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１  概要 
 

  寄附行為第３条の目的を達成するため、事業・貸館・管理の各部門において「所沢市民文化セ

ンターミューズ運営方針」に則した運営を行った。 

事業部門では、市民参加型・体験型の事業として、恒例となったオルガンスクールや能楽のお

仕舞い体験講座のほか、ミュージカル「葉っぱのフレディ」を題材にしたワークショップを実施

し、市民が主体的に芸術文化活動に参加する機会を提供したほか、市内全ての小学校６年生を劇

団四季のミュージカルへ招待し、生の舞台芸術を鑑賞する機会を提供した。 

地域コミュニティの活性化を促進する事業については、市内小・中学校や病院、福祉施設、ま

ちづくりセンター等へのアウトリーチ事業を実施したほか、市民の実行委員会との共催による「と

ころざわ夢あかり音楽会」を開催するなど、市内教育機関や市民との連携による事業を実施した。   

また、平成２４年７月１日に開設した「所沢市小手指市民ギャラリー」の管理業務を所沢市よ

り受託し、同ギャラリーを会場に主催事業を実施した。 

地元アーティストの支援・育成のための事業については、「大人のための５００円コンサート」

と題し、所沢に縁のある若手演奏家によるコンサートを開催した。 

事業全体を通しては、より多くの市民に芸術文化に触れていただくよう内容や入場料金等考慮

した事業の提供・発信に努めたほか、開館以来初の大晦日の事業として実施した「ズーラシアン

ブラス／ジルベスター音楽祭」や、所沢市民フェスティバルに併せ、２日間にわたり実施した「吉

本興業創業１００周年／所沢お笑いフェス」など、家族向け・若年層向けの大型イベントを開催

し、新たな顧客の開拓にも努めた。 

管理部門では、地下駐車場から２階回廊西側小ホール正面へ出る扉について、自動扉への改修

工事を実施した。 

公益法人制度改革への対応では、平成２５年３月２６日付で埼玉県から公益認定され、同年４

月１日に公益財団法人へ移行することとなった。 

 

２  理事会・評議員会・監査 

（１）役員の現員      

区 分 ２４年度末現員 

理 事 １２名 

監 事   ２名 

評議員 １１名 

計 ２５名 
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（２）理事会の開催 

   平成２４年度理事会を次のとおり開催し、各議案について審議され、いずれも原案どおり

承認可決された。  

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 名 開 催 日 議  案 

第１回理事会 平成２４年 ５月３０日 

・副理事長の選任 

・平成２３年度事業報告及び決算報告 

・平成２４年度補正予算（第１号） 

第２回理事会 平成２４年 ８月２９日 

・平成２４年度補正予算（第２号） 

・役員及び評議員の報酬等並びに費用に関す

る規程について 

・定款の変更の案について 

・公益法人移行認定申請について 

第３回理事会 平成２４年１１月２７日 

・平成２５年度自主事業について 

・公益財団法人所沢市文化振興事業団評議員 

会運営要綱及び理事会運営要綱について 

第４回理事会 平成２５年 ３月２８日 

・平成２４年度補正予算(第3号) 

・平成２５年度事業計画及び収支予算 

・就業規則の一部改正 

・嘱託職員の就業等に関する規則の一部改正 

・育児・介護休業規則の一部改正 

・職員給与規程の一部改正 

・旅費規程の一部改正 

・処務規程の一部改正 

・会計規程の一部改正 

・職員被服貸与規程の一部改正 

・退職手当支給規程等の一部改正 

・職員再雇用規程制定について 
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（３）評議員会の開催 

   平成２４年度評議員会を次のとおり開催し、議案及び審議事項等について審議され、いず

れも原案どおり承認された。 

 

（４）監査の実施 

平成２４年５月２１日、平成２３年度決算監査を実施した。 

 

３  事業報告 

（１）寄附行為第4条 （1）芸術文化の振興を図るための自主事業の企画及び実施に関する事業 

①音楽、演劇等の各分野の事業を実施した。 

②芸術文化の普及及び地域活性化のための事業として、市内小・中学校や福祉施設、市内

まちづくりセンター１１館において、ヴァイオリンリサイタルや落語公演、マジック＆

バルーンショーなどを開催した。 

 また、「所沢市小手指市民ギャラリー」において「竹久夢二展」及び「駅前の小さな雑貨

マーケット」を実施した。 

③市民が主体的に芸術文化活動に参加する機会を提供するため、パイプオルガンスクール 

（初級・上級）及び能楽「お仕舞体験ワークショップ」を継続して実施したほか、ミュ 

ージカル「葉っぱのフレディ」を題材にしたワークショップを実施し、本公演キャスト 

との合同ステージ『「葉っぱのフレディ」first ACT』において参加者の成果発表を行っ

た。また、市内全小学校の６年生の招待公演として「劇団四季こころの劇場『ガンバの

会 議 名 開 催 日 議  案 

第１回評議員会 平成２４年 ５月２９日 

・理事の選任 

・平成２３年度事業報告及び決算報告 

・平成２４年度補正予算（第１号） 

第２回評議員会 平成２４年 ８月２８日 

・監事の選任 

・役員及び評議員の報酬等並びに費用に関す 

る規程について 

・平成２４年度補正予算（第２号） 

・定款の変更の案について 

・公益法人移行認定申請について 

第３回評議員会 平成２４年１１月２６日 

・平成２５年度自主事業について 

・公益財団法人所沢市文化振興事業団評議員 

会運営要綱及び理事会運営要綱について 

第４回評議員会 平成２５年 ３月２５日 
・平成２４年度補正予算（第３号） 

・平成２５年度事業計画及び収支予算 
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大冒険』」を実施した。 

④情報市場を活用した事業として、市民の実行委員会との共催による「ところざわ夢あか

り音楽会」を実施した。 

（２）寄附行為第4条 （2）文化団体等の育成に関する事業 

①所沢市の文化施策の一環である各種文化団体の事業育成のため、市民文化センターの利

用及び催事運営に関して協力・指導を行った。 

②パイプオルガン及びオルガン音楽の啓発･普及を目的とした団体「オルガノン」との連携･

協力に努め、事業を共催した。 

③アーティストの支援・育成のための事業として、「所沢若手演奏家シリーズ『大人のため

の５００円コンサート』」を３公演実施した。（ヴァイオリンリサイタル・ピアノリサイ

タル・テノールリサイタル） 

（３）寄附行為第4条 （3）芸術文化に係る情報の収集及び提供に関する事業 

  芸術文化情報の収集 

①埼玉県内及び近隣のホールと事業展開状況などの情報交換を行った。 

②大手音楽事務所の海外招聘楽団などの今後の予定やチケットの売行状況など、多岐に

わたり情報を得た。 

③公立文化施設協議会及び飯能市、入間市、狭山市（ダイアプランの各市）の市民会館

で組織する四市文化館連絡協議会（ＴＨＩＳ ＮＥＴ ＷＯＲＫ）の会議に出席し、他

館の事業実態等の聴取及び情報交換を行った。 

④札幌、新潟、墨田、京都、福岡、所沢の各ホールで構成されたコンサートホール企画

連絡会議に参加し、主に、オーケストラの振興を目的とした事業や芸術性の高いクラ

シック公演の実施に向けて、相互の協力体制や全国的なホール運営の動向について情

報交換を行った。 

 芸術文化情報の提供 

①月刊情報紙「ミューズ」を発行し、自主事業等の事業情報を提供した。 

②情報誌「インフォ・マート」を発行し、自主事業を中心に音楽・演劇情報などの提供

と広報宣伝を行った。 

③市生涯学習情報紙、中央紙・地方紙、音楽雑誌などに自主事業の情報を提供した。 

④ホームページをリニューアルし、利便性と快適性の向上を図ると共に、自主事業や興 

行、文化団体等の最新の事業情報をわかりやすく提供するよう努めた。 

⑤ポスター・ちらしを作成し、公共機関や西武線の主要駅に掲示した。 

⑥広報宣伝の一環として、ミューズ・メンバーズ倶楽部会員などにダイレクトメールに

よる事業情報を提供した。 

⑦他都市・他館などの視察に対応するとともに、放送関係等の番組取材や撮影に応じ、

施設のＰＲを行った。 

⑧飯能市、入間市、狭山市（ダイアプランの各市）の市民会館で組織する四市文化館連

絡協議会（ＴＨＩＳ ＮＥＴ ＷＯＲＫ）において、各市民会館が持つ宣伝媒体により
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自主事業情報を提供した。 

⑨リフレッシュルームに設置の雑誌架により、芸術文化雑誌の閲覧に供した。 

（４）寄附行為第4条 （4）所沢市の各種文化事業等の受託及び協力に関する事業 

①所沢市が平成２５年７月１日に開設した「所沢市小手指市民ギャラリー」について、 

施錠管理や清掃などの日常管理及び、同ギャラリーを会場にした文化振興事業の実施 

を所沢市より受託し、「竹久夢二展」及び「駅前の小さな雑貨マーケット」を実施した。 

②合唱コンクール関東大会に出場する市内中学校の練習会場としてホールを提供した。 

また、所沢市が各種文化事業等のため市民文化センターを利用する際は、内容の充実 

と円滑の運営のため、助言、協力を行った。 

（５）寄附行為第4条 （5）所沢市民文化センターの管理運営の受託に関する事業 

①市民文化センターの施設利用受付事務並びに施設利用料金の徴収事務を行った。 

②市民文化センターの施設及び設備の老朽化に伴い下記の工事・修繕を行った。 

・ハロゲン化物消火設備容器新規交換修繕(機械式駐車装置用)   平成２５年２月  

・ハロゲン化物消火設備容器新規交換修繕(収蔵庫用)       平成２５年２月 

・副電気室直流電源装置更新工事                平成２５年１月 

また利用者の利便性を考慮し、下記の設備導入を行った。  

・自動扉設置(４号ＥＬＶホール→２階回廊西側)         平成２５年２月 

③市民文化センターの施設の管理を所沢市より受託し、施設の円滑な管理運営を図るた 

め、施設管理業務・舞台業務・施設点検や検査などの業務委託事務を執行した。 

また災害に備えるため、所沢市消防本部東消防署指導のもと、６月と１２月と２月に 

自衛消防・防災避難訓練を実施し、施設利用者の安全確保に努めた。 

併せて、所沢市消防本部救急課指導のもと、救急救命講習会を３月に実施した。 

④ロケーション場所等として各種撮影の利用があった。 

・テレビ朝日；「仮面ライダーフォーゼ」     

平成２４年４月／中ホール正面広場 

・（株）タマス；卓球用品のカタログ用広告宣材  

平成２４年５月／中ホール正面広場 

・テレビ朝日；「警視庁捜査一課９係」      

平成２４年８月／中・小ホール  

      ・テレビ朝日；「死と彼女とぼく」        

平成２４年９月／大ホール正面広場 

・テレビ朝日；「仮面ライダーウイザード」    

平成２４年１１月／大・中ホール正面広場 

・所沢市商業観光課；所沢観光魅力紹介映像      

平成２４年１２月／大ホール・大ホール正面広場 

・紳士服の青木；若者向けスーツのＴＶ－ＣＭ   

平成２５年１月／情報市場 
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・レディースファッションメーカー・ウイッグ；ＴＶ－ＣＭ 

平成２５年２月／中ホール正面広場 

・ザ・パークハウス所沢；モデルルーム内で放映する、所沢紹介映像 

平成２５年３月／大ホール正面広場・管理棟１階カフェ 

      ・日本大学芸術学部映画学科サークル；自主映画の制作 

平成２４年５月／情報市場・回廊 

      ・武蔵野美術大学映像サークル；自主制作映像   

   平成２４年８月；大ホール正面広場 

・亜細亜大学映画サークル；自主制作映画        

平成２４年９月／情報市場 

・日本大学芸術学部放送学科；校外学業実習      

平成２４年５月／大ホール正面広場 



４　自主事業実施状況

日　　時
会　　場

H24.4.11(水) フリッグ（ＦＲＩＧＧ） 223

19:00開演 （フィンランド伝統音楽）

キューブホール

H24.4.20(金) 第７４回所沢寄席 出演／春風亭小朝　林家うん平 760

19:00開演 「春風亭小朝独演会」 　　　柳貴家雪之介（太神楽）

　　　「中村仲蔵」「ぼやき酒屋」

マーキーホール 　　　「越路吹雪物語」　　　ほか

H24.4.28(土) “お昼どき” オルガン／ジャン＝フィリップ・メルカールト ① 1397

11:00開演 パイプオルガン５００円コンサート ＜曲目＞ ② 476

14:30開演 ①J.S.ﾊﾞｯﾊ:ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ ニ短調

①親子で楽しむオルガンコンサート 　　　　　:目覚めよと呼ぶ声あり

②昼下がりに楽しむオルガンコンサート 　　　　　「おもちゃのチャチャチャ」「小さな世界」

　ｴﾙｶﾞｰ　 :威風堂々　　　　　ほか

②J.S.ﾊﾞｯﾊ:幻想曲(ﾋﾟｴｽ･ﾄﾞﾙｸﾞ）ト短調

　　　　　:ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ川のほとりで

アークホール 　　　　　:ﾊﾟｯｻｶﾘｱ　ハ短調　　　ほか

H24.5.18(土) イングリット・フジコ・ヘミング ｼｮﾊﾟﾝ   :「黒鍵」、「別れの曲」 ほか 1951

19:00開演 ピアノリサイタル ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ:ピアノ組曲「展覧会の絵」

ﾘｽﾄ     :「愛の夢」、「ﾗ･ｶﾝﾊﾟﾈｯﾗ」

アークホール 共催 　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H24.5.19(土) マラン・マレの肖像 ＜曲目＞ 331

15:00開演 ヴィーラント・クイケン/ｳﾞｨｵﾗ･ﾀﾞ･ｶﾞﾝﾊﾞ A.ﾌｫﾙｸﾚ:ｳﾞｨｵｰﾙ曲集組曲第5番 ﾊ短調

上村かおり　　　　/ｳﾞｨｵﾗ･ﾀﾞ･ｶﾞﾝﾊﾞ ｻﾝﾄ=ｺﾛﾝﾌﾞ:ｼｬｺﾝﾇ「ﾗ･ﾗﾎﾟﾙﾃ」

マーキーホール クリストフ・ルセ　/ﾁｪﾝﾊﾞﾛ ﾏﾗﾝ･ﾏﾚ:ｳﾞｨｵｰﾙ曲集第5巻＆第1巻　

共催

H24.5.25(金) ザ・ニュースペーパー 604

19:00開演

　　　　

マーキーホール

H24.5.27(日) MUSEｶﾌｪ=ｺﾝｾｰﾙ ﾓｰﾂｧﾙﾄ：弦楽四重奏曲第17番「狩」 777

15:00開演 プラジャーク弦楽四重奏団 ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ:弦楽四重奏曲第12番「ｱﾒﾘｶ」

ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ:弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」

アークホール

H24.6.2(土) ウィーン少年合唱団 ＜曲目＞ 1822

15:00開演 ｳｪﾙﾅｰ:野ばら

三木たかし：心の瞳

アークホール 共催 J.ｼｭﾄﾗｳｽ:皇帝円舞曲　　　　ほか

H24.6.2(土) 番外・所沢寄席「吾妻亭」 柳家喬之助（落語）、一龍斎貞鏡（講談） 126

14:00開演 ボンボンブラザース（太神楽曲芸）

落語：「かぼちゃ屋」「夏どろ」

吾妻公民館 講談：「黒田武士」

H24.6.4(月) アウトリーチ事業 「愛のロマンス」

①ケアハウス 村治奏一アウトリーチコンサート 「アルハンブラの思い出」 ① 70
　ビアラ小手指 （ギターリサイタル） 「Ａ列車でいこう」

②ケアハウス 「さくらの主題と変奏曲」 ② 100

　狭山ヶ丘 （さくらさくら）

H24.6.5(火) 「フォーコ」

③ケアハウス ③ 60
　ロイヤルの園

④国立身体障害者 ④ 220
　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

－ 7 －



日　　時
会　　場

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

H24.6.16(土) 番外・所沢寄席「柳瀬亭」 三遊亭遊吉、桂文月 145

14:00開演 鏡味初音（太神楽曲芸）

柳瀬公民館 「井戸の茶碗」「ねずみ」

H24.6.23(土) 番外・所沢寄席「中央亭」 春雨や雷蔵、桂米福 177

14:00開演 林家二楽（紙切り）

中央公民館 「井戸の茶碗」「こりの角力」「青菜」

H24.6.24(日) 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 703

13:00開演 高橋和歌：ヴァイオリン ｴﾙｶﾞｰ:愛のあいさつ

ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ:ユーモレスク

アークホール ｻﾗｻｰﾃ:ツィゴイネルワインゼン　ほか

H24.7.1(日) WEEKEND PIANO SERIES ＜曲目＞ 1186

15:00開演 ファジル・サイ ﾓｰﾂｧﾙﾄ:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第11番「ﾄﾙｺ行進曲 付」

　　　ピアノリサイタル ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ:ﾊﾞﾚｴ音楽｢ﾍﾟﾄﾙｰｼｭｶ」より

アークホール ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵

H24.7.2(月) 劇団四季こころの劇場 2日 783

～7.3（火） 「ガンバの大冒険」 776

3日 770

マーキーホール 762

H24.7.8(日) 所沢市小手指市民ギャラリーオープン記念 ＜ギャラリーコンサート曲目＞ 2515

 ～7.14（土） 竹久夢二　展 ﾍﾝﾃﾞﾙﾄ　 :ﾊｰﾌﾟ協奏曲変ﾛ長調Op.4-6

夢二が描いた抒情と美人たち 黛敏郎　 :ROKUDAN（六段）

所沢市小手指 【ギャラリーコンサート】 ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ ：「2つのｱﾗﾍﾞｽｸ」より第1番

市民ギャラリー 景山梨乃ハープ・ミニコンサート 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H24.7.14(土) MUSEｶﾌｪ=ｺﾝｾｰﾙ 出演／ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ: ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｽﾐｽ 756

15:00開演 ニューヨーク・フィル         　　　   ｲｰｻﾝ･ﾍﾞﾝｽﾄﾞｰﾌ

ブラス・クインテット 　　　ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ ： ｼﾞｮｾﾞﾌ･ｱﾚｯｼ

　　　ﾎﾙﾝ     :  ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾏｲﾔｰｽﾞ

アークホール 共催 　　　ﾃｭｰﾊﾞ   :  ｱﾗﾝ･ﾍﾞｲｱｰ

H24.7.14(土) 上口龍生＆風船王子 112

14:00開演 マジック＆バルーンショー

並木公民館

H24.7.16(月・祝) メルカールト　オルガンリサイタル ＜曲目＞ 472

15:00開演 オルガンでつづるウィーン音楽紀行 J.S.ﾊﾞｯﾊ:ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ　ﾆ短調

　　　　:主よ、人の望みの喜びよ

ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ:｢牧神の午後」への前奏曲

アークホール ｳﾞｨｴﾙﾇ　:ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰの鐘　　　　ほか

H24.7.20(金) 第７５回所沢寄席 出演／柳家喬太郎、桂かい枝 498

19:00開演 「花形よったり競演会」 　　　桃月庵白酒、立川生志

　　　入船亭辰じん

「死神」「堪忍袋」

マーキーホール 「松曳き」「マサコ」「真田小僧」

H24.7.21(土) 番外・所沢寄席「富岡亭」 桂小文治（落語） 95

14:00開演 桂文月　（落語）

柳家紫文（粋曲）

富岡公民館 「舟徳」「笠碁」

H24.7.24(火) 劇団四季ファミリーミュージカル 700

18:30開演 「王様の耳はロバの耳」

　　　　

マーキーホール

－ 8 －



日　　時
会　　場

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

H24.7.28(土) 親子のためのｸﾗｼｯｸｺﾝｻｰﾄ ＜曲目＞ ① 629

10:30開演 「音楽の絵本」 「バッカスの行列」「ドレミの歌」 ② 628

14:00開演 「ハンガリ－舞曲第5番」「歌えﾊﾞﾝﾊﾞﾝ」

マーキーホール 「帰れソレントへ」「トロイカ」　ほか

H24.7.26(火) 夏休み！ ＜演奏・パイプオルガン指導＞ ① 38

 9:30出発 ミューズ“とことこ”探検ツアー 　小野なおみ、ジャン＝フィリップ・メルカールト ② 33

12:15出発 　ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ演奏体験＆ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ ③ 37

15:00出発 　音響・照明操作体験、舞台裏の見学など

アークホール

H24.8.3(金) “お昼どき” 出演／小野なおみ ① 1207

11:00開演 パイプオルガン５００円コンサート <曲目> ② 278

14:30開演 ①「やまの音楽家」「うみ」

　ﾍﾝﾃﾞﾙ:ﾗﾙｺﾞ「ｵﾝﾌﾞﾗ･ﾏｲ･ﾌ」

　J.S.ﾊﾞｯﾊ:小ﾌｰｶﾞ ﾄ短調　　ほか

②J.S.ﾊﾞｯﾊ:ﾊﾞﾋﾞﾛﾝﾝ川のほとりで

　　　　　 おおけがれなき神の子羊

アークホール 　C-Mｳﾞｨﾄﾞｰﾙ:交響曲第5番より　　ほか

H24.8.12(日) ミュージカル「葉っぱのフレディ」 出演／ワークショップ参加者 349

16:00開演 first　ACT 　　　葉っぱのフレディキャスト

キューブホール

H24.8.26(日) 能楽講座 出演／遠藤喜久　ほか能楽囃子方 263

13:00開演 「触れてみよう！能楽の世界」

＜第１部＞ワークショップ生徒発表

＜第２部＞お話／「能楽のススメ」

　　　　　装束解説／装束の着付け

キューブホール 　　　　　能／「安達原」（あだちがはら）

H24.9.2（日） やもり（森山良子＆矢野顕子） 1100

17:30開演

アークホール

H24.9.8(土) ところざわ夢あかり音楽会 出演／リキナリ（ギター二重奏） 700

18:00開演 　　Tsukasa（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）
　　　田中麻衣子(ﾊﾞﾚｴ）

　　　ブルーベリー・ジャム・オーケストラ

情報市場 ＜主催＞ところざわ夢あかり音楽会実行委員会

H24.9.9(日) 栗コーダーカルテット ① 320

①11:30開演 ② 324

②15:00開演 　　　　

キューブホール

H24.9.15(土) あべや（津軽三味線） 出演／あべや（阿部金三郎・銀三郎） 481

18:30開演 　　　根本麻耶　　ほか

　　　ゲスト：矢部澄翔（書道家）

マーキーホール 共催

H24.9.23(日) ティエリー・エスケシュ ＜曲目＞ 203

15:00開演 オルガン・リサイタル ﾌﾞﾗｰﾑｽ:前奏曲とﾌｰｶﾞ　ﾄ短調

ｳﾞｨｴﾙﾇ:ｵﾙｶﾞﾝ交響曲第4番より

ｱﾗﾝ　 :ｼﾞｬﾇｶﾝの主題による変奏曲

アークホール ｴｽｹｼｭ :ｵﾙｶﾞﾝのための3つのｽｹｯﾁ　ほか

H24.9.23(日) 番外・所沢寄席「新所沢東亭」 柳亭楽輔　（落語）「天狗裁き」 100

14:00開演 一龍斎貞友（講談）「徂徠豆腐」

林家楽一（紙切り）

新所沢東公民館

－ 9 －



日　　時
会　　場

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

H24.9.28(金) 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 827

13:00開演 長富彩ピアノリサイタル ﾘｽﾄ  :ｴｽﾃ荘のの噴水-<巡礼の年>第3年

     :愛の夢

ｼｮﾊﾟﾝ:2つのﾉｸﾀｰﾝ

     :ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ 変ｲ長調「英雄」

アークホール      :幻想即興曲　　　　　　　　　ほか

H24.10.12(金) 第７６回所沢寄席 出演／柳家小三治、柳家三之助 753

19:00開演 「柳家小三治一門会」 　柳家ろべえ、柳家そのじ（寄席囃子）

「甲府い」「棒鱈」「初天神」

マーキーホール

H24.10.20(土) 気軽にクラシック ＜曲目＞ 1230

15:00開演 指揮/大友直人 ﾌﾟｯﾁｰﾆ :私が街を歩くと

ｿﾌﾟﾗﾉ/小林沙羅、ｷﾞﾀｰ/村治奏一 ﾛﾄﾞﾘｰｺﾞ:ｱﾗﾝﾌｪｽ協奏曲

アークホール 東京交響楽団 ﾗヴｪﾙ  :ﾎﾞﾚﾛ　　　　　　　　　ほか

H24.10.20(土) 沖仁　フラメンコギター 出演／沖仁（ﾌﾗﾒﾝｺｷﾞﾀｰ) 600

18:30開演 　　　高岸弘樹（ﾊﾟﾙﾏ､ｶﾝﾃ）

　　　伊集院史朗（ﾊﾟﾙﾏ､ﾊﾞｲﾚ）

　　　小林智詠（ｻｲﾄﾞｷﾞﾀｰ）

マーキーホール 　　　ホセ・コロン（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ）

H24.10.21(日) エイミー・ハナイアリー 出演／エイミーハナイアリイ（vo) 1076

17:00開演 （ハワイアン） 　　  フラダンサー

（16:00開場）       所沢ハラウ

アークホール 共催

H24.10.26(金) 寺神戸亮＆鈴木雅明 ＜曲目＞ 260

19:00開演 （ヴァイオリン＆チェンバロ） ﾋﾞｰﾊﾞｰ　:ﾛｻﾞﾘｵのｿﾅﾀより

J.S.ﾊﾞｯﾊ:ヴｧｲｵﾘﾝとﾁｪﾝﾊﾞﾛのためのｿﾅﾀ

ｺﾚｯﾘ　 :ヴｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ1番･5番

キューブホール 　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H24.10.27(土) 吉本興業創業１００周年 出演／月亭方正、 桂茶がま 101

14:00開演 所沢お笑いフェス 　　  桂三四郎、 笑福亭笑助

所沢ふれあい寄席 　　 

キューブホール 共催 　　 

H24.10.27(土) 吉本興業創業１００周年 出演／千原ジュニア　ほか 616
16:00開演 所沢お笑いフェス

べしゃり部

マーキーホール 共催

H24.10.27(土) 吉本興業創業１００周年 出演／大木こだま・ひびき 1335
18:00開演 所沢お笑いフェス 　　  中川家、麒麟、ペナルティ

週末よしもとスペシャル 　　  オリエンタルラジオ　 

　　　佐久間一行、よしもと剣喜劇

アークホール 共催 　　　　　　　　　　　　　　ほか

H24.10.28(日) 吉本興業創業１００周年 出演／ﾀﾞﾝｻｰ ：HIDEBOH　　ほか 64

12:00開演 所沢お笑いフェス 　　 ﾏｼﾞｯｸ　：横山ジョージ＆レミ

よしもとダンス＆マジックショー 　　　　　　　　　　　　　　　ほか

マーキーホール 共催

H24.10.28(日) 吉本興業創業１００周年 出演／西川のりお・よしお 710

14:00開演 所沢お笑いフェス 　　　平成ノブシ・コブシ

週末よしもとスペシャル 　　　FJIWARA、森三中、くまだまさし

　　　よしもと剣喜劇　　　ほか

アークホール 共催

H24.10.28(日) 吉本興業創業１００周年 出演／ブロードキャスト 101

17:00開演 所沢お笑いフェス 　　  グランジ

ブロードキャストの差し漫才

キューブホール in所沢

－ 10 －



日　　時
会　　場

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

H24.11.10(土) 大萩康司＆近藤良平 286

15:00開演 （ギター＆ダンス）

マーキーホール

H24.11.18(日) マリインスキー歌劇場管弦楽団 ＜曲目＞ 1356

15:00開演 ゲルギエフ指揮 ｸﾞﾘｰｸﾞ:組曲｢ﾎﾙﾍﾞｱの時代から｣

ﾌﾞﾗｰﾑｽ:交響曲第２番 ﾆ長調op.73

アークホール 共催 ﾍﾞﾙﾘｵｰｽﾞ:幻想交響曲

H24.11.18(日) 奥村愛ヴァイオリン・リサイタル ＜曲目＞ 60

14:00開演 ﾋﾟｱﾉ／坂野伊都子 ｴﾙｶﾞｰ :愛のあいさつ

ｸﾗｲｽﾗｰ:ｼﾝｺﾍﾟｰｼｮﾝ

      :愛の悲しみ　愛の喜び

松井公民館 ｻﾗｻｰﾃ :ﾂｨｺﾞｲﾈﾙﾜｲｾﾞﾝ　　　　　ほか

H24.11.24(土) MUSEｶﾌｪ=ｺﾝｾｰﾙ ＜曲目＞ 536

15:00開演 藤村実穂子 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ:水に寄せて歌う

メゾ・ソプラノリサイタル ｺﾞﾝﾄﾞﾗの漕ぎ手

ﾏｰﾗｰ:連作歌曲「亡き子をしのぶ歌」

マーキーホール 　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H24.11.24(土) 辻井伸行ピアノリサイタル ＜曲目＞ 1960

15:00開演 ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ:2つのｱﾗﾍﾞｽｸ

　　　　 ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ組曲

　　　　 喜びの島

ｼｮﾊﾟﾝ　 :華麗なる大円舞曲

　　　　 ｽｹﾙﾂｫ第2番

アークホール 共催 　　　　 英雄ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ　　　　　ほか

H24.11.28(水) 「地球の王様」 出演／西村雅彦、高橋ひとみ 458

19:00開演 （ドリス＆オレガ） 　　 永井大、岡田義徳、浅利陽介

　　 片桐仁、大塚千弘

マーキーホール

H24.12.4(火) グローリー・ゴスペルシンガーズ 797

19:00開演

アークホール 共催

H24.12.8(土) WEEKEND PIANO SERIES ＜曲目＞ 1668

17:00開演 クリスチャン・ツィメルマン ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ:版画

ピアノリサイタル 　　　　:前奏曲集第１集より

ｼﾏﾉﾌｽｷ　:9つの前奏曲集Op.1より

アークホール ﾌﾞﾗｰﾑｽ　:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第2番 嬰ﾍ短調Op.2

H24.12.14(金) “お昼どき” 出演／近藤岳 ① 1204

11:00開演 パイプオルガン５００円コンサート ＜曲目＞ ② 500

14:30開演 ①J.S.ﾊﾞｯﾊ:ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ ﾆ短調

　ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰﾌﾞｽ（ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ民謡）

　ｸﾘｽﾏｽ･ﾒﾄﾞﾚｰ　　　　　　ほか

②ﾌﾞﾗｰﾑｽ:｢1１のｺﾗｰﾙ前奏曲Op.122｣より

　　　 　｢一輪のバラは咲きて」

　ﾙﾌｪﾋﾞｭｰﾙｰヴｪﾘ:田園の風景

アークホール   ﾒｼｱﾝ:『主の降誕』より　　　　ほか

H24.12.15(土) アンフォゲッタブルコンサートVol.１０ 出演／国府弘子スペシャルトリオ 417

18:30開演 ゲスト／溝口肇（ﾁｪﾛ）

　　　 ケイコ・リー(ヴｫｰｶﾙ）

マーキーホール

H24.12.23(日) バッハ・コレギウム・ジャパン ﾍﾝﾃﾞﾙ:メサイア全曲 994

15:00開演

アークホール 共催

－ 11 －



日　　時
会　　場

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

H24.12.27(木) 加藤健一事務所 出演／加藤健一、風間杜夫、新井康弘 579

19:00開演 「バカのカベ～フランス風～」 　　　清水明彦、西川浩幸、日下由美

　　　加藤忍、平田満（声のみ）

マーキーホール

H24.12.31(月) ズーラシアンブラス ＜曲目＞ 1495

15:00開演 ジルベスター音楽祭 ジルベスターファンファーレ

赤とんぼ幻想曲

あの鐘を鳴らすのはあなた

アークホール 共催 昆虫大図鑑　　　　　　　　　　ほか

H25.1.5(土) ＭＵＳＥニューイヤーコンサート ＜曲目＞ 1551

15:00開演 指揮／秋山和慶　　東京交響楽団 ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ　:ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番

ピアノ／中村紘子 ドヴォルジャーク：交響曲第9番「新世界より」

アークホール 　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H25.1.13(日) 第７７回所沢寄席 出演／遊亭小遊三、桂文治、五街道雲助 758

14:00開演 「初笑い！開運らくご会」 　　　三増紋之助、三遊亭小円歌　ほか

　　　「引越しの夢」「肥がめ」「幾代餅」

　　　曲ごま、三味線漫談

マーキーホール ※開演前、荒馬座による獅子舞

H25.1.20(日) MUSEｶﾌｪ=ｺﾝｾｰﾙ ＜曲目＞ 1115

15:00開演 樫本大進 ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ:ヴｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第９番｢ｸﾛｲﾂｪﾙ｣

ヴァイオリン・リサイタル 　　　　 :ヴｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第３番･４番

アークホール 　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H25.1.26(土) 奥村愛ヴァイオリン・リサイタル ＜曲目＞ 95

14:00開演 ﾋﾟｱﾉ／坂野伊都子 ｴﾙｶﾞｰ :愛のあいさつ

ｸﾗｲｽﾗｰ:ｼﾝｺﾍﾟｰｼｮﾝ

      :愛の悲しみ　愛の喜び

山口まちづくりｾﾝﾀｰ ｻﾗｻｰﾃ :ﾂｨｺﾞｲﾈﾙﾜｲｾﾞﾝ　　　　　ほか

H25.1.29(火) アウトリーチ事業 出演／

①亀鶴園 番外・所沢寄席 　三遊亭遊吉（落語） ① 50
（所沢市老人ﾎｰﾑ） 寄席入門～江戸太神楽～落語 　桂　文月　（落語）

②北野小学校 　鏡　初音　（太神楽） ② 100

（６年生）

H25.2.2(土) 番外・所沢寄席「三ケ島亭」 柳亭楽輔、三遊亭春馬 202

14:00開演 鏡味味千代（太神楽曲芸）

三ケ島公民館 「文七元結」「角力場風景」

H25.2.3(日) 東京フィルハーモニー交響楽団 ＜曲目＞ 1393

15:00開演 小林研一郎指揮 ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ協奏曲第5番

仲道郁代：ピアノ 　　　　 :交響曲第7番ｲ長調 作品92

アークホール 共催 　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H25.2.4(月) アウトリーチ事業 出演／

①小手指小学校 番外・所沢寄席 　三遊亭遊吉（落語） ① 300
（４～６年生） 寄席入門～紙切り～落語 　桂　文月　（落語）

②若松小学校 　林家楽一　（紙切り） ② 130

（５年生）

H25.2.8（金） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 526

13:00開演 望月哲也テノール・リサイタル ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：｢鱒｣｢ｾﾚﾅｰﾃﾞ｣｢ｶﾞﾆｭﾒｰﾄ｣

山田耕筰:｢からたちの花｣　ほか

アークホール ﾅﾎﾟﾘ民謡｢ｵｰ･ｿﾚ･ﾐｵ｣｢帰れｿﾚﾝﾄへ｣ほか

H25.2.9(土) コンスタンチン・リフシッツ ＜曲目＞ 932

15:00開演 ピアノリサイタル ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第30番ﾎ長調op.109

　　　　 :ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第31番変ｲ長調op.110

アークホール          :ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第32番ﾊ短調op.111

－ 12 －



日　　時
会　　場

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

H25.2.9(土) 名画シアター ①「エノケンの頑張り戦術」 121

13:00開演 　監督／中川信夫（1939年）

14:30開演 　出演／榎本健一、宏川光子、小高たかし　他

②「ジャンケン娘」

　監督／杉江敏男（1955年）

マーキーホール 　出演／美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみ　他

H25.2.10(日) ①「大学の若大将」 80

13:00開演 　監督／杉江敏男（1961年）

14:45開演 　出演／加山雄三、星由里子、田中邦衛　他

②「君も出世ができる」

　監督／須川栄三（1964年）

マーキーホール 　出演／フランキー堺、高島忠夫、雪村いづみ　他

H25.2.16(土) 所沢市小手指市民ギャラリー ＜ギャラリーコンサート曲目＞ 4217

 ～2.24（日） 駅前の小さな雑貨マーケット ﾍﾝﾃﾞﾙﾄ　 :ﾊｰﾌﾟ協奏曲変ﾛ長調Op.4-6

黛敏郎　 :ROKUDAN（六段）

所沢市小手指 ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ ：「2つのｱﾗﾍﾞｽｸ」より第1番

市民ギャラリー 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H25.2.16(土） 松居直美オルガン・リサイタル ＜曲目＞ 366

15:00開演 J.S.ﾊﾞｯﾊ:ｸﾗヴｨｰｱ練習曲第3部

アークホール

H25.2.17(日） マチャミ＆ポカスカジャンの ＜出演＞ 472

15:00開演 音楽の遊び　Vol.1 久本雅美

ポカスカジャン

アークホール 共催

H25.2.20(水) アウトリーチ事業 出演／

①三ヶ島小学校 番外・所沢寄席 　三遊亭遊吉（落語） ① 225
（４～６年生） 寄席入門～江戸太神楽～落語 　桂　文月　（落語）

②山口小学校 　鏡　初音　（太神楽） ② 300
（４～６年生）

H25.2.23(土) 番外・所沢寄席「新所沢亭」 三遊亭遊吉（落語） 161

14:00開演 一龍斎貞友（講談）

宮田陽・昇（漫才）

新所沢公民館 「小間物屋政談」「真柄のお秀」

H25.3.3(日） 美しい日本の歌 ＜曲目＞ 802

15:00開演 ～うたいつぐの本の心～ 混声合唱組曲/「地球へのﾊﾞﾗｰﾄﾞ」

東京混声合唱団 　　　/「水のいのち」/「深き淵より」

指　揮／大谷研二　ピアノ／斎木ユリ 「さくら」「通りゃんせ」「赤とんぼ」

アークホール 共催 「花」「七つの子」　　　　　　ほか

H25.3.9(土） つのだたかし ＜曲目＞ 221

15:00開演 ～遥かなる弦楽器の旅物語～ 「ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰヴｽ」「ｳｨﾙｿﾝｽﾞ･ﾜｲﾙﾄﾞ」

武満徹:「翼」「小さな恋」

キューブホール 共催 　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H25.3.9(土) チャイナでやっちゃいな 出演/中国太陽芸術団 144

14:00開演 「皿回し」「中国独楽」「ニ胡演奏」

　　　　　　　　　　　　　　ほか

小手指公民館

H25.3.17（日） 森麻季ソプラノリサイタル ＜曲目＞ 925

15:00開演 ｸﾞﾉｰ:歌劇「ﾌｧｳｽﾄ」より“宝石の歌”

山田耕筰:「この道」「曼珠沙華」「赤とんぼ」

アークホール 共催 菅野よう子:「花は咲く」　　　　ほか

H25.3.17（日） 筋肉少女帯 668

17:30開演

マーキーホール

－ 13 －



日　　時
会　　場

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

H25.3.22（金） ミューズシネマセレクション13 ①「ヒミズ」 ① 140

①15:30開演 監督／園子温（ﾄｰｸショーなし）

②18:30開演 出演／染谷将太、二階堂ふみ、吹越満、神楽坂恵　他

②「鍵泥棒のメソッド」/監督:内田けんじ ② 241
監督／内田けんじ（監督ﾄｰｸショーあり）

マーキーホール 出演／堺雅人、香川照之、広末涼子、荒川良々　  他

H25.3.23（土） ①「聴こえてる、ふりをしただけ」 ① 124

①12:00開演 監督／今泉かおり（監督ﾄｰｸショーあり）

②15:00開演 出演／野中はな、郷田芽瑠、杉木隆幸、越中亜希  他

③18:30開演 ②「かぞくのくに」 ② 314
監督／ヤン・ヨンヒ（監督ﾄｰｸショーあり）

出演／安藤サクラ、井浦新、宮崎美子、ﾔﾝ･ｲｸﾁｭﾝ　他

③「ＫＯＴＯＫＯ」 ③ 152
監督／塚本晋也（監督ﾄｰｸショーあり）

マーキーホール 出演／Cｏcco、塚本晋也　  他

H25.3.24（日） ①「一枚のハガキ」 ① 427

①11:00開演 監督／新藤兼人（監督の孫、新藤風ﾄｰｸショーあり）

②13:30開演 出演／豊川悦司、大竹しのぶ、大杉漣、六平直政  他

③16:30開演 ②「エンディングノート」（ドキュメンタリー） ② 310
監督／砂田麻美（監督ﾄｰｸショーあり）

出演／砂田知昭

③「サウダーヂ」 ③ 212
監督／富田克也（監督&脚本家:相沢虎之助ﾄｰｸショーあり）

マーキーホール 出演／鷹野毅、田我流、川瀬陽太、伊藤仁　  　  他

3月16日（土） 大トリックアート展 9667

　～31日（日）

ザ・スクエア

H25.3.24(日) 平成24年度パイプオルガンスクール 出演／ 240

生徒発表会 平成24年度修了生

松居直美（上級講師）

アークホール ｼﾞｬﾝ=ﾌｨﾘｯﾌﾟﾒﾙｶｰﾙﾄ（初級ｸﾗｽ講師）

H24.5.26(土) 能を体験してみよう！ 講師 28

10:00～11:00 （プレ・能楽体験ワークショップ） 遠藤喜久（観世流能楽師）

第２練習室

H24.7.12 能楽ワークショップ ＜一般の部＞ 一般 30

　～8.26 お仕舞い体験講座 7/12（木）･19（木）･26（木） 小学生 9
8/2（木）･9（木）･23（木） 中学生 3
※7/26は生涯学習センター

＜小・中学生の部＞

8/20（月）･21（火）･22（水）

第２練習室　ほか
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H24.7.6(金) オルガン・クリニック 講師／松居直美、ジャン=フィリップ・メルカールト　ほか

H24.7.9(月) （個人レッスン） 受講２５名

アークホール

H24.7.13(金) オルガノン合同発表会 出演１６名　オルガノン会員、オルガンスクール修了
生
入場者数１２０名

アークホール

H25.1.18(金) オルガン・クリニック 講師／松居直美、ジャン=フィリップ・メルカールト　ほか

H25.1.25(金) （個人レッスン） 受講２９名

アークホール

H24.9.20(金) ティエリー・エスケシュ 講師／ベルナール・フォクルール

マスタークラス（公開レッスン） 受講　２名

聴講４０名

アークホール

『オルガノン』例会（共催分）
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５  施設利用状況表 

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） 

区  分 利用可能日数 利用日数 利用率（％） 利用可能回数 利用回数 稼働率（％） 

大ホール 343  264  77.0  1,029 693 67.3 

中ホール 342  246  71.9  1,026 622 60.6 

小ホール 342  265  77.5  1,026 642 62.6 

展示室 342  325  95.0  1,026 865 84.3 

第２展示室 342  314  91.8 1,026 720 70.2 

会議室１号 342  314  91.8  1,026 697 67.9 

会議室２号 342  318  93.0  1,026 711 69.3 

会議室３号 342  310  90.6  1,026 628 61.2 

会議室４号 342  288  84.2  1,026 586 57.1 

和室１号 342  228  66.7  1,026 411 40.1 

和室２号 342  285  83.3  1,026 561 54.7 

第１練習室 342  333  97.4  1,026 801 78.1 

第２練習室 342  336  98.2 1,026 858 83.6 

リハーサル室 343  212  61.8 1,029 426 41.4 

計 4,790  4,038  84.3  14,370 9,221 64.2 

前年度実績  81.7   62.5 

 

 

 

 


