面の間中止

出演者にコロナ陽性者が出たため中止

ニュー・シネマ・パラダイスメドレー
春の唱歌メドレー　　ほか

国立音楽大学学生・卒業生による
ヴァイオリンとピアノのデュオ

年度合計

年度合計

４月～9月まで新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

Bears Wind Orchestra

クラリネットとピアノのトリオ「Trio K」

曲名・備考

A.C.ジョビン：イパネマの娘
G.ガーシュウイン：2つの小品～ボギーとべスより～　ほか

ビゼー：歌劇「カルメン」より間奏曲、
ドビュッシー：小舟にて　ほか

葉加瀬太郎：情熱大陸、A.メンケン：美女と野獣
L.ハーライン：星に願いを　　ほか

モーツァルト：ヴァイオリンソナタ K454 第32番 第1楽章
ベートーヴェン：ロマンス第2番
 ドヴォルザーク：4つのロマンティックな小品
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8　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
9月20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
ヴァイオリン、ピアノ、コントラバス
の演奏

60

2
12月5日（日）

13：50
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 落語会(二席）
柳家やなぎ、古今亭松ぼっくり

115

-
2月20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
オペラ解説・レクチャーと声楽、ピ
アノ演奏

中止
（申込36名）

※関係者含まず

175名年度合計　3事業/3公演

※錦ふれあいコンサートは定員60名。こぶし教養講座は定員70名のところ115名まで増員して対応。
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日程順 学校名 会場 開催日 対象学年 内容、備考

1 幸小学校 音楽室 4月30日(金) ５年生 弦楽四重奏　※２回公演

2 第七小学校 体育館 5月7日(金) ４・５年生 二重唱とピアノ（日本歌曲）

3 第八小学校 音楽室 5月11日(火) ５年生 津軽三味線と和太鼓　※２回公演

4 若葉台小学校 すずかけホール 5月13日(木) ５年生
弦楽四重奏　※２回公演
※新校舎内すずかけホールこけら落とし

5 松中小学校 スカイホール 5月14日(金) ５年生 弦楽四重奏　※２回公演

6 第十小学校 体育館 5月20日(木) ５年生 三重唱とピアノ（オペラ・アリア）

7 西砂小学校 体育館 6月15日(火) ５年生 弦楽四重奏

8 柏小学校 体育館 7月7日(水) ５年生 弦楽四重奏

9 新生小学校 体育館 9月7日(火) ５年生 弦楽四重奏

10 第三小学校 体育館 9月8日(水) ５年生 弦楽四重奏　※２回公演

11 南砂小学校 体育館 10月4日(月) ５年生 木管五重奏

12 第四小学校 体育館 10月8日(金) ５年生 弦楽四重奏　※２回公演

13 第五小学校 体育館 10月26日(火) ５年生 弦楽四重奏

14 第二小学校 体育館 11月10日(水) ５年生 金管五重奏

15 大山小学校 体育館 11月17日(水) ５年生 箏曲と尺八　※２回公演

16 第一小学校 体育館 12月17日(金) ５年生 津軽三味線と和太鼓

17 第六小学校 視聴覚室 12月21日(火) ５年生 金管五重奏　※２回公演

18 上砂川小学校 視聴覚室 12月23日(木) ５年生 津軽三味線と和太鼓　※２回公演

日程順 学校名 会場 開催日 対象学年 出演者「演目」

1 第二小学校 体育館 7月15日(木) ４年生 三遊亭ぐんま「平林」「初天神」

2 若葉台小学校 すずかけホール 9月14日(火) ４年生 柳家小はぜ「平林」「牛ほめ」
※２回公演

3 第三小学校 体育館 9月18日(土) ４年生 立川談洲「猫と金魚」
立川笑えもん「つる」

4 新生小学校 体育館 9月22日(水) ４年生 柳家緑太「牛ほめ」
春風亭かけ橋「狸の札」

5 第五小学校 体育館 10月11日(月) ４年生 立川寸志「猫と金魚」
立川笑えもん「つる」

6 西砂小学校 体育館 11月5日(金) ４年生 三遊亭好二郎「味噌豆」「動物園」

7 松中小学校 体育館 11月11日(木) ４年生 三遊亭伊織「からぬけ」「四人癖」
入船亭扇ぱい「狸の札」

8 大山小学校 体育館 11月30日(火) ４年生 春風亭㐂いち「転失気」「狸の札」

9 第十小学校 体育館 12月8日(水) ５年生 春風亭一花「牛ほめ」「転失気」

10 南砂小学校 体育館 12月10日(金) ４年生 春風亭一蔵「子ほめ」
春風亭貫いち「牛ほめ」

11 第七小学校 体育館 12月14日(火) ４年生 柳亭明楽「まんじゅうこわい」「転失気」

12 第九小学校 体育館 12月16日(木) ４年生 立川寸志「つる」
立川縄四楼「牛ほめ」

13 柏小学校 体育館 12月22日(水) ４年生 桃月庵こはく「加賀の千代」

14 第六小学校 体育館 1月15日(土) ４年生 柳家緑太「桃太郎」
立川笑えもん「牛ほめ」

15 第八小学校 体育館 1月27日(木) ４年生 三遊亭わん丈「牛ほめ」「拝啓 浦島太郎さん」

16 幸小学校 体育館 2月4日(金) ４年生 三遊亭ぐんま「平林」「転失気」

17 第一小学校 体育館 2月25日(金) ４年生 春風亭一蔵「子ほめ」
春風亭貫いち「狸の札」

９ 　小学校訪問事業実施一覧

音楽鑑賞教室

落語キャラバン
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日程順 学校名 会場 開催日 対象学年 出演者

1 第五小学校 体育館 10月19日(火) ６年生 TAKKY、Kodai「ハウスダンス」

2 第九小学校 体育館 10月29日(金) ４年生 TAKKY、Kodai「ハウスダンス」

3 第七小学校 体育館 12月3日(金) ５年生 TAKKY、Kodai「ハウスダンス」

4 第六小学校 視聴覚室 1月15日(土) ２年生 TAKKY、Kodai「ハウスダンス」

5 大山小学校 体育館 1月20日(木) ６年生 TAKKY、Karen「ハウスダンス」

日程順 学校名 会場 開催日 対象学年 出演者(敬称略）

1 新生小学校 多目的室 11/26～12/3 ６年生 講師：WILL美術家会、授業日は12/2

2 第二小学校 多目的教室 12/6～12/9 ６年生
講師：非営利芸術活動団体ノマドアート
授業日は12/9

3 第一小学校 多目的教室 1/21 ５年生 講師：赤川政由（銅板造形作家）

4 幸小学校 多目的教室 2/22～28 ６年生 講師：WILL美術家会、授業日は2/25

ダンスキャラバン

アートキャラバン

９ 　小学校訪問事業実施一覧
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10　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

５月15日(土)
第24回東京TAMA音楽祭
ハーモニカのつどい

大ホール 無料 《中止》 東京TAMA音楽祭組織委員会

6月５日(土)～
7月22日(木・祝）

中高校生と創るシェイクスピア劇
オンライン
小ホール

1,500円 65
たちかわシェイクスピアプロジェクト
実行委員会

６月26日(土) 立川市吹奏楽団 第49回定期演奏会 大ホール 無料 580 立川市吹奏楽団

６月６日(日)～
６月12日(土)

第26回アート95'展 展示室 無料 300 アート'95

７月11日(日) 立川管弦楽団 第79回定期演奏会 大ホール 無料 384 立川管弦楽団

７月18日(日）
第12回ジャパン・インターナショナル・
ユース・バレエ公演

大ホール 3,500円 578
ジャパン・インターナショナル・
ユース・バレエ

９月22日(水)～
３月23日(水)

第64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３日(日)
立川マンドリンクラブ
第39回定期演奏会

大ホール 無料 460 立川マンドリンクラブ

10月10日(日)
第10回立川オペラ愛好会ガラコンサート
「名歌手たちの夢の饗宴」

大ホール 5,000円 500 立川オペラ愛好会

11月14日(日）
モーツアルト没後230年記念　第14回定期演
奏会

大ホール 3,000円 485 多摩フィルハルモニア協会

12月17日(金)
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 5,000円 222 文化・芸術いきいきネットワーク

2月13日(日)
～大好きなまち立川～
たちかわ吹奏楽フェスタ2022

大ホール 無料 《中止》 立川市吹奏楽交流会

２月５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15日(火)～
２月20日(日)

第18回 WILL美術家展 展示室 無料 480 WILL美術家会

３月13日(日) 立川ふれあいこどもまつり
展示室

ギャラリー
　ほか

1,000円 158 立川ふれあいこどもまつり実行委員会

年度合計 共催  17 回 4,212名
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11　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、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 58

親子で楽しめる国立音楽大学
ファミリー・コンサート2021

国立音楽大学 500円 《中止》

「アール・ブリュットin昭和記念公
園」
～アール･ブリュット立川×若手
アーティスト×花とみどり

国営昭和記念公園
花みどり文化センター

無料 7,145名

「親子・de・アート展」in立川
立川市子ども未来セン
ター
オンライン

無料
2,825名

オンライン配信
視聴者752名

夏のコンサート2021 国立音楽大学 無料
153名

学内関係者に
入場制限あり

3.11 あの日から産まれたもの～想
いを風化させない為に～｢津波
ヴァイオリンと和太鼓コンサート＆
シンポジウム｣

くにたち市民芸術
小ホール（※）

(※)たましんRISURUホー
ルが緊急事態宣言のた
め休館となり日程及び会
場を変更

3,000円 180名

三多摩美術家展 展示室 無料 1,233名

松元ヒロソロライブ2021 小ホール 2,500円 《中止》

The Adventure of Fine Art Prints
-版画からグラフィックアーツへ

たましん美術館 500円 2,583名

年度合計 14,929名 

11月23日(火・祝９

10月5日(火)～
10月13日(水)

１月15日(土)～
３月27日(日)
※２月21日～２月25日は
   展示替え休館

6月5日(土）～6月30日(水）

８月19日（木）

6月５日（土）～28日（月)

開催日

国立音楽大学

５月30日（日）

５月16日（日）

9月11日（土)

主催者

Nomad　Art　ノマドアート

後援9回

立川市生涯学習推進センター

国立音楽大学

和太鼓千代組、
3.11あの日から産まれたものプロ
ジェクト

NPO法人立川子ども劇場

アール･ブリュット立川実行委員会

三多摩美術家連盟

(公財)たましん地域文化財団
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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）

69 9月4日(土) 小学生 500円 29

70 12月12日(日) ３歳～中学生 500円 33

71
1月15日(土)・
　  16日(日)

6ヶ月以上
　～大人

300円 281

年度合計 343名

13　パパママ・ワークショップ実績一覧

対象 参加費
参加者数

(保護者等含む）

18歳以上 3,000円 16

年度合計 16名

大人のためのバレエ・レッスン
くるみ割り人形を踊ろう

　タイトル 開催日

10月14日(木）、
22日(金）、29日(金）

　タイトル

東京文化会館
ミュージック・ワークショップin立川2022

音を見よう、音に触ろう、音をつくろう
～身近な素材でできる手づくり楽器～

ベンガラお絵かき型染体験教室
オリジナルトートバックをつくろう
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