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1.　令和２年度事業詳細

事業名 日時・入場者 概要 入場料等
公益事業1

1. 街de会いまshow！
まちdeおんがく　落合商店街編 2020年7月11日（土）

11：30～12:00
（悪天候のため7月4日から順延）
落合団地商店街（野外）

観覧者51(人）

出演/OTO ＫＡＢＡＮ（オトカバン/関根好香、石本径代）
協力/落合団地商店街　スタジオメガネ

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

観覧無料

読響メンバーによる室内楽のしらべ
トリオからの3つの贈り物
～Three Souvenirs of Trio～
優雅なフルート、チェロ、ピアノの調べ

2020年12月10日（木）
①13時　②16時
永山公民館ベルブホール

入場者56（人）

出演/フリスト・ドブリノヴ（フルート）、室野良史（チェロ）、伊倉由紀子（ピアノ）

曲目/①クリスマス・メドレー／ハイドン：ピアノ三重奏曲第30番 ヘ長調／ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 ト
長調
②クリスマス・メドレー／ハイドン：ピアノ三重奏曲第30番 ヘ長調／ウェーバー：フルート三重奏曲ト短調

主催/多摩市
共催/パルテノン多摩共同事業体

アテナ・一般1,000円
子ども（小中学生）500円
※未就学児入場不可

2. 季節イベント公演
パルテノン多摩プレゼンツ
ニジノ絵本屋クリスマス絵本ライブ
in 多摩センター

2020年12月19日 (土)
①11：00～12：10
②14：00～15：10
ココリアホール

入場者45（人）
①18人　②27人
45人

「ばんぱくとあんな」による絵本読み聞かせライブ。ライブの前に手作り楽器のワークショップを行い、
作った楽器を持って、絵本ライブに参加していただいた。

手作り楽器のワークショップ（20分）
「ばんぱくとあんな」絵本ライブ（50分）

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

大人300円
子ども（4才～中学生）100円
※3歳以下無料

新春ぱるたま落語会　柳家三三 2021年1月28日（木）18：00開演
永山公民館ベルブホール

入場者62（人）

出演/柳家三三、三遊亭好二郎

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

一般　3,000円
アテナ　2,800円
学生　1,500円
※未就学児入場不可

3. テーマ別公演
多摩ニュータウン初期入居50周年記念
諏訪・永山地区入居50周年
移動型演劇　「ニュータウンと、あるく。」

2021年3月27日（土）・28日（日）
①11:00　②13:30　③16:00
永山公民館ギャラリー～ブリリア多摩ニュータウン～諏
訪・永山商店街

参加者97（人）

出演/薄井信介、菊川朝子、たけうちみずゑ、物集女、りょーちん、安田カオル（以上パルテノン多摩レジ
デントアーティスト）、佐野美星、塩谷敬、伊藤豊、タカハシペチカ、川松桐子、菊川泰然
演出・脚本：櫻井拓見　演出助手：鈴木しゆう　舞台監督：伊達一成　音楽監修：伊藤豊　映像撮影：川本
直人
市民スタッフ：岡田淳　齋藤誠　運営協力：日坂春奈
協力/グリナード永山会　新都市センター開発株式会社　諏訪名店会の皆様　永山団地名店会の皆様
諏訪地区・永山地区の皆様　永山公民館　ＵＲ都市機構

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

多摩市在住・在勤 1,500円
アテナ1,500円
一般 2,000円　学生 500円

１．文化芸術の振興・普及啓発事業
Ⅰ文化芸術振興事業
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Ⅱ.普及啓発・人材育成事業
1. 市民舞台芸術学校

市民舞台芸術学校
プレ企画「パルテノン多摩事業企画説明会」

2020年8月1日（土）・2日（日）
永山公民館ベルブホール（無観客開催）

内容/2020年度の事業企画の説明とともに、2019年度の事業企画から市民参加のパフォーマンスを加
えることで市民参加企画を知ってもらい、2020年度下半期への参加を促した。観客募集を行ったが、新
型コロナウイルス感染拡大の影響のため、当日は無観客開催とし、後日説明会動画を配信した。

出演・スタッフ/
<市民参加演劇まちまち>演出：瀬戸山美咲　振付：野坂弘　音楽：吉田能　市民出演者13名
<舞台スタッフ講座>講師：伊達一成（舞台監督）　石井みつる（舞台美術）　関定己（照明）　市民参加者2
名
<舞台朗読講座の基礎>講師：末永明彦　市民参加者9名
<レセプショニスト講座>講師：株式会社ヴォートル　市民参加者3名
レジデントアーティスト4名

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

市民舞台芸術学校
「舞台朗読講座の基礎」

①10月3日（土）、②10月17日（土）、③10月24日（土）、④
11月7日（土）、⑤11月14日（土）、⑥11月28日（土）、⑦12
月5日（土）
発表会：⑧12日（土）、⑨⑩ 13日（日）
9：30～12：00（全10回）

参加者85（人）
①9人②8人③9人④7人⑤8人⑥8人⑦9人⑧9人⑨9人⑩
9人

内容/参加者が自分で選んだ作品を舞台で読む講座
講師/末永明彦
対象/18歳以上

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

参加費：一般：15,000円　アテナ会員：12,000円
市内割引：12,000円　U25割引：7,500円

市民舞台芸術学校
「舞台スタッフ講座」

（全16回）19:00～20：30
舞台：①9月29日（火）、②10月5日（月）、③10月16日
（金）、④11月17日（火）、⑤11月28日（土）⑥12月5日
（土）、⑦12月22日（火）
照明：①10月20日（火）、②10月26日（月）、③11月2日
（月）、④11月16日（月）、⑤11月24日（火）、⑥12月1日
（火）、⑦12月8日（火）
発表会：⑧12月11日（金）、⑨12月12日（土）、⑩12月13
日（日）

参加者131（人）
舞台①8人②8人③7人④7人⑤7人⑥8人⑦8人
照明①8人②8人③7人④7人⑤8人⑥8人⑦8人
本番⑧8人⑨8人⑩8人

内容：舞台と照明についての基礎知識を学び、劇場にて実践する講座
講師：舞台担当：伊達 一成／照明担当：関 定己
対象：18歳以上

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

参加費：一般：10,000円　アテナ会員：8,000円　市
内割引：8,000円　U25割引：5,000円

市民舞台芸術学校
「レセプショニスト講座」

（全6回）13:30～15:30
①10月18日（日）、②11月1日（日）、③11月15日（日）、④
11月22日（日）、⑤12月10日（木）
⑥12月13日（日）※発表会

参加者16（人）
①3人②3人③3人④3人⑤2人⑥2人

内容/レセプショニスについての基礎知識を学び、劇場にて実践する講座
講師/株式会社ヴォートル
対象/18歳以上

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

参加費：一般：10,000円　アテナ会員：8,000円　市
内割引：8,000円　U25割引：5,000円

市民舞台芸術学校
「子ども映像表現講座」

（全10回）10:00～12:00
①10月11日（日）、②10月18日（日）、③10月25日（日）、
④11月1日（日）、⑤11月8日（日）、⑥11月15日（日）、⑦
11月22日（日）、⑧11月29日（日）、⑨12月6日（日）
発表会：⑩12月13日（日）

参加者29（人）
①3人②3人③3人④3人⑤3人⑥3人⑦3人⑧3人⑨3人⑩
2人

内容：タブレットを使い、撮影から編集まで行う映像講座
講師：川本直人
対象：小学5年生～高校3年生

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

参加費：5,000円

市民舞台芸術学校
「市民プロデューサー講座」

①2021年1月15日（金）、②1月22日（金）、③1月29日
（金）
④2月5日（金）、⑤2月12日（金）、⑥2月19日（金）
⑦2月21日（金）、⑧2月26日（金）
19:00～21:00

参加者31（人）
（オンライン実施変更により4名辞退）
①4人②4人③4人④3人⑤4人⑥4人⑦4人⑧4人

内容/企画立案から実践までを学ぶ講座※座学はすべてオンライン実施
講師/間瀬 勝一／坂井知志／小川幹雄
対象/18歳以上

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

参加費：一般：8,000円　アテナ会員：6,400円　市
内割引：6,400円　U25（25歳以下）割引：4,000円
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2. 市民参加演劇公演
市民参加演劇公演
音楽劇「わが町、たま」～月の光～

募集期間：8月17日(木)～9月17日（木）
説明会：9月13日（日)／キックオフ集会：9月27日（土）
稽古期間：9月27日(日)～2021年2月
本番：2月21日(日)
※仕込み：2月19日(金)／舞台稽古：2月20日(土)

入場者134（人）
・13：00回77人（一般：40、市内：23、U25：7、招待7）
・17：00回54人（一般：19、市内：19、U25：9、招待10）

多摩NT50周年にあたり、地域の歴史、文化遺産を取材した創作劇の上演。緊急事態宣言再発令によ
り、当初予定していた音楽劇を、動きの少ないリーディング公演に変更した。会場（関戸公民館エレベー
ター前ホール）では、NT50周年企画と連携し、脚本に出てくる場所や建物など関連する写真の展示を行
う。感染症対策として、ガイドライン（「パルテノン多摩新型コロナウイルス感染拡大予防について（出演
者、スタッフ用）」「パルテノン多摩新型コロナウイルス感染拡大予防について（お客様用）」）に基づき、
三つの密の回避等、徹底した感染防止対策のうえ実施。
【出演、スタッフ】
　出演/公募キャスト（15名）公募コーラス（6名）、演奏（4名※うち1名レジデントアーティスト）、粉や踊り3
名
　構成/演出：末永 明彦／作：七海 凪／音楽：西村 勝行／振付：酒井 麻也子／演出補佐：松川 美子
　舞台美術/石井 みつる／照明：関 定己
　音響/浅井 真也／衣装：北川 妙子
　演出助手/鈴木 しゆう、森下 かおり、関根 好香、りょーちん（以上レジデントアーティスト）、森下かお
り、久保晴奈
　舞台監督/伊達 一成
　企画・制作統括/末永 明彦、制作統括助手/松川 美子
　宣伝美術/原子 尚之（株式会社パンデコングラフィック）
　撮影・編集/川本直人、市民スタッフ（5名）

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

【入場料】
一般（多摩市外・26歳以上）2,000円、アテナ会員・
市民割引（市内在住・在勤）1,600円、U25割1,000
円

【参加料】
一般25,000円、市民割引20,000円、U25割10,000
円

3. アウトリーチ・学校プログラム
多摩市立聖ヶ丘小学校　吹奏楽団サポート 練習/2020年10月1日（木）・8日（木）・15日（木）

本番・撮影/2020年10月20日（火）
配信日/2020年11月7日（土）オンライン文化祭

入場者798（人）
当日参加人数：34人
パレード観覧者数：134人
youtube視聴者数：630人

多摩市立聖ヶ丘小学校の６年生による金管バンドパレードの参加機会が失われたため、代替企画として
オンライン文化祭へ参加。振付・演奏指導と撮影・編集・公開のサポートを行った。

講師／レジデントアーティスト（菊川朝子・タカミナオミ）
対象人数：小学６年生34人

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

なし

4. アウトリーチ・放課後プログラム
演劇アウトリーチ諏訪南学童クラブ ワークショップ：2020年8月13日（木）13:30～15:30、19日

（水）11:00～12:00、20日（木）13:30～15:30
9月30日（水）14:30～16:00、10月29日（木）15:00～
16:00、11月26日（木）15:00～16:00、12月15日（火）14:30
～16:00、2021年1月14日（木）14:30～15:30、1月27日
（水）14:30～16:00
発表会・本番：2021年2月13日（土）11:30～16:30
参加者123名
上映会：2021年3月13日（土）10:30～12:00
入場者
3月13日（土）発表会入場者数（児童・保護者）34名

8月の3日間に小学1年生～4年生までを対象としたそれぞれ単発の演劇ワークショップを実施し、9月以
降、月1回程度の継続的なワークショップを実施。ファシリテーター（講師）をレジデントアーティストがつと
め、発表会では絵本を題材にした10分程度の演劇作品を上演した。

講師・講師助手／レジデントアーティスト（菊川朝子・鈴木しゆう・関根好香・タカミナオミ）
対象人数：1年生 大9名、2年生 大4名、3年生 大36名、4年生 大6名　うち、固定学級含む配慮児
童20名前後

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

5. アウトリーチ・特別プログラム
多摩市立教育センター演劇ワークショップ 2020年①10月19日(月)　②11月9日(月)　③11月25日

(水)
④11月30日(月)　⑤12月7日(月)
13:00～14:30
多摩市立教育センター

参加者8(人)
①1人②1人③2人④2人⑤2人（計8人）

多摩市立教育センターの適応教室において、通所する児童・生徒に対し演劇ワークショップを実施した。
講師/前嶋のの　関根好香　大竹創作

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

参加費　なし
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多摩市×アイスランド　朗読プロジェクト 2020年10月16日（金）撮影
11月7日（土）オンライン配信

YouTube視聴者数（多摩市オンライン文化祭の総視聴者
数）：約20,000（人）

多摩市がアイスランド共和国のホストタウンに決定したことにより、アイスランド作品の朗読公演を歓迎イ
ベントして計画していたが、オリンピック・パラリンピック延期により計画が中止となった。
その代替企画として、11月7日に行われた「多摩市オンライン文化祭」に朗読公演の予告映像を公開し
た。

脚本・演出/櫻井拓見　出演/久原詢　佐野美星　りょーちん（レジデントアーティスト）、物集女（レジデン
トアーティスト）　音楽/甲斐謙一（kand production Inc.）　撮影・編集/神之門隆広　協力/駐日アイスラン
ド大使館　プロモート・アイスランド　学研プラス　多摩市役所くらしと文化部オリンピック・パラリンピック
推進室　MichiCafe　多摩市若者会議

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

なし

貝取こぶし館　春のロビーコンサート 2021年3月7日（日）14:30開演
多摩市立貝取コミュニティセンター

入場者60（人）

貝取コミュニティセンターと協働して実施したコンサート。
出演/薄井信介（チェロ）、高田有香子（キーボード）、singer haru（歌）、鈴木しゆう（語り）、松川美子（語
り）
演出/末永明彦　照明/関定己　安田寛美　杉野杏桃　音響/高木伸　和田珠美　運営/貝取こぶし館春
ロビ実行委員会　協力/フラットステージ

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

一般500円
中学生以下100円

6. レジデントアーティスト
レジデントアーティストオーディション 募集期間：2020年8月5日(水)～8月20日(木)

オーディション実施日：9月4日(金)14:00～16:00／18:00
～20:00、9月5日(土)14:00～16:00／18:00～20:00

多摩市の文化芸術拠点として地域のにぎわいをつくりだすことを目的とした地域貢献事業のひとつとし
て、市内各所へのアウトリーチや、劇場事業への参加を通して「まちと芸術をつなぐ」レジデントアーティ
ストの募集（オーディションによる選考）を実施。
令和2年度レジデントアーティスト/計12人（応募者19名）

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

レジデントアーティスト研修プログラム 研修プログラム：①2020年7月23日(木)、②8月24日
（月）、③9月11日(金)・④12日(土)、⑤9月25日(金)

参加者24（人）
①4人②4人③4人④4人⑤8人

レジデントアーティストの研修プログラムを実施。
研修プログラムA（基礎研修・3時間）…劇場のミッションについてなどの座学。
研修プログラムB（シアターエデュケーション・6時間）…ファシリテーターのテクニカル講座とWSプログラ
ムデザインの実践。
研修プログラムC（企画運営・3時間）…企画書作成の実践。

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

「NYシアターエデュケーションプログラム×パル
テノン多摩」

（レジデントアーティスト／育成プログラム・市民
向けWS）

2021年①1月9日(土)、②1月10日（日）、③1月11日（月）、
④1月13日（水）、⑤1月14日（木）、⑥1月15日（金）、⑦1
月16日(土)　10:00～12：30
※12日を除く
オンライン開催

入場者481(人）
①270人②44人③44人④31人⑤32人⑥30人⑦30人

NY在住のティーチングアーティストである外部講師を招いてレジデントアーティストや、一般市民を対象
に育成プログラム・ワークショップを実施し、多摩市の文化芸術を共に担うパートナーの発掘・養成・育成
を行う。
※全てオンラインによる開催。

プログラムA「知る」…NYにおける演劇や演劇ワークショップの現在、NYのシアターエデュケーションの成
り立ちやネットワークのレクチャー。
プログラムB「体験する」…実際にNYの講師が市民を対象にオンラインで演劇ワークショップを実践。
プログラムC「学ぶ」…日本国内の演劇ワークショップ・ファシリテーターたちが、NYのオンライン演劇
ワークショップの手法や活用方法を学び、多摩市内及び日本全国で活用できるよう育成を行う。

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
助成/一般財団法人地域創造

　・参加費
【A】無料、【B】2000円、【C】1000円、【D】レジデント
アーティスト6000円、外部参加者10000円
【見学】B～Dの各回500円、通し券2000円
　・定員：【A】90名、【B】20名、【C】20名、【D】15
名、【見学】各回20名
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２．郷土の文化及び自然環境の振興、普及啓発事業

1. 出張展示　２回
特別展「パルテノン多摩」ＷＥＢ展覧会 2020年4月17日(金)～

ＷＥＢ上
昨年度に実施し、新型コロナウィルス感染拡大防止のために4日間しか開催できなかった特別展「パル
テノン多摩」展をＷＥＢ（ツイッター等）にて紹介する。

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

無料

地域連携展示
「多摩のカヤ場の博物誌」

2020年10月25日（日）～12月20日（日）［39日間］
10:00～16:00
旧多摩聖蹟記念館
※月、水休館（ただし12月は第1火曜以外の火曜も休館）

入場者6,229（人）

多摩市（パルテノン多摩）、多摩市教育委員会、東京都立大学牧野標本館の三者が連携し、それぞれが
所蔵する資料をもとに、ススキの草原である「カヤ場」をテーマに出張展示をおこなった。カヤ場のカヤ
（ススキ）が屋根材や家畜の餌などに利用されていたことや、カヤ場には豊かな生物多様性が見られた
ことなど、民俗学と生物学を融合した内容の展示とした。

10月（5日間）638（人）、11月（21日間）3,867（人）、12月（13日間）1,724（人）

共催/多摩市、多摩市教育委員会
企画/パルテノン多摩共同事業体
協力/東京都立大学牧野標本館

無料

多摩ニュータウン初期入居50周年記念展示
「諏訪・永山のあゆみ～初期入居からの道のり
～」

①2021年3月7日（日）～29日（月）[23日間]
　グリナード永山つばさ広場
　10：00～20：00（ 終日のみ19：00）、

②3月20日（土）～29日（月）[10日間]
　諏訪・永山商店街
　11：00～16：00

③3月24日（火）～29日（月）[6日間]
　永山公民館ギャラリー
　10：00～17：00

入場者　推計　3,000（人）
①カウントできず（アンケート推計から2,000人～3,000人）
②468（人）
③581（人）
[のべ39日間]

多摩ニュータウン入居50周年を記念し、諏訪・永山団地を中心とした、地域密着型の展示を実施した。
会場には、商業施設であるグリナード永山、永山公民館、初期入居の現場である諏訪永山商店街など
を設定。グリナード永山ではだれでも気軽に楽しくみられる定点撮影の展示を、諏訪永山商店街では現
地性を生かした実感を持てる展示を、永山公民館では実物資料を用いた概説的な展示を実施した。実
施に当たっては、演劇事業との連携のほか、図書館と連携した関連図書展示、公民館と連携して公民
館にて記録映画上映、丸善多摩センター店で同種の企画展示をおこなった。各会場では、入場者が受
動的に展示を見るだけでなく、団地の記憶などをコメントカードで共有するコーナーを設け、参加できる展
示も試みた。

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
協力/グリナード永山、新都市センター開発株式会社、諏訪名店街の皆様、永山団地商店会の皆様、
UR都市機構、株式会社多摩テレビ

2. 古文書講座　８回 　
古文書講座　初級 2020年10月21日（水）・10月28日（水）・11月4日（水）・

11月18日（水）(全4回)
10:00～12:00
永山公民館集会室・オンライン
入場者236(人)（会場77人・オンライン159人）
[4日間]

初心者を対象に、崩し字の解読方法を学び、多摩市域に関連する古文書を解読する。初級ではくずし字
のてほどきをおこない、わかりやすい古文書を解読た。今回は徳川将軍家側近の著名な人物について
の資料や出来事を扱い、親しみやすい内容の古文書でくずし字を学んだ。コロナ対応として、Microsoft
Teamsを用いたオンライン配信と、会場受講の併用講座とした。

講師/福留真紀(東京工業大学准教授)
使用資料／はつか艸・仰高録（国立公文書館所蔵）

10月21日63人（会場21人・オンライン42人）・10月28日60人（会場21人・オンライン39人）・
11月4日57人（会場17人・オンライン40人）・11月18日56人（会場18人・オンライン38人）

主催／多摩市
主管／公益財団法人多摩市文化振興財団

4回通し　2,500円

地域とのつながり構築
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古文書講座　中級 2020年12月2日（水）・12月9日（水）・12月16日（水）・
12月23日（水）
14:00～16:00
関戸公民館大会議室・オンライン
 
入場者253(人)
[4日間]
 会場107人・オンライン146人

古文書の中級者を対象とし、地域の古文書を読み進める講座。講座では、会場に近い関戸村・原関戸
村にかかわる「傘連判状」や、岩堰をめぐる争いについての訴訟文書を解読し、当時の村の様子を理解
する手掛かりとした。

講師/岩橋清美
使用資料/多摩市教育委員会所蔵資料ほか

12月2日66人（会場26人・オンライン40人）・12月9日60人（会場26人・オンライン34人）・12月16日63人
（会場28人・オンライン35人）・12月23日64人（会場27人・オンライン37人）

主催／多摩市
主管／パルテノン多摩共同事業体

4回通し　2,500円

3. 植物観察会　１４回
みんなの植物観察会 全5回･火曜日

10:00～12:00
野外

※4月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期、
5～6月は中止。

入場者134(人)

初心者を対象に、多摩市および周辺地域の植物を観察した。新型コロナウイルス感染症の流行を受け、
事前申込制と定員制（定員40人）を導入した。

講師/多摩市植物友の会会員、昆虫専門家（9、10月のみ）
　
タイトル・観察場所：
9月/秋草さがし（平山城址公園） 10月/秋たけなわ（長沼公園） 11月/ニュータウンにすむ植物達（鹿島・
愛宕）
12月/冬の雑木林を歩く（百草周辺） 3月/稲城の春（稲城城山）

9月29日31人（40人受付、9人キャンセル）　10月13日35人（40人受付、5人キャンセル）　11月3日34人
（40人受付、6人キャンセル）　12月15日34人　3月9日→現地観察中止
※4月～6月は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期。

主催/多摩市植物友の会、多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

各回　300円

※うち200円が財団収入、
　残りの100円が
　多摩市植物友の会の収入。

植物観察会ステップアップコース 全4回
資料をもとに各自が野外で観察

※4月～6月は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め延期。
 
年間累計224(人)
受講生56人

より深く植物を学びたい人のための講座。詳細な資料と講師による解説動画をもとに各自で植物を観察
していただき、植物に関する知見を深めていただいた。

講師/内野秀重(植物研究家・長池ネイチャーセンター 館長)
　
10月/片倉城跡公園　11月/矢川　12月小山田　3月/東寺方～百草

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

4回通し　2,000円

4. アウトリーチ事業・学芸員派遣事業　１８回程度
桜美林大学　高校生自宅支援プログラム〝ディ
スカバ″　「ニュータウンの特色を発見しよう」

【課題出し】2020年6月中
【講評】2020年7月予定
ＷＥＢ上（https://discova.jp/program/2nd-12/）にて公開
 
入場者（不観測）

新型コロナウィルスによる緊急事態宣言下で、桜美林大学による高校生自宅支援プログラム「ディスカ
バ」に、桜美林大学の金子先生とともに学芸員が参加し、ニュータウンについての課題を出した。

講師：金子淳（桜美林大学准教授）、森谷善隆（桜美林大学）
派遣講師:橋場万里子(当財団学芸員)・仙仁 径(当財団学芸員)
　
主催/桜美林大学
協力/公益財団法人多摩市文化振興財団

無料
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連光寺小学校4年生　地域学習 ①2020年6月24日（水）
②2020年9月4日（金）
③2020年9月11日（金）
④2020年9月18日（金）
①②③④9:30～11:30
①③④多摩川
②連光寺小学校

入場者81(人)
①61人　②5人　③7人　④8人

多摩市立連光寺小学校4年生の地域学習で、多摩川河川敷に生える植物について、学芸員による解説
を行った。また、②では植物調査グループに調査に必要な手法などを指導した。

派遣講師/仙仁 径（当財団学芸員）

無料

東京造形大学　写真B授業 2020年6月17日（水）
14時～15時

参加者26（人）

東京造形大学の写真Bの授業で、年間を通して多摩ニュータウンについて学ぶというテーマのもと、学芸
員によるオンライン授業を実施し、多摩ニュータウンの特色について解説・質疑応答を行った。

派遣講師／橋場万里子（当財団学芸員）・仙仁 径（当財団学芸員）

無料

多摩第一小学校4年生　地域学習 2020年7月13日（月）
多摩川
 
入場者108(人)

多摩市立多摩第一小学校4年生の地域学習で、多摩川河川敷に生える植物について、学芸員による解
説を行った。

派遣講師/仙仁 径（当財団学芸員）

無料

恵泉女学園大学オンライン公開学習会 2020年10月4日（日）
オンライン開催

入場者51（人）

恵泉女学園大学で街路花壇への在来種・希少種の導入について研究しているグループによる公開学習
会で、地域の野生植物の専門家として講師を務めた。

派遣講師/仙仁 径（当財団学芸員）

無料

関一つむぎ館まち歩き 2020年10月25日（日）
旧多摩聖蹟記念館および周辺

入場者14（人）

つむぎ館が主催している「まち歩き」の10月開催の回で、都立桜ヶ丘公園の植物の解説と、旧多摩聖蹟
記念館で開催していた地域連携展示「多摩のカヤ場の博物誌」の展示解説を行った。

派遣講師/仙仁 径（当財団学芸員）

無料

豊ヶ丘小学校3年生　地域学習 2020年11月5日(木）11時～11時20分
豊ヶ丘小学校体育館

入場者60（人）

豊ヶ丘小学校の地域学習のため、豊ヶ丘周辺の歴史的な見どころや多摩市域で作られてきたメカイなど
について学芸員が解説・紹介し、今後の学習につなげた。

派遣講師/橋場万里子（当財団学芸員）

多摩市健康推進課ウォーキング「石仏マップ」 2020年12月5日(土）アップロード
多摩市ＨＰ

閲覧者（不観測）

新型コロナウィルスのため、現地歩きができなくなったため、その代替措置として、昨年度歩いた石仏
ウォーキングの内容に各場所の解説と地図を加えて、多摩市HPにアップロードした。

派遣講師：橋場万里子（当館学芸員）

多摩市立図書館デジタルアーカイブ関連講演会
「調布玉川惣画図を探る」（youtube動画公開）

2021年2月16日(土）アップロード
多摩市ＨＰ（youtube公開）

閲覧者（3月末日・閲覧数338）

図書館のデジタルアーカイブ公開を記念して、多摩市指定有形文化財「調布玉川惣画図」についての講
演会を当館学芸員がおこなった。新型コロナウィルス感染拡大防止のため、動画をyoutube配信した。

派遣学芸員：橋場万里子（当館学芸員）
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丸善多摩センター店連携展示
①航空斜写真から見た多摩ニュータウン
②多摩の祭礼と寺社
③多摩のカヤ場の博物誌mini
④諏訪・永山団地は満50歳

①2020年7月15日（水）～9月15日（火）
②2020年9月16日（水）～11月15日（日）
③2020年11月16日（月）～1月14日（木）
④2021年1月15日（金）～4月15日（木）
丸善多摩センター店　レジ裏フェアスペース

入場者（不観測）

丸善多摩センター店と連携して、書店内に展示を実施。①では航空斜写真などから見た多摩ニュータウ
ンの姿やポイントをパネルにて紹介し、②では祭礼と寺社をパネルで紹介。③では旧多摩聖蹟記念館で
実施していた連携展示とリンクさせ、「カヤ場」についての書籍を紹介しました。④はグリナード永山・永
山公民館・商店街・図書館等で展開した多摩ニュータウン初期入居50周年記念の連携展示にあわせ、
多摩ニュータウン関連の書籍を紹介しました。書籍には学芸んによるＰＯＰも設置し、地域を知るきっか
けづくりとした。

担当学芸員／①②橋場万里子（当館学芸員）・①③④仙仁径（当館学芸員）

多摩テレビ「多摩ニュータウンの移り変わり」
①はじめに
②起工式
③団地内商店街
④初期入居
⑤交通
⑥建物
⑦団地の建て替え
⑧街路樹

多摩テレビ放映日
①2020年7月30日（金）～8月5日（木）
②2020年8月27日（金）～9月2日（木）
③2020年9月24日（金）～9月30日（木）
④2020年10月28日（木）～11月2日（火）
⑤2020年11月26日（金）～12月2日（木）
⑥2020年12月17日（金）～12月23日（木）
⑦2021年1月28日（金）～2月3日（木）
⑧2021年2月25日（金）～3月3日（木）

多摩テレビで放映後、youtube動画としてアップ。
閲覧者数（各350～3,500回再生）

多摩ニュータウン初期入居50年を振り返ることを目的として、パルテノン多摩と多摩テレビが共同で放映
コンテンツ作りをおこなった。学芸員が写真や内容を提案し、出演して解説をおこなった。今年度は、初
期入居のあった諏訪・永山地区を中心に、入居までの過程を紹介するとともに、多摩ニュータウンの特
徴的なトピックを取り上げた。放映後は、youtubeに動画配信をおこない、連携展示にも展示した。また、
今後の博物館コンテンツとしても使用予定。

派遣学芸員：①②③④橋場万里子（当館学芸員）、⑤⑥⑦⑧仙仁径（当館学芸員）

1. 市民学芸員講座
市民学芸員養成講座 【講座】①2020年10月3日（土）・②10月17日（土）・③11月

1日（日）・④11月8日（日）、⑤11月21日（土）・⑥11月29
日（日）・⑦12月13日（日）
【定例会】⑧2021年1月17日（日）・⑨2月21日（日）

14：00-16：00
①⑧⑨オンライン、②⑤永山公民館　③④野外、⑥⑦関
戸公民館

入場者169（人）
①27人　②26人　③24人
④18人　⑤25人　⑥24人　⑦25人

市民学芸員養成のために地域の課題・魅力発見・現地歩きやテーマの探求などのWSを通して博物館の
理解を深め、新しいミュージアムでの活動内容などについて考えた。WSでまとめた市民学芸員による
ミュージアムへのテーマ案などは博物館リニューアルにも活用した。また、講座後、有志は多摩ニュータ
ウン初期入居50周年記念などの企画や設営作業にも参加し、定例会を継続しながら市民学芸員として
の活動を開始した。

①10月3日（土）14~16時　はじめに
②10月17日（土）14~16時【発表会】多摩には何があるか／複数の推薦場所を参加者がプレゼンし、現地
見学先を決める。
③11月1日（日）14～16時【現地見学】旧連光寺村域を歩く
④11月8日（日）14～16時【現地見学】旧東寺方村域を歩く
⑤11月21日（土）14～16時【発表会】私が考える多摩の魅力・伝えたいこと
⑥11月29日（日）14～16時【検討会】どのような博物館にしていくか・Ⅰ
⑦12月13日（日）14～16時【検討会】どのような博物館にしていくか・Ⅱ

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

2,000円（全回通し）

2. 市民と連携した調査研究活動（くらし調査、植物標本、古文書、定点撮影）
植物標本整理ボランティア 通年

10:00～17:00
キッズファクトリー

入場者4(人)
[1日間]

多摩市植物友の会会員の有志がパルテノン多摩収蔵標本の整理を行った。

5月7日（木）4人
※6月以降は新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から活動を自粛

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

無料・無償

リニューアル準備
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古文書解読ボランティア 通年
A班月曜10:00～12:00　　B班月曜13:00～17:00
事務所
 
入場者160(人)
  7月28人(4日4回) 　　8月28人(3日4回)
 9月28人(3日4回) 　　10月28人(3日4回)
11月28人(4日4回) 　   12月20人(2日3回)
※1月～3月は新型コロナウイルス感染拡大防止で休館
のため活動中止。

多摩市やその周辺に残されている古文書を､有志によって解読し､資料叢書などの刊行物に結び付ける
取り組み。

2班(計14名)※D班は今年度事務所での活動なし。
A・B班月2回
4月～6月　コロナと引っ越しのため休止
7月…  6日、13日、20日、27日
8月…  3日、24日、31日
9月…  7日、14日、28日
10月…12日、19日、26日
11月…2日、9日、16日、30日
12月…7日、21日
1月～3月…新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動中止。

主催/多摩市
主管/公益財団法人多摩市文化振興財団

無料・無償

定点撮影プロジェクト 不定期
野外、オンライン

入場者12(人)
6月29日　4人
11月5日　4人
3月7日・29日　4人
※その他　適宜オンライン上で

現在の景観を計画的に記録し保存するプロジェクト。過去の写真の撮影地点を特定し、現在までの景観
の変化を確認。今年度はパルテノン多摩の館内撮影のほか、ココリア多摩センターからの撮影会を実施
し、連携展示の写真提供や設営作業に参加した。定期的な会合は実施せず、オンライン上での情報交
換を続けた。

6月29日(月)、11月5日（木）、3月7日（日）、29日（月）

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

無料・無償

3. 研究成果発信事業
資料整理目録化 通年 所蔵資料の整理・保存を行い、地域の歴史資料を次世代に伝え、またその活用を図るための整理目録

化。写真資料検索データベースのため、当館所蔵写真リストの整備を実施した。

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

写真資料外部提供 通年 整理・公開した所蔵写真資料データを、当財団所蔵写真利用規程に基づき、外部の個人・法人へ提供し
た。

資料提供先/
  ①多摩市企画課（多摩市の便利な本）1点有償

  ②ベネッセコーポレーション3点有償
  ③吉川弘文館　1点有償

  ④個人1点有償
  ⑤タウンニュース1点再利用

  ⑥多摩市企画課（横断幕）10点免除
  ⑦TAMA人形げきまつり実行委員会5点免除

  ⑧筑摩書房1点有償
  ⑨韓国テレビ局（EBS）4点有償

  ⑩ノーヴァ・アソシエイツ1点有償
  ⑪北諏訪小学校4点免除

  ⑫多摩市都市計画課10点免除
  ⑬読売新聞4点有償

  ⑭NHK　2点有償

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

有償
（免除規定あり）

ＺＯＯＭ壁紙の提供 5月
ＷＥＢ上

使用が見込まれるＺＯＯＭ用の壁紙を、ＳＮＳ上にて提供を開始した。航空斜写真、パルテノン多摩の外
観、植物観察会で見つけた風景などをアップした。

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
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1. 文化NPO等との連携事業
Poco Poco Festa 2021　関連企画
「ソトぽこ」

【こま】
2020年10月31日（日）14:00/15:00　ＣＯＲＯＮＯＡＨ
参加者22（人）
2020年11月21日（土）14:00/15:00　愛宕児童館
参加者83（人）
【からだで表現あそび】
2021年1月18日（月）
参加者32（人）

入場者137（人）

講師/「こま」こまのたけちゃん　「からだで表現あそび」楠原竜也

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
企画制作/認定ＮＰО法人多摩子ども劇場・パルテノン多摩共同事業体

無料

Poco Poco Festa 2021　～ミニバージョン～ 2021年3月29日（月）10:00～/13:30～
永山公民館　ベルブホール、第一音楽室、集会室、視聴
覚室、第一・二保育室

参加者411（人）

ステージアートとの体感的な出会いを通して、子どもたちが様々な発見をし、自分の好きなことを見つけ
るきっかけとなる場を創出する。

狂言（講師：万作の会　高野和憲、飯田豪）　演劇であそぼう（講師：神山一郎）　パントマイム（講師：チカ
パン）　こま（講師：こまのたけちゃん）　アート・つくってあそぶ（講師：おかめ家ゆうこ）

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体
企画制作/認定ＮＰО法人多摩子ども劇場・パルテノン多摩共同事業体

各プログラム500円（3歳～）

2. 多摩センター地区連絡協議会等協力
多摩センター地区イベント協力事業
①ハロウィンin多摩センター
②多摩センターイルミネーション
③多摩センターランドツリー

多摩センター地区イベントに対して、会議や運営備品等の提供･協力を行った。

公益事業2

1. 代替施設等の確保支援
多摩ユースオーケストラ第46回公演
「管弦楽入門2020 Vol.23」

2020年5月5日(火・祝)
14:00
杜のホールはしもとホール

新型コロナウイルスの感染拡大防止の影響で
杜のホールはしもとが施設休止となり、
公演延期。

出演/指揮：中村拓紀　・　栗原翼
　　　畑 直樹（トランペット）、近藤慶定・那須 響・水口七海（ヴァイオリン）、
　　　田中三佐代（ヴォイストレーナー）、大町彩乃（ピアノ）、
        この日だけのスペシャル合唱団2020
　　　管弦楽：多摩ユースオーケストラ

曲目/ヘンデル：オラトリオ　メサイヤ　抜粋12曲　管弦楽と合唱、
　  　ハイドン：トランペット協奏曲　変ホ長調
　　　メルセデスゾーン：ヴァイオリン協奏曲　ホ短調　作品64

主催/多摩ユースオーケストラ
共催/公益財団法人　多摩市文化振興財団
後援/多摩市教育委員会、多摩ユースオーケストラ後援会
協力/合唱団LAｂ
協賛/キユーピー株式会社

一般　　　 1,000円
アテナ 　　900円
中学生以下　 800円

全自由席
※5歳以上入場可

多摩管弦楽団 第49回定期演奏会 2020年12月12日(土)
15:00
麻生文化センター
川崎市麻生市民館　ホール
 
入場者289(人)

出演/指揮：高橋俊之
        多摩管弦楽団
 
曲目/ベートーヴェン：レオナーレ序曲　第３番
　　  R.ワーグナー：ジークフリート牧歌
　　  チャイコフスキー：交響曲第４番　ヘ短調 op.36

主催/多摩管弦楽団
共催/公益財団法人多摩市文化振興財団

入場無料

全席自由
※未就学児不可

３．地域活性化事業

４．コミュニティ活動支援事業
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第30回映画祭
TAMA CINEMA FORUM

2020年11月21日 (土) ～2020年11月29日 (日)
※休映日：24日（火）・27日（金）・28日（土）

TAMA映画賞授賞式：11/29(日)
府中の森芸術劇場どりーむホール
映画上映
永山公民館ベルブホール、関戸公民館ヴィータホール
 
入場者4,792（人）

このうち授賞式2,032人

11月29日 第12回TAMA映画賞授賞式　登壇者/
奥山大史監督、山戸結希監督、シム・ウンギョン、岸井ゆきの、清水尋也、成田凌、今泉力哉監督、河村
光庸プロデューサー、伊藤絹恵、前田敦子、蒼井優、井浦新、山﨑努、中野量太監督、鈴木卓爾監督
ほか

上映作品/
海辺の映画館－キネマの玉手箱、なぜ君は総理大臣になれないのか、おいしい家族、君が世界のはじ
まり、
はちどり、スウィング・キッズ、れいこいるか、アルプススタンドのはしの方、ROLL、（Instrumental）、ライ
フ オブ スカイウォーカー、GLIDE、旧グッゲンハイム邸裏長屋、初仕事、ムイト・プラゼール、グッドバイ、
ふゆうするさかいめ、たまらん坂、愛をたむけるよ、朝の帰り道、とうめいな生き物たち、≠、岩井澤健治
監督特集、8日で死んだ怪獣の12日の物語 劇場版、昭和のコメディ特集、オンライン企画：団地団、オン
ラインで参上！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン企画を取り入れて開催。授賞式やトークを期間限
定でYouTube配信し、会場での参加ができなかった人にも視聴できる機会を設けた。

主催/TAMA映画フォーラム実行委員会
共催/公益財団法人多摩市文化振興財団
後援/多摩市､多摩市教育委員会、府中市

前売
授賞式　　一般　 2,800円
　　　　　　子ども  1,400円

一般　1,200円
ほか限定プログラムあり
1,000円
800円

全席自由
※小学生以上有料
※子ども(4歳～小学生)

第49回 多摩美術家協会展 2020年12月08日（火) ～2020年12月13日 (日)
10：00～19：00
（初日は13：00から　 終日は17：00まで）
関戸公民館ギャラリー

入場者398（人）

多摩美術家協会会員、多摩地域の美術家による美術作品を展示した。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ギャラリートークやスケッチイベントは中止としたが、YouTube
による会場動画の配信を行い、会場に来られない方も作品を観賞できる工夫をした。

主催/多摩美術家協会
共催/公益財団法人多摩市文化振興財団

入場無料

多摩市アーティスト支援プロジェクト
アート＠多摩

【募集期間】2020年10月22日 (木) ～11月20日 (金)
【配信開始】2020年12月28日（月）～

参加決定団体数22（組）
YouTube総視聴者数5,981（人）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で活動自粛を余儀なくされた文化・芸術を生業とするアー
ティストを応援する企画。今後の社会経済活動に「希望」を与えるものや、社会全体の停滞感を払しょく
するような「元気」や「勇気」を与えるコロナ禍の状況で、人と人との距離が離れている中、改めて「つな
がり」や「協力」の大切さを再認識させるものをテーマとした動画を制作し、パルテノン多摩youtubeチャン
ネルにて公開。

主催/多摩市
主管/パルテノン多摩共同事業体

「多摩市市制施行50周年記念誌」
編集委員会事務局

通年

入場者54  (人)

多摩市市制施行50周年記念誌の編集会議の事務局として活動。
・第9回　令和2年4月24日（紙面開催、4月末資料準備、6月に回答集計を提出）
・第10回　令和2年9月11日(会場開催）16(人）
・第11回　令和3年1月20日（紙面開催）
・第12回　令和3年3月31日(会場開催）14(人）

【事前打合せ】事前打ち合わせ（企画課・委員長打合せ）の出席（計4回）
①令和2年7月1日（オンライン）6(人）
②令和2年9月11日（現地）6(人）
③令和2年11月30日（オンライン）6(人）
④令和3年3月31日（現地）6(人）
※その他は適宜メール等にて連絡

主催/多摩市
受託/公益財団法人多摩市文化振興財団

５.受託事業
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