
目的

　芸術文化の普及振興、地域文化の創造と発信並びに地域住民の芸術文化活動の推進を図り、豊かで潤い

のある地域文化の形成と発展に寄与することを目的とします。

１　芸術文化の普及及び振興に関すること（芸術文化普及・振興事業）

　　  ■　良質な芸術文化の鑑賞機会と参加機会の提供並びに優れた芸術文化活動の支援を行います。

　　　　［平成２９年度実績］

　　　　◆　都留市ボランティアまつり　ふれあいステージ

　　　　◆　家族でピアノリサイタル～春～

　　　　◆　うぐいすキネマ館　映画「ドラえもん」

　　　　◆　ザ・サタデーナイツ ＳＰＲＩＮＧ　ＬＩＶＥ

　　　　◆　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ５／脳狂ＢＢ　ＬＩＶＥ２０１７

　　　　◆　うぐいすキネマ館　映画「クレヨンしんちゃん」

　　　　◆　ＤＲＵＭ　ＴＡＯ～ドラムロック　疾風～

　　　　◆　音楽朗読劇　星の王子さま

　　　　◆　ニューオリンズジャズ

　　　　◆　うぐいキネマ館  優秀映画鑑賞推進事業

　　　　◆　聴き合いコンサート

　　　　◆　陸上自衛隊東部方面音楽隊　ふれあいコンサート

　　　　◆　都留市文化協会　映画鑑賞会 「この世界の片隅に」

　　　　◆　都留市文化協会　都留市合唱祭

　　　　◆　都留市文化協会　舞踊大会

　　　　◆　都留市文化協会　吟道大会

　　　　◆　都留市文化協会　歌謡大会

　　　　◆　都留市文化協会　都留市宝生会例会

　　　　◆　シネマ歌舞伎　法界坊

　　　　◆　都留市文化協会創立６０周年記念コンサート　ザ・サタデーナイツ ＬＩＶＥ

　　　　◆　都留文科大学管弦楽団　定期演奏会

　　　　◆　都留第二中学校吹奏楽部　定期演奏会

　　　  ◆　都留文科大学吹奏楽部　定期演奏会

　　　　◆　都留文科大学合唱団　定期演奏会

　　　　◆　都留文大管弦楽団ＯＢオーケストラ　クリスマスコンサート

　　　　◆　都留文科大学初等教育学科音楽専攻生　卒業演奏会

　　　　◆　ケロポンズとうたって♪おどって♪あそぼう！！

        ◆　しゅほおねえさんと歌おう！０才からの音楽会

２　芸術文化の創作と地域文化の創造に関すること（芸術文化創作・地域文化創造事業）

　　　■　地域に根差した格調の高い芸術文化、地域文化を創作・創造します。

　　　　［平成２９年度実績］

　　　　◆　第３１回　都留音楽祭セミナー＆コンサート

　　　　◆　第２２回　都留市　市民第九演奏会２０１７

３　文化催事の受託及び協力に関すること（文化催事受託・協力事業）

　　　■　地域住民が実施する多種多様な文化催事の受託及び協力を行います。

　　　　［平成２９年度実績］

　　　　◆　都留市事業（市制祭、成人式、税務説明会、消防団講習会、消防団出初式　ほか）

　　　　◆　教育機関事業（市内幼稚園・保育園おゆうぎ会、小中学校親善音楽会、小中学校演劇鑑賞会、

　　　　　東桂中合唱交歓会、東桂中吹奏楽部定期演奏会、都留一中合唱交歓会、都留興譲館高校吹奏楽

　　　　　部定期演奏会、都留興譲館高校入学式、都留興譲館高校教育実践公開発表会、都留興譲館高校

　　　　　進路説明会、都留興譲館高校芸術鑑賞会、都留文科大学国際文学祭、都留文科大学入学式・卒

　　　　　業式　ほか）

　　　　　　　　　平成３０年度　一般財団法人都留楽友協会　事業計画書



　　　　◆　芸術文化団体事業（ピアノ発表会、バレエ発表会、ダンス発表会、器楽発表会、声楽発表会、

　　　　　バンド発表会、ジャズコンサート、カラオケ発表会、リトミック発表会、朗読発表会、山梨県

　　　　　合唱祭、歌謡ショー、郡内おかあさんコーラス大会、北都留吹奏楽祭　ほか）　　　　　　

　　　　◆　その他事業（県農業会議研修会、食生活安全講習会、経済講演会、戦没者慰霊祭、建設業安

　　　　　全講習会、都留社協ふるさと祭りおさらい会、会社研修会、仏教講話会、災害研修会、市制報

　　　　　告会、学習塾英語弁論大会、都留文科大学学生大会、県ＰＴＡ研修会、市ＰＴＡ研修会、ＣＤ

　　　　　録音　ほか）

４　地方公共団体が設置する文化施設の管理運営の受託に関すること（施設管理受託事業）

　　　■　都の杜うぐいすホールの管理業務を受託し、安全・安心・快適な施設環境を提供します。

　　　　［平成２９年度実績］

　　　　◆　施設の利用受付業務

　　　　◆　施設の利用許可及び許可の取消等に関する業務

　　　　◆　利用料金の収納業務

　　　　◆　利用料金の減免業務

　　　　◆　施設設備及び舞台設備の保守管理業務

　　　　◆　備品等管理業務

　　　　◆　清掃・衛生業務

　　　　◆　保安警備業務

　　　　◆　大ホール喫茶コーナー・喫茶室の管理業務

　　　　◆　施設維持管理計画の策定

　　　　◆　利用満足度アンケート調査の実施

　　　　◆　施設のＰＲ業務

　　　　◆　利用料金割引制度の実施

　　　　◆　職員研修の実施　など

　　　　　　　　

５　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

　　　■　芸術文化情報の収集及び提供を行います。

　　　　［平成２９年度実績］

　　　　◆　うぐいす友の会の管理運営

　　　　◆　広告宣伝物の作成・配布

　　　　◆　各種メディアによる広報の実施

　　　　◆　Ｗｅｂ広報の実施

　　　　◆　芸術文化事業のポスター・チラシ等の掲示　など

　　　■　芸術文化団体等の支援及び育成を図ります。

　　　　［平成２９年度実績］

　　　　◆　うぐいすホール登録アーティストへの支援

　　　　◆　うぐいすホールボランティアの育成

　　　■　各種サービスを提供します。

　　　　［平成２９年度実績］

　　　　◆　所有楽器の貸与サービス

　　　　◆　ポスター、チラシ、プログラム等印刷サービス　　　

　　　  ◆　舞台・音響・照明業務等受託サービス

　　　　◆　舞台仕込・片付業務等受託サービス

　　　　◆　芸術文化事業の入場券販売サービス　など

　　　■　適正かつ効率的な管理運営体制を構築します。

　　　　［平成２９年度実績］

　　　　◆　法令遵守体制の整備

　　　　◆　業務管理体制の最適化

　　　　◆　各種マニュアルの最適化

　　　　◆　情報公開の推進　など



平成30年度　都の杜うぐいすホール文化振興事業計画表①

H.30.3.28現在

 No. 日　  時 曜日 事  業  名
会
場

開演
時間

席種 入場料金 売出開始日 コメント

1 30年 4月29日 日
 都留市　ボランティアまつり
 ふれあいステージ

全
館

11:00
全席
自由

入場無料 －
市民一人ひとりが、ごく自然にボランティア・市民活動に参加する地域社会を実現するため、自分の身近な問題
としての理解と関心を高める意識啓発ときっかけづくり、また、都留市のボランティア・市民活動の輪をさらに
大きく展開することを目的に開催します。都留市　社会福祉協議会主催。

2
30年 5月 3日
　　　　 4日

木・金
 家族でピアノリサイタル２０１８
 ～春～

大
10:00

～17:00
－ 2,000円/h －

世界的ピアニスト、故中村紘子氏に選定された名器スタインウェイＤ-274。優れた音響性能を有する大ホールで
あなたと家族の素敵なピアノリサイタルを楽しみましょう！他楽器や声楽とのアンサンブルもできます。

3 30年 5月 5日 土
 ＳＱ－ＫＩＳＡＳ
 ジャズ＆ピアソラ

小 19:00
全席
自由

1,000円～
2,000円

販売中
都留市在住の黒川ひとし氏率いるSQ-KISAS（ストリングスカルテット・キサス）によるジャズコンサート。大胆
にアレンジされた弦楽四重奏によるジャズをご堪能ください。

4 30年 5月26日 土
 うぐいすホール登録アーティスト
 ザ・サタデーナイツ
 ＳＰＲＩＮＧ ＬＩＶＥ

大 18:00
全席
自由

入場無料 －
同級生７人で結成した親父バンド『ザ・サタデーナイツ』。11回目となる今回も、なつかしのＪポップやフォー
クソングなど誰もが一度は耳にしたことのある名曲の数々をお届けします。親父たちの熱いステージパフォーマ
ンスをお楽しみください。

5 30年 7月 7日 土
 うぐいすホール登録アーティスト
 ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ５／脳狂ＢＢ
 ＬＩＶＥ２０１８

大 18:00
全席
自由

入場無料 －
都留市のロックバンド｢ジェネレーション5｣、ブルースバンド｢脳狂ＢＢ｣によるライブ。昨年に引き続き、3回目
の開催となります。世代の違う5人の奏でるアットホームロック、同級生オヤジたちのソウルフルブルースをお
楽しみください。

6 30年 7月15日 日  合唱団　杜のＣｈｏｉｒ 演奏会 大 調整中
全席
自由

入場無料 －
市内外の中高生17名によって設立された合唱団「杜のChoir」による初めての演奏会。当地域の合唱文化の醸成
に寄与することを目的に、同合唱団を新たな育成団体として、積極的に支援します。

7 30年 7月29日 日
 ＤＲＵＭ ＴＡＯ
 ＲＨＹＴＨＭ ｏｆ ＴＲＩＢＥ
 －時空旅行記－

大 16:30
全席
指定

前売会員5,500円
前売一般5,800円

会員4月上旬
一般4月中旬

DRUM TAO 2018新作舞台。新たな舞台表現へ挑戦！国籍もジャンルも超えて鳴り響く部族のリズムにのって、過
去・現代・未来を自由に行き来するDRUM TAOの映画のような旅。心が躍り、身体が揺れるハイパフォーマンスの
幕が開く。最先端の「THE 日本エンターテイメント」。

8 30年 8月 調整中
 家族でピアノリサイタル２０１８
 ～夏～

大
10:00

～17:00
－ 2,000円/h －

世界的ピアニスト、故中村紘子氏に選定された名器スタインウェイＤ-274。優れた音響性能を有する大ホールで
あなたと家族の素敵なピアノリサイタルを楽しみましょう！他楽器や声楽とのアンサンブルもできます。

9
30年 8月18日
　　　　19日

土・日  古楽アンサンブルを楽しむ（仮称） 小 調整中
全席
自由

入場無料 －
昨年度で終了した都留音楽祭のスタッフや受講生を中心に古楽アンサンブルを楽しみます。古楽の素朴で優しい
調べをお楽しみください。

10 30年 9月 2日 日
 自衛隊音楽隊
 ふれあいコンサート

大 調整中
全席
自由

入場無料
整理券配布

7月
平成23年度から8年連続開催。公共的な行事はもちろんのこと、国家的行事や国際的なイベントなどで、演奏を
行っている自衛隊音楽隊によるふれあいコンサート。毎回人気の高いコンサートです。

11 30年 9月23日 日  聴き合いコンサート 大 13:30
全席
自由

入場無料 －
互いに演奏し合い、聴き合うことで、研鑚し、親睦を深めるとともに、地元アーティストの文化交流の場を提供
することを目的に開催します。今回で34回目の開催となります。

12 30年10月 7日 日  都留市文化協会 映画鑑賞会 大 調整中
全席
自由

調整中 調整中 都留市文化協会　都留親と子のよい映画を見る会による映画鑑賞会。

13 30年10月20日 土
オーケストラで歌う
青春ポップスコンサート
～太田裕美 庄野真代 渡辺真知子～

大 15:00
全席
指定

前売会員4,700円
前売一般5,000円

会員3月下旬
一般4月上旬

「木綿のハンカチーフ」、「飛んでイスタンブール」、「かもめが翔んだ日」など、今でも口ずさめる大ヒット
曲を多く持つ、太田裕美・庄野真代・渡辺真知子の3人と、N響団友オーケストラが奏でる豪華ジョイントコン
サート。3人のおしゃべりあり、一緒に歌うコーナーありと、楽しいひと時をご堪能ください。

14 30年10月 調整中
 うぐいキネマ館
 優秀映画鑑賞推進事業

大
9:00

～22:00
全席
自由

調整中
200円／回

当日販売のみ

文化庁推薦事業。日本映画史を代表する作品を4本上映します。出演者の若かりし姿を楽しむのもよし、世相風
俗を懐かしむもよし、いまの日本映画やテレビドラマと比べるもよし、なにより、娯楽の王様であった時代の日
本映画が持つ楽しさを大スクリーンで味わいましょう。

15 30年10月21日 日
 都留市文化協会
 都留市合唱祭

大 12:10
全席
自由

入場無料 － 都留市文化協会　都留市合唱連盟による合唱祭。
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H.30.3.28現在

 No. 日　  時 曜日 事  業  名
会
場

開演
時間

席種 入場料金 売出開始日 コメント

16 30年10月28日 日
 都留市文化協会
 舞踊大会

大 13:00
全席
自由

入場無料 － 都留市文化協会　都留舞踊連盟等による舞踊大会。

17 30年10月28日 日
 都留市文化協会
 吟道大会

小 9:30
全席
自由

入場無料 － 都留市文化協会　都留詩吟連盟による吟道大会。

18 30年11月 4日 日
 都留市文化協会
 歌謡大会

大 9:30
全席
自由

入場無料 － 都留市文化協会　都留歌謡連盟による歌謡大会。

19 30年11月10日 土
 都留市文化協会
 都留宝生会例会

小 10:00
全席
自由

入場無料 － 都留市文化協会　都留宝生会（謡曲・仕舞）による例会。

20 30年11月18日 日
 都留文科大学管弦楽団
 定期演奏会

大 14:30
全席
自由

入場無料 － 都留文科大学管絃楽団による定期演奏会。

21 30年12月 2日 日
 都留文科大学吹奏楽部
 定期演奏会

大 13:30
全席
自由

調整中 － 都留文科大学吹奏楽部による定期演奏会。

22 30年12月 9日 日
 都留文科大学合唱団
 定期演奏会

大 14:00
全席
自由

調整中 － 都留文科大学合唱団による定期演奏会。

23 30年12月23日 日  第２３回 市民第九演奏会２０１８ 大 14:00
指定
自由

指定席3,000円
自由席1,500円

一斉発売
10月中旬

都の杜うぐいすホール看板事業。今回で23回目。都留文科大学管弦楽団を中心とした管弦楽団と市合唱連盟を中
心にした合唱団による歓喜のステージ。やっぱり年末は第九で決まり!!

24 30年12月24日 月
 都留文科大学管弦楽団
 ＯＢオーケストラ
 クリスマスコンサート

大 14:30
全席
自由

入場無料 －
“都留の子どもたちに楽しくて素敵な音楽を”という想いを持つ有志で結成された同オーケストラ。16回目の演
奏会となります。クリスマスシーズンの名曲を中心にお届けします。乳児も含め、ご家族連れで楽しめる企画で
す。楽器や指揮者体験コーナーなども予定しております。

25 31年 1月19日 土
 都留文科大学初等教育学科
 音楽専攻生　卒業演奏会

大 13:30
全席
自由

入場無料 －
都留文科大学初等教育学科音楽専攻卒業生によるピアノ演奏、声楽など色とりどりのクラシック音楽を披露しま
す。4年間の集大成として、熱意あふれる演奏をお楽しみください。入場無料。未就学児入場不可。

26 31年 3月24日 日
 うぐいす寄席
 林家たい平・桃月庵白酒　二人会

大 調整中
全席
指定

前売会員2,200円
前売一般2,500円

調整中
人気番組「笑点」のレギュラーメンバーとして大活躍の林家たい平、センス抜群の古典落語で人気急上昇、この
たび文部科学大臣新人賞を受賞するなど今まさにのぼり坂の若手名手、桃月庵白酒。落語ファン必見の二人会を
お楽しみあれ！

27 31年 3月31日 日
 しゅほおねえさんと歌おう！
 わくわく！０才からの音楽会

小 10:30
全席
自由

500円
一斉発売
12月下旬

今回で4回目の開催。ソプラノ・童謡歌手として全国で活躍する土屋朱帆さんが、幼児と子育て中のお母さん・
お父さんに贈るコンサート。童謡や唱歌などを中心にお子さまと一緒に楽しんでいただける歌を選曲します。良
い音楽をお子さまに聞かせることは、豊かな感受性を育てます。お子さまとの楽しいひと時をお過ごし下さい。

28
30年 4月～
31年 3月

調整中  うぐいすキネマ館　映画上映会
大
・
小

調整中
全席
自由

調整中 当日販売のみ
現在、定期的に映画鑑賞会を行っている塩山シネマと連携し、子どもから大人まで最新映画を安価に提供できる
よう協力実施します。年4回程度を予定。

※　開催日時、開演時間、売出開始日は変更になることがあります。
※　天災又は都合により、公演が延期又は中止となる場合があります。
※　この他に民間企業や貸館利用者との連携及び共催事業が加わることがあります。
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