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１．主要事業の概要 
 

１) 文化、スポーツ等を通じたコミュニティの振興に関する事業 
   多くの市民に最高水準の舞台芸術を提供する、ステージ事業はクラシック、ポピュラー、演劇古
典芸能等の各ジャンルとも入場者、入場料収入とも概ね当初の目標を達成することができました。

特に例年は収支率の厳しいクラシック事業において大きく目標を上回ったことによって、昨年度同

様、ステージ事業全体の収支率９５％を確保することが出来ました。 
   また、古典芸能、クラシック、古典芸能事業については、小中学生や学生に対する学生割引制度
の導入などで児童青少年の来館を促進し、全てのジャンルについて車椅子使用者や視覚障害者に対

する優遇措置、立川市子ども家庭部を通じて一人親家庭の招待を実施しました。 
さらに、幼児向けのクラシックコンサートやミュージカルでは多くの子供たちを集客しました。 

   また、市民参加型事業として立川市民オペラ歌劇「カヴァレリアルスティカーナ」「道化師」を実
施し、国立音楽大学の協力のもと、合唱、児童合唱、管弦楽団やスタッフにも多くの市民の参加を

得て大成功に終わりました。 
   スポーツレクリエーション事業では新規事業として長野県の池の平湿原に高山植物の女王コマク
サを訪ねるハイキングを実施しました。昨年は雨で中止となった子供凧あげ大会も好天の中多数の

子供たちの参加により実施しました。 
   さらに、現在設立準備中の「たちかわ文化芸術のまちづくり協議会(仮称)」に協議している「文化
芸術ボランティア研修」を試行的に実施しました。 
２) コミュニティ活動の助成及び援助に関する事業 
   市民の自主的な文化活動を支援するため積極的に共催、後援事業を実施しました。 
  財団が地域に出向いて文化事業を行うコミュニティ・ステージ事業は昨年を上回る８地域で実施し、

クラシック音楽に限らず地域の要望を取り入れた落語会なども実施しました。 
３) コミュニティ活動の情報の収集・提供及び相談に関する事業 
ホームページのリニューアルにあわせて、情報紙ムーサのバックナンバー掲載と携帯電話からア

クセスできる情報サイトを開設しました。 
   また、昨年度に続き財団の情報紙「ムーサ」の点字版とカセットテープ版を市内のボランティア

グループの協力により制作し視覚障害の方にも情報の提供を行いました。 
４)  施設の管理に関する事業 
   開館から３４年を経過した市民会館が、市民の文化芸術活動の拠点として安心して使える施設で

あり続けるため、限られた財源を有効配分して効率良い施設の維持管理に努めました。 
   また「アミューセット」やプロモーターとの積極的な共催事業の展開により使用率の向上と使用

料収入の確保に努めました。 
  



 

２．各種事業に関する報告 
 
（１）文化、スポ－ツ等を通じたコミュニティの振興に関する事業 

（寄附行為第４条第１号事業）  
＊資料を参照願います。 

事業区分  事業内容  開催数  実施時期  場所  
１．クラシック音楽  
フレッシュ名曲コンサート、ギタリストたち

の饗宴、ヘンデル「メサイア」、「音楽の絵本」

及川浩治ピアノリサイタル、錦織健テノール

リサイタル 

６回  
 
 
 

２．ポピュラー音楽  
平原綾香コンサート、さだまさしコンサート、

玉置浩二コンサート、小野リサコンサート、

坂本冬美コンサート 

５回  
 
 

ステージ事業  

３．古典芸能・演劇  
ファミリーシアター「しまじろう」、 
松竹大歌舞伎、紅葉能、新春たちかわ寄席、

アミュー笑ホール寄席（２回） 

６回  
 
 
 

通年  市民会館  
 大小ホール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．立川市児童合唱団  
平成 19年９月団員数 21名 
練習日毎週土曜日午後、夏期練習、合宿 
水曜コンサート出演 
第 12回定期演奏会 
あおやぎ苑慰問演奏 
※10月以降は、自主運営に移行する。 

  
 
 
8月 22日(水) 
9月１日(土) 
3月１日(土) 

 
 
 
市民会館 
市民会館 
市民会館 

２．第 16回たちかわ真夏の夜の演劇祭 
 参加劇団 ５劇団 テーマ「道」 
「吟友人」「劇団ノルテ」「劇団晴れたらいいね」 
「パッションミュージカル」「碧 to椿」 

 
 
 

8月 12日（日） 
～9月 1日（土） 
来場者 
  1,682名 

市民会館  
 
  

３．小学校演劇体験事業 
 劇団「ポプラ」公演 「オズの魔法使い」 

 10月 10日(土) 
来場者 694名 

市民会館  
大ホール  

４．立川市民オペラ 
「カヴァレリア・ルスティカーナ」、「道化師」 

  参加市民団体 
立川市民オペラ合唱団、立川管弦楽団、 
立川市児童合唱団、立川オペラ愛好会、他 

 5月 5日（土） 
5月 6日（日） 

市民会館  
大ホール  

５．第 14回たちかわアートギャラリー展 
  出展数 169点   
大賞   「土手からの風景」  
金賞３点、銀賞５点   

 5月 20日（日） 
～27日(日) 
来場者 1,149名 

市民会館  
展示室 

６．多摩フレッシュ音楽コンサート２００７ 
  ピアノ部門 ３９名応募 １０名出演 
  弦楽器部門 １４名応募  ７名出演 

 ７月８日（日） 
来場者 208名 

市民会館  
大ホール  

市民参加育成  
事業  
 

７．まちおんフェスティバル 
 たちかわストリートアーティストライブ 2008
（出演：バンド９組 ダンス３組） 
 立川まちおんとの協働事業  

１回 ３月 15日(土) 
来場者 
400名 

市民会館  
大ホール  



 

 

事業区分  事業内容  開催数  実施時期  場所  
１．ハイキング  
春の秩父ハイキング 
池の平湿原ハイキング 
紅葉台ハイキング 
早春の碓氷峠ハイキング 

４回  
4月 25日（水） 
7月 26日（木） 
11月 9日（金） 
2月 23日(金） 

 
埼玉県秩父市 
長野県東御市 
山梨県鳴沢村  
群馬県松井田  

スポーツ・レク

リエーション  
事業  

２．新春子ども凧あげ大会  １回 1月６日（日） 多摩川緑地   

文化芸術のまち

づくり協議会 
（仮称） 

１．文化芸術ボランティア研修 
  参加者１０名 
 
 第１回「レセプショニスト研修」   
 
 第２回「アートマネージメントの基礎」 
 
 第３回「文化芸術ボランティアの役割」 
  

３回  
 
 
9月 30日（日） 
 
10月 26日（金） 
 
11月 30日（金） 
 

市民会館 
会議室、他 
 
 
 

 



（資　料）

　　　平成19年度ステージ主催事業実績一覧
主催事業名称 日時・会場等 事　　業　　内　　容 料　　金

平原綾香コンサート 平成19年4月11日(水)
大ホール  18:30
入場者数　1,280名

代表曲「ジュピター」をはじめ、圧倒的な歌唱力で幅広い
年代の来場者を魅了しました。

全席指定 6,000円

立川市民オペラ公演2007
「カヴァレリア・ルス
ティカーナ」
「道化師」

平成19年
5月5日(土)18:00
   6日(日)14:00
大ホール
入場者数　1,971名

平成4年の「カルメン」以来、第4回目となる市民オペラ公
演。多くの市民と一流の演奏家が一体となって舞台を作り
上げました。

SS席8,000円
S席 5,000円
A席 4,000円
B席 2,000円
学生1,000円引
小中500円

さだまさしコンサート 平成19年6月2日(土)
大ホール　17:00
入場者数　1,363名

30年以上に渡って安定した人気のさだまさし、多くのレ
パートリーの中から15曲を熱唱しました。

全席指定 6,600円

ファミリーシアターしま
じろう「ふしぎなもりの
ものがたり」（2回公
演）

平成19年7月1日(土)
大ホール　12:30/15:30
入場者数　2,410名

18年度2回公演が早々に完売したため、昨年に引き続き開
催しましたが、19年度も2,400名を超える集客となりまし
た。

全席指定 1,500円

フレッシュ名曲コンサー
ト「飯盛範親・東京交響
楽団」/「巨人」
※東京都歴史文化財団助成
事業

平成19年7月7日(土)
大ホール　15：00
入場者数　581名

指揮飯盛範親の演奏でお贈りした迫力満点の「巨人」とコ
ンクールに入賞した二人のソリストによる、若々しいモー
ツアルトをお届けしました。
 マーラー：交響曲第１番「巨人」
 モーツアルト：VnとVaのための協奏交響曲、他

S席 4,000円
A席 3,000円
B席 2,000円
学生1,000円引
小中500円

多摩フレッシュ
音楽コンサート2007
※東京多摩公立文化施設協
議会共同事業

平成19年7月８日(日)
大ホール　14：00
18:00
入場者数　208名

３月の選考会に合格した弦楽器７名、ピアノ１０名の若手
演奏家が出演。

自由席
500円

松竹大歌舞伎
市川右近「俊寛」

平成19年7月31日(火)
大ホール　14:00
入場者数　902名

前半に歌舞伎の入門講座をお届けした後、市川右近、市川
春猿らで名作「俊寛」を上演。　最後の「足摺」の場面は
まさに右近渾身の演技でした。

S席 5,500円
A席 4,500円
学生1,000円引

第16回たちかわ
真夏の夜の演劇祭
主管：たちかわ演劇祭実
行委員会

平成19年8月12日(日)
　   ～9月1日(土)
小ホールほか 各日設定
入場者数　1,682名

実行委員会の運営により、脚本や演出の講習会。俳優を招
いての講演会も実施しました。
5劇団参加6公演開催

自由席
1,500円（一部別）
※事前講習会、講演会
は無料

立川市児童合唱団
第12回定期演奏会

平成19年9月1日(土)
大ホール　14：30
入場者数　230名

小学3年生から中学3年生までの児童で構成されている「立
川市児童合唱団」。日頃の成果を演奏いたしました。

入場無料

ギタリストたちの饗宴
2007

平成19年9月30日(日）
大ホール　15:00
入場者数　1,004名

世界で活躍する一流ギタリストたち5名による立川だけの
特別コンサート
出演：荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩康司、マリ
ア・エステル・グスマン、小沼ようすけ

S席 5,000円
A席 4,000円
B席 3,000円
学生1,000円引
小中500円

梅若研能会による紅葉能 平成19年10月13日(土）
大ホール　14：00
入場者数　　556名

7月の歌舞伎に合わせて、能でも「俊寛」を上演しまし
た。他に野村万作による狂言「呂蓮」　源氏物語1,000年
にちなんで「葵上」を上演しました。

S席 4,500円
A席 3,500円
学生1,000円引
小中500円

アミュー笑ホール寄席 平成19年10月19日(金）
小ホール　19:00
入場者数　139名

若手中心の落語会をアイムから会場を小ホールに移して実
施しました。

全席指定 2,000円

立川市小学校演劇体験事
業　劇団ポプラ
「オズの魔法使い」

平成19年11月10日(土）
小ホール　14:00
入場者数　694名

市内の小学３年生以上とその保護者を対象に実施。 自由席
200円

玉置浩二コンサート2007平成19年11月28日(水)
大ホール　19:00
入場者数　1,000 名

昨年に引き続く立川公演、お馴染みのヒット曲やニューア
ルバムの曲を熱唱しました。

全席指定 6,800円

ヘンデル「メサイア」 平成19年12月9日(日)
大ホール　15:00
入場者数　1,100名

ＮＰＯ法人おんがくの共同作業場との共同主催事業
第一人者ハンス・ヨアヒム・ロッチュ指揮により多くの市
民がヘンデルの有名なオラトリアを体験しました。

S席 4,000円
A席 3,000円
B席 2,000円
自由席 1,000円

音楽の絵本プレミアム
クリスマスファミリーコ
ンサート

平成19年12月22日(土)
大ホール　14:00
入場者数　　1,118名

ズーラシア（横浜動物園）のキャラクター達による子ども
向けクラシック演奏会。普段は入場できない3才～5才の子
供たちにも音楽の楽しさを伝えました。

大人 1,500円
子ども 800円

新春立川寄席
林家木久扇　木久蔵
Ｗ襲名披露公演

平成20年1月13日(日)
大ホール　14:00
入場者数  1,275名

林家木久扇と息子の木久蔵による親子同時の襲名公演に、
桂歌丸、春風亭昇太、林家たい平、と豪華な顔ぶれが揃い
ました。

S席 4,500円
A席 4,000円
B席 3,000円
学生1,000円引
小中500円



（資　料）

　　　平成19年度ステージ主催事業実績一覧
主催事業名称 日時・会場等 事　　業　　内　　容 料　　金

小野リサコンサート 平成20年1月23日(水)
大ホール　19:00
入場者数　805名

9月29日の予定を１月に振り替えて実施。真冬の夜でした
が、彼女の暖かいボサノヴァに包まれました。

全席指定 6,300円

及川浩治ピアノリサイタ
ル「激情のベートーヴェ
ン」

平成20年2月24日(日)
大ホール　15:00
入場者数　730名

国立音楽大学出身の及川浩治によるベートーヴェンピアノ
ソナタ集。
ピアノソナタの神髄をお届けしました。
「熱情」「悲愴」「ワルトシュタイン」、他

S席 3,000円
A席 2,000円
B席 1,500円
学生1,000円引
小中500円

坂本冬美コンサート 平成20年3月9日（日）
大ホール　14:00/18:00
入場者数　1,810名

9年ぶりの立川公演は正統派女性演歌手としての実力を見
せつける熱唱で、昼夜とも大勢の来場者を魅了しました。

S席 6,500円
A席 6,000円

まちおんフェスティバル
たちかわストリート
アーティストライブ2008

平成20年3月15日(土)
大ホール　13:00
入場者数　400名

昨年につづき立川駅周辺で活動するストリートミュージ
シャンを支援するため、市民団体と協働でライブコンサー
トを実施。
出演バンドは9組、ダンスのユニットも3組出演。

入場無料

アミュー笑ホール寄席 平成20年3月26日(金)
小ホール　19:00
入場者数　 232名

2回目となるアミュー笑ホール寄席は実力者の柳家喬太郎
を迎えてお贈りしました。
その他の出演者：柳家初花、桂三木男、立川らく次

全席指定 2,000円
学生1,000円引

錦織健テノールリサイタ
ル

平成20年3月29日(土）
大ホール　18:00
入場者数　1,065名

国立音楽大学出身で立川の思い出話にも花が咲き会場は
アットホームな雰囲気に包まれました。
オペラの名曲はもちろん「さとうきび畑」、アンコールの
「伝説のチャンピオン」は圧巻でした。

S席 4,000円
A席 3,000円

主催事業合計 21事業 　　　　　　　　　　　入場者数合計 ２２，５５５名



（資 料） 

 

 
平成 19年度スポーツ･レクリエーション事業実績一覧 

 
（ ）内は応募人数 

 
日程・参加費  事業名  事業内容  参加人数  

4月 25日（水） 
 
参加費 5,500円 

     

春の秩父ハイキング 
（埼玉県秩父市） 

秩父琴平丘陵のハイキングコースを通り芝

桜で有名な羊山公園までのハイキング。 
満開の芝桜を見ながら昼食をとり、帰りに

はイチゴ狩りを実施しました。 

88 名  
（112 名）  
 

７月 26日（木） 
 
参加費 大人：5,500円 
     子供：3,500円 

池の平湿原ハイキング

とブルーベリー狩り 
（長野県東御市） 

高山植物の女王といわれるコマクサの群生

地を目指して池ノ平湿原をハイキングしま

した。 
帰りにはブルーベリー狩りを楽しみまし

た。 

大人  
 84 名  
子供  
 ４名  
（169 名）  

11月 9日（金） 
 
参加費：4,800円 

紅葉台ハイキング 
（山梨県鳴沢村） 

紅葉が真っ盛りの中、樹海と湖を見下ろす

絶景の三湖台を目指して、東海自然歩道を

歩きました。 
帰りには紅葉祭が行われている河口湖の紅

葉回廊に立ち寄りました。 
 

79名 
（109名） 
 

１月６日（日） 
 
参加費：無料 
    
凧の材料費は実費(50円) 

新春子ども 
凧あげ大会 

（多摩川緑地市民運動場） 

昨年は悪天候で中止しましたが、今年は天

候にも恵まれ、多くの親子が参加しました。 
 
（立川市子ども会連合会への委託事業） 

大人 
120名 
子供 

380名 

 

２月１３日（水） 
 
参加費：5,000円  

  

早春の碓氷峠 
ハイキング 

（群馬県松井田方面） 

歴史ある碓氷峠めがね橋の遊歩道アプトの

道は前週の雪が少し残っていましたが、全

員が横川駅まで完歩しました。厳冬のせい

で蝋梅は盛期が続いており、見渡す限りの

黄色を楽しむことが出来ました。 

 58名 
（87名） 
 
     
 

 

               

 

 

 



 

（２）コミュニティ活動の助成及び援助に関する事業（寄附行為第４条第２号事業） 
 
１ 共催・後援事業 

  団体区分等  団体数等  実施時期  備考  
 

 ＜プロモーター＞  
①共催事業  
中村雅俊、金子由香利等のポピュラー系事業、デヴィッ

ド・ヘルフゴッド、川井郁子等のクラシック事業、その他、

バレエ、演劇、落語、子供向けミュージカル等の多彩な事

業を共催し、多くの市民が様々な舞台公演に触れる場を提

供しました。  
②後援事業  
立川ゆかりのグループ・アコジイの公演を後援しました。 

＜市民団体＞  
①共催事業  
立川市民文化祭、たちかわみんなの音楽祭、管弦楽団、吹奏楽

団演奏会、アート 95絵画展、市民文化祭、様々な市民団体の活
動を共催事業として支援しました。 
②後援事業  
親と子の良い映画を見る会、石田倉庫アート、アートファ

ーム展、音楽のあふれる街ににしよう会、ウォークラリー

大会、ふれあいミュージックフェスティバル等を、後援事

業として支援しました。  

 
 

31 件  
 
 
 
 
 
 

 １件 
 
 

 17件 
 
 
 
13件 
 
 
 
合計 
 62件 

通年  市民会館  
アイム  
昭和記念公  
園など  
  
８～９ページ

の資料を参照願

います。 

  
２ コミュニティ・ステージ助成・援助事業 
開催日 会場／来場者数／協力団体 内容 

6月 30日 
（土） 

会  場：新生小学校体育館 
来場者数：304名 
協力団体：新生小学校 PTA文化教養部 

国立音楽大学の金管五重奏によるコンサート。小学校

の新生バンド(吹奏楽)も前座で参加し、学校関係者の
ほか近隣からも多くの方に来場いただきました。 

7月 16日 
（月祝） 

会  場：錦公民館 
来場者数：88名 
協力団体：錦東和会文化部 

ヴァイオリン、チェロ、ピアノのコンサート。台風の

影響で集客に苦労しましたが、親しみやすいプログラ

ムで大人も子供も楽しみました。 
11月 10日 
（土） 

会  場：天王橋会館 
来場者数：280名 
協力団体：天王橋会館運営委員会 

一番町みんなのコンサート実行委員会が中心となり、

地元小中学校吹奏楽団のコンサートと、オペラ歌手に

よる本格的なアリアや歌曲を演奏しました。 
11月 16日 
（金） 

会  場：上砂地域福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 
来場者数：108名 
協力団体：社会福祉法人桜栄会 

三遊亭王楽らによる落語会。センターの利用者及び大

山団地住民を中心とした近隣からの来場者があり、ア

ットホームな雰囲気の落語会でした。 
11月 17日 
（土） 

会  場：若葉会館 
来場者数：120名 
協力団体：若葉町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

多摩フレッシュ音楽コンサート入賞者二人によるコン

サート。オペラアリアや日本歌曲など馴染みのある曲

目を中心にお届けしました。 
12月 8日 
（土） 

会  場：こぶし会館 
来場者数：120名 
協力団体：こぶし会館管理運営委員会 

国立音楽大学のサックス四重奏演奏会。幅広い年齢層

の来場者でしたが、楽器紹介の説明なども交えてわか

りやすく実施しました。 
2月 17日 
（日） 

会  場：さかえ会館 
来場者数：80名 
協力団体：さかえ会館管理委員会 

国立音楽大学のサックス四重奏によるコンサート。

様々なジャンルのプログラムと、質問コーナーなども

あり大変好評でした。 
２月 24日 
（日） 

会  場：滝ノ上会館 
来場者数：120名 
協力団体：滝ノ上会館管理運営委員会 

ヴァイオリン、バリトン、ピアノによる演奏会。地域

団体等にも準備・運営に協力いただきました。会場は

満員となり、多くの方に満足いただきました。 
 



（資　料）

公演日 主体 事業名 会場 入場料（円）最高額 入場者数 主催者 備考

4月7日(土) 共催 桂三枝・春風亭小朝落語会 大 4,200 1,322 春々堂

4月8日(日) 共催 立川爆笑ライブ０７ 大 3,500 900 夢空間

5月11日(金) 共催 イ・ヒア＆シーズンと仲間たち 大 3,500 1,085 久保アート

5月12日(土) 共催 リチャード・クレイダーマン 大 6,500 878 ケイ・ポイント

5月31日(木) 共催 今蘇るムードコーラス・夢の共演 大 6,000 2,295 労音府中センター

6月3日(日) 共催 美輪明宏音楽会　愛2007 大 6,300 1,328 労音府中センター

6月17日(日) 共催 サーカスコンサート 大 5,500 1,162 労音府中センター

7月10日(火) 共催 デヴィッド・ヘルフゴット 大 7,500 480 テイト・コーポレーション

7月12日(木) 共催 ニコライ・トカレフ　ピアノコンサート 大 2,900 389 イープラス

7月18日(水) 共催 ベスト・オブ・タンゴ 大 5,500 770 労音府中センター

7月28日(土) 共催 グランディーバ・バレエ団 大 8,000 1,062 労音府中センター

7月29日(日) 共催 立川シャンソンフォリー２００７ 大 5,000 1,113 日本シャンソン協会

8月5日(日) 共催 劇団「飛行船」YESプリキュア５ 大 2,500 1,791 劇団「飛行船」

8月22日(水) 共催 松山バレエ団夏休みスペシャル公演 大 4,500 1,089 松山ﾊﾞﾚｴ団

8月30日(木) 共催 青島広志の愉快なコンサート 大 4,000 1,292 労音府中センター

9月2日(日) 共催 柳家小三治独演会 大 3,800 1,400 夢空間

9月17日(月) 共催 中村雅俊コンサート 大 6,000 1,122 東京音協

10月6日(土) 共催 ビリー・バンバンチャリティーコンサート 大 4,500 1,000 久保アート

11月9日(金) 共催 布施明コンサート 大 6,000 1,247 労音府中センター

11月24日(土) 共催 瀬崎明日香・日下知奈デュオコンサート 小 3,000 160 音楽企画トッカータ

12月6日(木) 共催 シニアのみなさまのジャズコンサート 小 2,000 116 シニア・ジャズ・アクセス

12月7日(金) 後援 アコジィワンマンライブ 小 2,800 280 ハッピィフェース

12月19日(水) 共催 チェコフィル合奏団 大 4,500 878 労音府中センター

1月12日(土) 共催 劇団「飛行船」七匹の子やぎと狼 大 3,000 1,141 劇団「飛行船」

1月18日(金) 共催 早乙女太一 大 6,500 2,464 東京音協

1月26日(土) 共催 宝塚ＯＧによる「ラティーナ」 大 6,000 1,044 労音府中センター

1月27日(日) 共催 仮屋崎省吾「美を紡ぎ出す夢舞台」 大 5,500 667 労音府中センター

2月3日(日) 共催 東儀秀樹新春コンサート 大 6,500 1,072 労音府中センター

2月14日(木) 共催 三原綱木＆ロザンナコンサート 大 4,500 1,000 久保アート

2月17日(日) 共催 金子由香利シャンソンリサイタル 大 6,000 1,122 労音府中センター

3月1日(土) 共催 倉元裕樹ピアノコンサート 大 5,000 723 労音府中センター

3月23日(日) 共催 川井郁子ヴァイオリンコンサート 大 4,500 603 アーティストステージ

32,995

平成19年度共催後援事業実績一覧（プロモーター等）

プロモーター共催後援事業合計 ３２事業



（資　料）

公演日 主体 事業名 会場 入場料（円）最高額 入場者数 主催者 備考

4月21日(土)～22日(日) 共催 東京ＴＡＭＡ音楽祭 大小他 ¥2,000 1,200
たちかわみんなの
音楽祭組織委員会

人数は会館のみ

5月10日(木) 共催 藤原オペラプレステージ 小 ¥2,000 270 立川オペラ愛好会

5月13日(日) 後援 映画「ゼロからの風」上映会 他 ¥1,000 170 立川稲門会 ｱｲﾑﾎｰﾙ

6月17日(日)～24日(日) 共催 第１３回アート’９５展 他 無料 613 アート’９５ 展示室

6月23日(土) 共催 立川市吹奏楽団第3６回定期演奏会 大 無料 750 立川市吹奏楽団

6月23日(土) 後援 映画「かんからさんしん」 他 ¥800 223
立川親と子の
よい映画をみる会

ｱｲﾑﾎｰﾙ

7月13日(金) 後援 馬頭琴コンサート 小 ¥2,000 144 立川子ども劇場

7月15日(日) 共催 立川管弦楽団第52回定期演奏会 大 ¥1,000 728 立川管弦楽団

7月20日(金) 共催
第1回Japan International
Youth Ballet公演

大 ¥3,000 1,239
Japan International
 Youth Ballet

8月3日(金) 共催
夏休み元気いっぱい親子こんさーと
「音楽動物園」

小 ¥1,300 439 多摩ミュージック21

8月5日(日) 共催
朗読劇　この子たちの夏
　１９４５・ヒロシマ　ナガサキ

小 ¥2,000 428
この子たちの夏
inたちかわ実行委員会

9月7日(金)～16日(日) 後援 第31回三多摩美術家展 他 無料 1,093 三多摩美術家連盟 展示室

9月20日(木)～29日(土) 後援 たちかわアートINファーム2007 他 無料 500
アートinファーム
実行委員会

井上農園

9月22日(土) 共催
立川移転記念事業講演会
シンポジウム「一千年目の源氏物語」

大
無料

(事前申込)
1,162

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国文学研究資料館

10月7日(日)～8日(月祝) 共催 アミューたちかわ高校演劇祭 小 無料 650
アミューたちかわ
高校演劇祭実行委員会

10月13日(土)～14日(日) 後援 石田倉庫・アートの日 他 無料 3,000 石田倉庫の住人 石田産業倉庫

10月21日(日) 共催
岡本敏明先生没後30周年メモリアル・コ
ンサート「“どじょっこ”から“第９”まで」

大 ¥2,000 806 多摩フィルハルモニア協会

10月27日(土) 後援 立川ウォークラリー大会 他 ¥200 251 立川市レクリエーション協会 昭和記念公園

10月30日(火) 共催
藤原オペラ・レクチャーコンサート
「蝶々夫人」

小 ¥2,000 240
富士見町音楽を楽しむ
会

11月17日(土) 後援 松元ヒロ　ソロライブ2007 小 ¥2,500 280 立川子ども劇場

12月16日(日) 後援 ふれあいミュージックフェスティバル2007 他
無料

(要整理券)
1,100 立川市社会福祉協議会

国立音楽
大学講堂

12月16日(日) 後援 映画「大ちゃん、だいすき」 他 ¥800 186
立川親と子の
よい映画をみる会

ｱｲﾑﾎｰﾙ

1月12日(土) 後援 ソナーレ伊藤　楽しくクラシックを聴こう！ 他 ¥1,000 75 音楽のあふれる街にしよう会 ソナーレ伊藤

1月13日(日) 共催
オペラ・ルーチェ第１６回公演
「ドン・ジョヴァンニ」

小 ¥1,500 215 オペラ・ルーチェ

1月17日(木) 共催
楽しいクラシックの会コンサート
「初期バロックの名曲を聴く」

小 ¥2,000 262 楽しいクラシックの会

1月27日(日)～2月3日(日) 共催 第４回アミューたちかわ大作展 他 無料 813 WILL美術家展 展示室

2月2日(土) 共催 第９回「春を呼ぶコンサート」 大 無料 1,000 立川市障害者後援会

2月11日(月) 後援
ピティナピアノコンペティション
入賞者記念コンサート

大 ¥3,500 527 ヤマハミュージック西東京立川店

3月30日(日) 後援 ソナーレ伊藤　楽しくクラシックを聴こう！ 他 ¥2,000 75 音楽のあふれる街にしよう会 ソナーレ伊藤

6月16日(土)～3月26日(水) 共催 第５０回立川市民文化祭 －
無料

(一部有料)
－ 立川市文化協会

18,439市民団体共催後援事業合計 30事業

平成1９年度共催後援事業実績一覧（市民団体等）



 

 
（３）コミュニティ活動の啓発、情報の収集・提供及び相談に関する事業 

（寄附行為第４条第３号事業）  
 

事業区分  事業内容  開催数  実施時期  場所  

１ 情報紙の発行  
「ムーサ」500,000 部発行  
うち 485,000 部新聞折込  
＊ No.180 号（3.４月号）より市内全戸
に市広報と一緒に全戸配布。  

声のムーサの発行    40 部  
点字によるムーサ発行  40 部  

隔月  
１日発行  
 

５月～３月  
 

立川市及び 
周辺 17市町 
  
 
 

２ 財団ホームページ  
  12 月 25 日のリニューアルに伴い  
  ムーサのバックナンバー掲載、携  

帯サイトを開設。  
 

 通年  年間アクセス件数

約 112,000件 
(携帯) 
 約 400件  
 

啓発活動  

３ 市民文化情報コーナー新設  
   市民会館ロビーに文化芸術に関する  

雑誌・書籍や文化芸術活動の募集案内等

を設置。  
自動演奏ピアノの設置  

 
 
 
 
週２回  

 
通年  

 
 

毎週２回  

 
市民会館 
１階市民ロビー 

表彰活動  ４ コミュニティ奨励賞表彰  
文化・芸術活動奨励賞 団体 ４団体 

スポーツ活動奨励賞  個人 ９名  
           団体 ２団体  
善行活動奨励賞    個人 ２名  
地域活動推進奨励賞  個人 １名  
           団体 １団体  

 3月 15日(土) 市民会館  
小ホール  

 
 

 

５ アミュー水曜コンサート  
   市民公募     ４組 
   国立音楽大学生  ６組 
   立川市児童合唱団 

多摩フレッシュ音楽コンサート入賞者 
    

12 回  通年  
 
第４水曜日  
（原則） 

市民会館  
1階市民ホール
11ページの資料
を参照願いま

す。 

６ ムーサ友の会  
平成 20年３月末現在会員数 約 5,700名  

 通年  
 

市内 1,700名 
市外 4,000名 

市民参加  

７ 早起きラジオ体操  
参加記念品 3,693セット 

47団体 ７月～8月 子ども会等 

立川市  
受託事業  
 

立川市高齢者のつどい  
出演：大津美子、コロンビアローズ、  

三浦洸一、他  

２回  
 
 

9 月 16 日（日） 
合計 1,895 名 

市民会館 
大ホール 
 

 



（資 料） 

 

 
平成 19年度アミュー水曜コンサート 

＜開催内容＞ 
毎月１回水曜日 12:20～12:50 市民会館１階市民ホール 入場無料 

 

実施日 タイトル  楽器編成等 曲名  観客者数  
4月 25日 市民公募 vol.73 

「フルートカルテットのひとと

き」 

フルート４本 「カルメン」よりアラゴネーズ・

間奏曲、竹田の子守歌、とうりゃ

んせ、他 

90 名  

5月 23日 国立音楽大学学生による 
「金管五重奏コンサート」 

金管五重奏 テ・デウム、主よ人の望みの喜び

よ、小さなサーカスのマーチ、他 
90 名  

6月 20日 市民公募 vol.74 
「舞い降りた風」 
  

ピアノ 
ヴァイオリン 
歌 

青春の輝き、愛のあいさつ、確か

なこと、他 
90 名  

7月 25日 国立音楽大学学生による 
「弦楽四重奏コンサート」 
 

弦楽四重奏 アイネ・クライネ・ナハト・ムジ

ーク、弦楽四重奏（モーツァル

ト）、主よ人の望みの喜びよ、他 

90 名  

8月 22日 立川市児童合唱団 
「サマーコンサート」 

立川市児童合唱団 
 

わらべうた、炭坑節、青い空はポ

ケットさ、他 
110 名  

9月 26日 国立音楽大学学生による 
「stella saxophone quartet」 
 

サクックス四重奏 ラプソディ・イン・ブルー、虹の

彼方に、アメイジング・グレース、

他 

90 名  

10月17日 多摩フレッシュ音楽コンサート
２００７弦楽器部門最優秀受賞

者による 
「ヴァイオリンの調べ」 

ピアノ 
ヴァイオリン 

プニャーニのスタイルによる

テンポディメヌエット、スプリ

ングソナタ第１楽章、カルメン

幻想曲、他  

100 名  

11月28日 国立音楽大学学生による 
「午後の優雅なひととき」 
  

ピアノ 
ソプラノ 
メゾソプラノ 
テノール 

秘めごと、６つの二重唱曲より

「わが願いはこの愛すべてを」、

おまえがほしい、他 

90 名  

12月19日 市民公募 vol.75 
洗足学園音楽大学学生による  
「音のイルミネーション」  
  

ピアノ 
ホルン 
フルート 
他 

ホールニューワールド、ライオン

キング「愛を感じて」、アベマリ

ア、他 

90 名  

1月 23日 国立音楽大学学生による  
「フルートと弦楽の調べ」  

ヴァイオリン 
チェロ 
ヴィオラ 
フルート 

フルート四重奏曲第１番、フルー

ト四重奏曲第４番（モーツァル

ト）、他 

60 名  

2月 27日 市民公募 vol.76 
「～春に寄せて～」  
  

ピアノ 
ヴァイオリン 
 

メロディー、タイスの瞑想曲、さ

くら、他 
100 名  

3月 26日 国立音楽大学学生による  
「金管５重奏の休日」  

金管五重奏 トランペットボランタリー、ピン

クパンサー、誰も寝てはならない

他 

90 名  



 

 （４）前各号の事業に必要な施設の管理に関する事業（寄附行為第４条第４号事業） 
 

事業区分 事 業 内 容 実施時期 施設概要 

 

施設管理 

 

 

市民文化芸術の発信拠点として利用継続が図れるよう、立川市市民

会館の施設管理と運営に努めました。 

 

〇 立川市市民会館（アミューたちかわ）の施設管理及び運営 

   

１．会館の保守及び維持管理等 

(1) 市民会館管理運営事務費（執行率 98.30％） 

  予 算 現 額  214,759,000円 

  決  算  額    211,108,212円 

  差引額不用額      3,650,788円 

(2) 平成19年度の修繕件数 58件 

建設当初からの設備機器等も多く存在しているため、適切な

日常点検の実施により、早期のメンテナンスを心がけ、事業実

施に支障を与えないよう現状設備機器等の維持管理に努めま

した。 

  (3) 主な修繕箇所（修繕費用額50万円以上のもの） 

① 大ホール幕開閉ランナー・サスライト横滑車交換修繕 

② 小ホール照明フライダクトコンセント修繕 

   ③ 大ホールマニラロープ交換修繕 

   ④ 小ホール音響卓マトリックス部修繕 

   ⑤ 大ホール照明ピンスポット他修繕 

   ⑥ 小ホール絞り緞帳枝滑車交換修繕 

   ⑦ 大ホール吊りマイク修繕 

   ⑧ 第４会議室エアコン修繕 

   ⑨ 大ホール照明調整卓修繕 

    ⑩ 大ホール１階椅子修繕 

   

２．会館の使用申請受付及び承認、貸出 

   「アミューセット」やプロモーターとの積極的な共催事業の展

開により大ホールの利用においては前年度実績を5.22ポイント上

回ることができましたが、施設全体では、前年度実績を4.46ポイ

ント下回る結果となりました。 

＊13ページの資料の立川市市民会館（アミューたちかわ）利用

状況を参照願います。 

 

３．会館の使用料の徴収 

   施設全体の利用状況が前年度実績を下回った関係で、会館の使

用料は、前年度実績に比べ約 200万円減収の 2.7ポイント減とな

りました。 

＊14ページの資料の平成19年度市民会館使用料収入報告書（月

報）を参照願います。 

 

〇 経年劣化等への対応 

昭和 48年 12月７日竣工から 34年が経過し、この間、平成 14

年度に行った劣化診断及び平成 16年度に行った耐震診断におい

て、建物内外の部位の改修及び部分的な補強の必要性が求められ

ています。 

このような状況にある現状施設を中長期的観点からリニューア

ルし、市民にとってさらに魅力ある施設へと転換させるため、「市

民会館の今後のあり方」について、市の施設計画検討委員会の下

部組織として「市民会館検討調整会議」を設置し、部会、分科会

活動を実施するとともに、先進施設を視察するなどして、改善策

の検討を行っております。 

 

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 

立川市市民会館 

（アミューたちか

わ） 

 

所在地 

 立川市錦町 

  3－3－20 

 

施設内容 

 大ホール 

  （1,452席） 

小ホール 

    （280席） 

 展示室 

  （282㎡） 

 サブホール 

  （127㎡） 

 会議室 

  （8室） 

 その他 

  （喫茶室等） 

 


