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●会場 ： 永山公民館ベルブホール（ベルブ永山5F）
　　　　（京王相模原線・小田急多摩線永山駅徒歩3分）
●定員 ： 90人（変更になる場合があります） 
　　　　※お1人2席までのご購入に限らせていただきます
●料金 ： アテナ ： ￥2,800　一般 ： ￥3,000　学生 ： ￥1,500　全席指定 ※未就学児不可
●発売 ： アテナ ： 12/21㊊～　一般 ： 12/22㊋～ ●出演 ： 柳家三三 ほか
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市民参加演劇公演
音楽劇
「わが町、たま ～月の光～」

2021年 2/21（日）

Poco Poco 
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ミニバージョン

2021年 3/29（月）

●会場 ： 関戸公民館ヴィータホール（ヴィータ・コミューネ8F）
　　　　（京王線 聖蹟桜ヶ丘駅西口徒歩2分）
●定員 ： 各回76人（変更になる場合があります） 
●料金 ： アテナ・多摩市民 ： ￥1,800　一般 ： ￥2,000　
　　　　U25 ： ￥1,000　全席指定 
　　　　※3歳以上有料、3歳未満ひざ上鑑賞無料
●発売 ： アテナ・一般 ： 2021年 1/13㊌～
●出演 ： 公募市民参加者　コーラスアンサンブル　
　　　　ダンスアンサンブル
　　　　演出 ： 末永明彦　　作 ： 七海 凪　
　　　　音楽 ： 西村勝行　　振付 ： 酒井麻也子

2021年 1/28（木）　18：00開演

新春ぱるたま落語会　柳家三三

多摩ニュータウンを舞台にした音楽劇！ 
公募で集まった市民参加者、総勢22名で上演します。

2021年 2/21（日） ❶13：00開演 ❷17：00開演

市民参加演劇公演
音楽劇「わが町、たま ～月の光～」

アンケートにお答えいただいた方に、抽選で２０名様にパルテノン多摩のグッズ
をプレゼントします！ 申込フォームまたは、ハガキに記入して応募してね！

• ハガキ（以下ご記入してお送りください）　• 申込フォーム（QRコードから）➡
❶氏名　❷住所　❸電話番号　❹年齢　❺性別
❻パルテノン多摩は、現在改修のため休館中ということを知っていますか？
　1.知っている　2.再開館時期も知っている　3.知らない
❼休館中ですが、市内で事業やイベントを開催していることを知っていますか？
　1.知っている　2.知っていて参加した　3.知らなかったが参加したい　4.知らない
❽パルテノン多摩の再開館後、どんな公演やイベントに参加、鑑賞したいですか？（複数可）
　1.クラシック音楽　2.ミュージカル　3.合唱　4.吹奏楽　5.ポピュラー音楽　
　6.ダンス・バレエ　7.演劇　8.演芸（落語、お笑い）　9.古典芸能　10.映画
❾再開館後のパルテノン多摩に期待するイベントやサービスをご自由にお書きください。
〒206-0034 多摩市鶴牧1-24-1新都市センタービル 501号室 パルテノン多摩共同事業体 アンケート係

プレゼントを当てよう！
アンケート
に答えて

※今回のアンケートでいただいた個人情報は当選者へ
の郵送以外には使用しません。※当選者の発表は発送を
もってかえさせていただきます。

【大ホール、小ホール、オープンスタジオ】
❶ 大ホール、小ホール ： 2021年6月1日受付開始予定
　　　　　　　　　 　 （2022年7月利用分）
❷ オープンスタジオ ： 2022年2月1日受付開始予定
　　　　　　　　　　  （2022年7月利用分）

【会議室、練習室、ギャラリー等】
2021年10月1日受付開始予定（2022年3月利用分）

リニューアルオープンに伴う
貸館申込スケジュール（予定）について

2021年 3/29（月）　10：00～15：00

Poco Poco Festa 2021 ～ミニバージョン～

企画制作 ： ＮＰО法人多摩子ども劇場　042-376-7651

●会場 ： 永山公民館（ベルブホール、第1音楽室、集会室、視聴覚室、保育室など）
　　　　（京王相模原線・小田急多摩線永山駅徒歩3分）

●参加費 ： 3歳～大人 ： 500円
　　　　　（※狂言のみ小学生以上対象）当日精算 

全プログラム・事前申込制（抽選）

●時間（全プログラム共通）　❶10：00～12：00 ❷13：00～15：00
▶狂言ワークショップ（講師 ： 高野和憲【万作の会】） 
▶演劇で遊ぼう（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）　 ●定員 ： 各15名

プログラム

●申込 ： 2/15㊊10：00～3/1㊊17：00までに、パルテノン多摩ホームページ申込フォー
ムより、ご希望のプログラムを第2希望までお申込みください。締切後1週間以内に当落を
連絡します。

※未就学児は保護者の同伴（1名）をお願いします。その際、保護者の方も参加費が必要です。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

主催・共催の記載がない事業は、 
主催 ： 多摩市　主管 ： パルテノン多摩共同事業体の事業です

パルテノン多摩共同事業体
構成団体　公益財団法人多摩市文化振興財団　株式会社JTBコミュニケーションデザイン
　　　　　野村不動産パートナーズ株式会社　株式会社フラットステージ
〒206-0034　東京都多摩市鶴牧1-24-1 新都市センタービル 501号室
TEL ： 042-375-1414　9：00～17：00（土日祝休み）

2021年
2 /5㊎ 17：00まで

【
締
切
】

●1/28㊍ 新春ぱるたま落語会　　●2/21㊐ 音楽劇「わが町、たま ～月の光～」
上記のチケット予約方法は電話予約のみです。（インターネット、窓口での販売はありません）
【チケット予約専用ダイヤル】042-376-8181（10：00～17：00 土日祝休み）
※ソーシャルディスタンスに配慮し席数を減らしておりますため、お席はこちらで指定させていただきます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公演の中止や内容に変更が生じる場合がございます。
　予めご了承ください。最新情報はホームページ、お電話などでご確認ください。

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～（仮）」

2021年3月26日は多摩ニュー
タウン初期入居（1971年3月26
日）から50周年にあたります。こ
の機会に、初期入居のあった諏
訪・永山地区で多摩ニュータウン
の歴史を振り返る展示や、関連企
画を開催します。

❶2021年 3/7㊐～3/29㊊　
　グリナード永山2Ｆ つばさ広場
❷2021年 3/24㊌～3/29㊊　
　永山公民館ギャラリー
❶❷とも観覧無料　
※このほか諏訪名店街、永山商店街など（予定）
※詳細が決まり次第、ホームページ等にてお知らせします。

設置の様子は
こちらから！

改修後イメージ（多摩市提供）
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アウトリーチ
演劇ワークショップ
諏訪南学童クラブ

市民舞台
芸術学校
舞台スタッフ
講座

市民学芸員
養成講座

当日設置して
くださったみなさん

みんなの声に耳をかたむけ、みんなの想いに心を寄せて、
毎日の生活の中に文化と芸術がある暮らし。

パルテノン多摩は、そんな、
居心地のいい広場を目指します。

まちと芸術をつなぎ、人と人をつなぐ、
「みんなの広場」パルテノン多摩

キース・へリングって？中面をCHECK！➡ 

パルテノン多摩は今、

　　こんなことをやってい
ます！

永山公民館ベルブホール（ベルブ永山5F）

https://www.parthenon.or. jp/



キース・へリング
（1958 -1990）
は1980年代に
ニューヨークで
活躍したアーティ
ストです。エイズ
によって31歳と
いう若さで亡くな
るまで、彼は世界
中にたくさんの作
品を残しました。
1987年10月31

日のオープンをひかえたパルテノン多摩では、キース・へリングに、多摩地域
の文化振興を担うパルテノン多摩のシンボルになるような作品の制作を依頼
しました。打合せの中でキース・へリングから「多摩のこどもたちと一緒に作
品を作りたい」という提案を受け、地域のこどもたちを集めて壁画等の共同制
作を行うことにしました。

パルテノン多摩のリニューアルオープンが待ち遠しい！ 

シリーズ1  エントランスロビー 編
今号では、2階（ペデストリアンデッキ）から入ってすぐのロビー
がどう変わるのかをご紹介します！

改修後は、壁を取り払うことで広場をつくりだし、ご来場のお客様が
くつろいだり、散歩やお買物の合間に気軽にご利用いただけるよう
になります。ホール専用だったトイレも、いつでもどなたでもお使い
いただくことができるようになり、エレベーターも稼働時間を拡大す
ることでより便利に！ 特別展示室は、展示だけでなく講演会や演劇な
ど多用途にご利用いただけるオープンスタジオという空間に生まれ
変わります。イベント利用がない時には、ダンスや歌の練習など自由
にお使いいただけます。
みなさま、リニューアルオープンをご期待ください。次号は、パルテ
ノン多摩の顔！ホールについてご紹介します。

【市民学芸員養成講座】
市民学芸員養成講座が始まりました。1回目は、オンラインでの自己紹介が中心でしたが、2回目は各自が多摩市域
の魅力ある場所をプレゼンし、その件数は70件以上にのぼりました。11月には旧多摩聖蹟記念館や東寺方区域を
歩き、これらの活動から得た地域に関する情報や、市民学芸員のさまざまな経験、得意分野をもとに、11～12月に
かけてそれらを活かしていくための博物館像の検討会を行う予定です。

【古文書講座初級】
今年の古文書講座は、永山公民館での会場受講とオンライン受講の併用で行
いました。オンラインでの開催についてはさまざまな不安もありましたが、実
際にやってみると、「画面が近くて見やすい」「理解しやすい」などの声もいただ
き、新たな可能性を感じました。講師の福留先生には、享保の改革の時代の話
を交えつつ、古文書の文字をじっくり解説していただき、大変親しみやすい講
座となりました。今回の経験を活かしながら、より多くの方々に親しみやすい
古文書講座を作っていきたいと思います。

【多摩テレビ連携「多摩ニュータウンの移り変わり」YouTube配信】
多摩テレビと連携して配信中の「多摩ニュータウンの移り変わり」では、「起工式」「団地内商
店街」「初期入居」「交通」について学芸員が解説しています。今後は「建物」「諏訪二丁目住宅」
「街路樹」というテーマについても配信していく予定です。

【アウトリーチ】
豊ヶ丘小学校3年生向けに出前授業
に行ってきました。学芸員が豊ヶ丘
周辺の歴史や特色などを、クイズを
まじえて解説しました。今回の授業
をもとに興味を持った場所を調べて
いく予定です。

【定点撮影プロジェクト】
改修工事が進むなか、定点撮影プロジェクトの撮影も続いています。変化
していく多摩ニュータウンの姿をとらえ、記録していくことも博物館の使命
のひとつです。

丸善多摩センター店と連携し、書店内に展示をしています。第1弾「航空斜写真から見た多摩ニュータ
ウン」、第2弾「多摩の祭礼と寺社」に続き、第3弾となる今回は、旧多摩聖蹟記念館にて12月20日（日）
まで開催している地域連携展示「多摩のカヤ場の博物誌」の内容をダイジェストで展示し、関連書籍も
ご紹介します。かつて多摩丘陵の各地にあったカヤ場と呼ばれるススキ草原について、地域の人々と
の関係や、カヤ場の生物多様性を解説します。

丸善多摩センター店＋パルテノン多摩連携展示

「多摩のカヤ場の博物誌mini」
11/16（月）～2021年 1/14（木）

●時間： 10：00～21：00　　
●場所： 丸善多摩センター店 レジ裏フェアスペース

オンライン文化祭 多摩市立聖ヶ丘小学校金管バンド・演奏パレード

BEFORE

AFTER

キース・へリングってどんな人? パルテノン多摩との関係は?C H E C K !

壁画制作に参加された

岡村安
あ ゆ こ

佑子さんに、
当時のお話しをお聞きしました！

当時5歳の私は、キースさんがどのようなアー
ティストであるかはまったく想像もできておらず、
外国から来たお兄さんが青空の下、自由自在
に絵を描いていたこと、自分自身も部屋の中で
はなく、外で自由に絵を描けたことがとても新鮮
で楽しかった記憶があります。手に収まるほどの大きさの
発泡スチロールの球を渡され、私はそれに女の子を描き、
弟はひたすら青に塗りました。30年以上が経ち、球は劣化
してしまいましたが、いまでも大切な宝物です。

2020年11月／渡部一富己氏（定点PJ）撮影

Keith Haring artwork© Keith Haring Foundation

2019年3月／鈴木昭男氏（定点PJ）撮影

リニューアル後は「様々な文化が集まってくる楽しい場所」や、「まちの中の広場のように自由に過ごせる場」になり、川で例えるならば「人の流れがすこしゆるやかになる、淵のような場」になると考えています。
 昭和６2年に開館してから３０年間のパルテノン多摩とはちょっと違う、今求められている空間を創り出すために、改修工事を進めています。 

改修工事は、感染症対策をしながら予定通りに進めば、令和3年の１２月に終わります。 それまでの間は、多摩中央公園周辺では通り抜けできないエリアがあるなど、みなさまにはご迷惑をおかけします。 
工事に携わる現場の職人の方、市役所の職員、そしてパルテノン多摩共同事業体の私たちも一致団結して、より良い施設づくりを進めていますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

10月に多摩市立聖ヶ丘小学校金管バンドによる演奏パレードのサ
ポートを行いました。演奏の技術指導だけでなく、全体の演出も担当
し、当日は聖ヶ丘小学校を出発して聖ヶ丘コミュニティセンターまで、6
年生総勢34名でパレードしました。道中観客も多く、児童は緊張し
つつも楽しんで演奏していました。練習風景やパレードの様子をまと
めた映像は「多摩市市制施行50周年記念 みんなでつくる多摩市
ONLINE文化祭」において上映されました。現在はパルテノン多摩
のYouTubeで見ることができますのでぜひご覧ください♪
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