
平  成  ２８  年  度 

事  業  報  告  書 

公益財団法人所沢市文化振興事業団 
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１  概要 

  定款第３条の目的を達成するため、事業・施設貸与・施設管理運営の各部門において「所

沢市民文化センター ミューズ運営方針」に即した運営を行い、公益目的事業である「芸術

文化の振興及び地域の振興を図る事業」を推進した。 

事業部門では、＜体験・活動等事業＞として、運営方針に掲げる『文化振興を通じた豊か

な社会づくりへの貢献』に関連する事業において、オルガンスクール及び能楽お仕舞い体験

講座、ミュージカル・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。また、昨年度に引続き、市内に拠点を置く世界的フルートメーカーである株

式会社村松フルート製作所の協力により、所沢市との共催事業として「初心者のためのフル 

ートはじめて講座」を実施し、所沢市及び地域団体との連携による文化振興に努めた。 

＜主催公演事業＞では、『優れた芸術文化の鑑賞機会の提供』『多くの市民に芸術文化に触

れる機会を提供』に関連する事業において、各ジャンルで著名なアーティストや優れた作品

を紹介する公演や、気軽に親しめる公演の充実に努めた。開館以来アドバイザーを務める世

界的オルガニスト松居直美氏の「下總皖一音楽賞受賞記念コンサート」においては、所沢市

少年少女合唱団やミューズオルガンスクールの生徒が、同氏を始めとする歴代ミューズ オ

ルガニストと共演する機会を提供した。また、東京音楽大学との連携により、同大学でギタ 

ーを修学する学生によるコンサートを開催し、若手演奏家の育成に努めた。事業の実施にあ

たっては引続き、所沢市転入者及びミューズ・メンバーズ倶楽部長期継続会員に対する招待

券の配布や、ツイッター、フェイスブック、ユーチューブを活用した積極的な広報宣伝活動

に努めるとともに、所沢市ロケーションサービスとの連携により、各種撮影に協力し広く施

設告知に努めた。 

なお、＜体験・活動等事業＞と＜主催公演事業＞を合わせた自主事業全体の来場者数は、

６６，２０９人、施設全体の来館者数は、４８４，１８１人であった。 

施設管理運営部門では、小ホール多目的トイレへのベビーベッド設置やＡＥＤ操作方法等

を習得する応急手当普及講習会を実施するなど、安全・安心な施設の維持管理に努めた。 

所沢市民文化センター ミューズの指定管理者（24～28年度/5年間）として最終となる本

年度においては、引続き指定を受けるべく申請を行い、次期指定管理期間である平成２９年

度（1年間）の指定管理者として指定された。また、次期指定管理期間に事業団が目指す目

標や取り組むべき方策を定めた「平成２９年度ミューズ運営方針」を作成した。 
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２  理事会・評議員会・監査 

（１）役員の現員 

区 分 ２８年度末現員 

理 事 １０名 

監 事   ２名 

評議員 １０名 

計 ２２名 

（２）理事会の開催 

 平成２８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

おり可決された。  

会 議 名 開 催 日 議 案 

第１回理事会 平成２８年 ５月２５日 

・専決処分の承認について

（職員給与規程の一部改正）

・平成２７年度事業報告及び決算について

・職員給与規程の一部を改正する規程制定

について

・定時評議員会の招集について

＜報告事項＞ 

・職務執行状況について

第２回理事会 平成２８年 ７月２０日 

・平成２８年度収支補正予算（第１号）に

ついて

・第１回臨時評議員会の招集について

＜報告事項＞ 

・次期（平成２９年度）指定管理者申請書

について
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会 議 名 開 催 日 議  案 

第３回理事会 平成２８年１１月 ９日 

・平成２８年度収支補正予算（第２号）に

ついて

・平成２９年度自主事業について

・第２回臨時評議員会の招集について

＜報告事項＞ 

・職務執行状況について

・平成２９年度運営方針（案）について

第４回理事会 平成２９年 ２月２８日 

・職員給与規程の一部を改正する規程制定

について

・個人情報保護規程の一部を改正する規程

制定について

・就業規則及び嘱託職員の就業等に関する

規則の一部を改正する規則制定について

・平成２９年度事業計画及び収支予算につ

いて

・第３回臨時評議員会の招集について

＜報告事項＞ 

・特定個人情報等取扱要領の一部改正につ

いて

・平成２９年度運営方針について
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（３）評議員会の開催 

   平成２８年度評議員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

どおり可決された。 

（４）監査の実施 

平成２８年５月１８日、平成２７年度決算監査を実施した。 

会 議 名 開 催 日 議  案 

定時評議員会 平成２８年 ６月１０日 

・平成２７年度決算書類の承認について

＜報告事項＞ 

・平成２７年度事業報告について

第１回 

臨時評議員会 
平成２８年 ８月 １日 

・監事１名の選任について

＜報告事項＞ 

・次期（平成２９年度）指定管理者申請書に

ついて 

第２回 

臨時評議員会 
平成２８年１１月２９日 

＜報告事項＞ 

・平成２９年度自主事業について

・平成２９年度運営方針（案）について

第３回 

臨時評議員会 
平成２９年 ３月２９日 

＜報告事項＞ 

・平成２９年度事業計画及び収支予算につ

いて

・特定個人情報等取扱要領の一部改正につ

いて

・平成２９年度運営方針について



≪ワークショップ≫ 　

日　　時
会　　場

H28.5月 ミューズパイプオルガンスクール ①上級ｸﾗｽ 10

～H29.3月 　講師／松居直美

　受講回数 1人10回、特別講座2回

②初級ｸﾗｽ 10

　講師／梅干野安未

ＡＶ室、アーク他 　受講回数 1人20回、特別講座2回

H29. 3.25(土) パイプオルガンスクール 出演／ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｽｸｰﾙ修了生(14名) 243

13:15開演 生徒発表会 講師演奏:松居直美　(上級講師)

　　　　:梅干野安未(初級講師)

アークホール

H28. 7. 2(土) パイプオルガン特別講座 ＜講師＞ 76

13:00開演 ～オルガンの仕組みを知る～ 　松居直美

　梅干野安未

アークホール

H28.10.15(土) パイプオルガン特別講座 ＜講師＞ 47

13:00開演 ～オルガンの歴史、時代・楽器・作品～ 　松居直美

　梅干野安未

キューブホール

H28. 6. 5(日) 能を体験してみよう！ ＜講師＞ 24

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１練習室

H28. 7. 7(木) 能楽ワークショップ ①一般の部(6回) 34

　～8.21(日) お仕舞い体験講座 7/ 7(木)･14(木)･21(木)･28(木)

リハーサル室 8/ 4(木)･18(木)

第２練習室 ②小・中学生の部(3回) 8

生涯学習センター 8/16(火)･17(水)･18(木)

H28. 8.21(日) 能楽講座 出演／遠藤喜久　ほか　能楽囃子方 239

　13:00開演 「触れてみよう！能楽の世界」 ①ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ生徒発表(42名)

②能楽のｽｽﾒ～装束の着付解説

キューブホール ③能「殺生石」

H28. 7.16(土) MUSE first ACT 2016 ＜ワークショップ＞ 58

～8.27(土) （ミュージカル･ワークショップ） 稽古(７回)

7/16(土)･20(水)･28(木)

リハーサル室 他 8/10(水)･12(金)･25(木)･26(金)

H28. 8.27(土) MUSE first ACT　2016 出演／ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者(58名) 350

15:00開演 （ミュージカル･ワークショップ発表会） 　　 「ﾏﾘｱと緑のﾌﾟﾘﾝｾｽ」ｼﾞｭﾆｱｷｬｽﾄ

キューブホール

（入場者数）

（入場者数）

（入場者数）

３　事業報告

（１）公益目的事業／芸術文化の振興及び地域の振興を図る事業

　　①定款第４条第１号　芸術文化の振興を図るための事業の企画及び実施に関する事業

　【体験・活動等事業】

運営方針❷／『文化振興を通じた豊かな社会づくりへの貢献』に関連する事業

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 受講者数
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日　　時
会　　場

H28. 8.30(火) 初心者のためのフルートはじめて講座 ①大人の部　②こどもの部　③親子の部 ① 19

協力：株式会社村松フルート製作所 ② 19

第１練習室 共催：所沢市　　　　　 ③ 19

H29. 2.19(日) 初心者のためのフルートはじめて講座 ①こどもの部　②親子の部　③大人の部 ① 18

協力：株式会社村松フルート製作所 ② 20

第１練習室 共催：所沢市　　　　　 ③ 20

８事業ワークショップ等参加者計 1,214

≪クラシック≫

  ○オーケストラ

日　　時
会　　場

H28.11.26(土) ドイツ・カンマーフィルハーモニー ＜曲目＞ 1,493

15:00開演 管弦楽団 ﾌﾞﾗｰﾑｽ:交響曲第1番 ﾊ短調 作品68

パーヴォ・ヤルヴィ[指揮] 　　　 交響曲第3番 ﾍ長調 作品90

アークホール 共催：株式会社ジャパン・アーツ

H29. 1. 7(土) ＭＵＳＥニューイヤーコンサート ＜曲目＞ 1,894

15:00開演 中村紘子メモリアル ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ協奏曲第5番「皇帝」

仲道郁代、牛田智大、上原彩子[ピアノ] ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ   :ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆの主題による狂詩曲

秋山和慶［指揮］、東京交響楽団 ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ :ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番

アークホール

２事業　計 3,387

  ○ＭＵＳＥカフェ＝コンセール～室内楽・リサイタルシリーズ～

日　　時
会　　場

H28. 5.21(土) パユとベルリン・フィルの仲間たち ＜曲目＞ 1,198

15:00開演 ﾓｰﾂｧﾙﾄ:ﾌﾙｰﾄ四重奏曲第1～4番

ﾛｯｼｰﾆ :ﾌﾙｰﾄ四重奏曲ｲ長調　　ほか

アークホール

H28. 5.29(日) 中村恵理[ソプラノ] ＜曲目＞ 322

15:00開演 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ:「ます」「糸を紡ぐｸﾞﾚｰﾄﾋｪﾝ」

ﾌﾟｯﾁｰﾆ :歌劇『ｼﾞｬﾝﾆ･ｽｷｯｷ』より

　　　　「私の大好きなお父さん」

ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ:歌劇『椿姫』より

マーキーホール       　「ああ、そはかの人か」　ほか

H28. 6.19(日) ジャン＝ギアン・ケラス ＜曲目＞ 412

15:00開演 J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 J.S.ﾊﾞｯﾊ:無伴奏ﾁｪﾛ組曲 第1･3･4･5番

　　　　　

マーキーホール 共催：Eアーツカンパニー

H28. 9.24(土) ゲヴァントハウス弦楽四重奏団 ＜曲目＞ 556

15:00開演 ﾊｲﾄﾞﾝ    :弦楽四重奏曲第78番「日の出」

ﾓｰﾂｧﾙﾄ   :弦楽四重奏曲第19番「不協和音」

アークホール ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ :弦楽四重奏曲第8番「ﾗｽﾞﾓﾌｽｷｰ第2番」

４事業　計 2,488

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 受講者数

　【主催公演事業】

運営方針❶／『優れた芸術文化の鑑賞機会の提供』『多くの市民に芸術文化に触れる機
            会を提供』に関連する事業

事　　　　業　　　　名

内　　　　容 入場者数

内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名
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  ○オルガン

日　　時
会　　場

H28. 6.26(日) トン・コープマン ＜曲目＞ 760

15:00開演 オルガン・リサイタル J.S.ﾊﾞｯﾊ:小ﾌｰｶﾞ ﾄ短調 BWV578

　　　　:ﾊﾟｯｻｶﾘｱ ﾊ短調 BWV582　　ほか

アークホール

H28.10.22(土) 下總皖一音楽賞受賞記念 ＜曲目＞J.S.ﾊﾞｯﾊ:「ｸﾗｳﾞｨｰｱ練習曲集 第3部」ほか 473

15:00開演 松居直美オルガン・コンサート 出演／松居直美、川越聡子、梅干野安未

　　　J=P.ﾒﾙｶｰﾙﾄ(ｵﾙｶﾞﾝ)

　　　羽鳥惇、和田優花(ｵﾙｶﾞﾝｽｸｰﾙ生徒)

アークホール 　　　所沢市少年少女合唱団

H29. 2. 4(土) 梅干野安未オルガンリサイタル ＜曲目＞ 481

15:00開演 モーツァルトとめぐるヨーロッパオルガンの旅 ﾓｰﾂｧﾙﾄ  :ｱﾚﾙﾔ

大山大輔[バリトン] J.S.ﾊﾞｯﾊ:ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ BWV565

澤江衣里[ソプラノ] ﾓｰﾂｧﾙﾄ  :『魔笛』より「おいらは鳥刺し」

アークホール ﾓｰﾂｧﾙﾄ  :ｱﾀﾞｰｼﾞｮとﾌｰｶﾞ K.546　　ほか 

３事業　計 1,714

  ○音楽普及事業

日　　時
会　　場

H28. 6. 3(金) “お昼どき”500円コンサート ＜曲目＞

①11:00開演 サクソフォン＆ピアノ ①ﾊｰﾗｲﾝ   :星に願いを 543

②14:30開演 平野公崇[サクソフォン] 　ﾓｰﾂｧﾙﾄ  :トルコ行進曲

田中拓也[サクソフォン] 　ｼｮﾊﾟﾝ   :英雄ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ

佐藤卓史[ピアノ] ②J.S.ﾊﾞｯﾊ:G線上のｱﾘｱ 282

　　　　  :主よ人の望みの喜びよ

アークホール ※ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝの不具合による代替公演 　ｼｮﾊﾟﾝ   :英雄ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ　　ほか

H28. 9.30(金) “お昼どき” ＜曲目＞

①11:00開演 パイプオルガン500円コンサート ①J.S.ﾊﾞｯﾊ:ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ ﾆ短調 BWV565 687

②14:30開演 梅干野安未[オルガン] 　ｴﾙｶﾞｰ   :愛の挨拶

　「ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝのﾏｰﾁ」「どんぐりころころ」

ほか

②J.S.ﾊﾞｯﾊ:前奏曲とﾌｰｶﾞ ﾛ短調 BWV544 433

　ｳﾞｨｴﾙﾇ  :「ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰの鐘」

　ﾃﾞｭﾘｭﾌﾚ :ｱﾗﾝの名による前奏曲とﾌｰｶﾞ

アークホール ※オルガン体験11名、見学23名 　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H29. 2.17(金) “お昼どき” ＜曲目＞

①11:00開演 パイプオルガン５００円コンサート ①J.S.ﾊﾞｯﾊ:小ﾌｰｶﾞ ﾄ短調 BWV578 846

②14:30開演 亀井　優[オルガン] 　ﾓｰﾂｧﾙﾄ  :ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ

上野耕平[サクソフォン] 　ﾓﾝﾃｨ    :ﾁｬﾙﾀﾞｯｼｭ

　一緒にうたおう「こぶたぬきつねこ」　ほか

②J.S.ﾊﾞｯﾊ:ﾄｯｶｰﾀ ﾎ短調 BWV566 644

          :G線上のｱﾘｱ

　ﾌﾗﾝｸ    :ｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ

アークホール ※オルガン体験11名、見学26名   ﾐﾖｰ     :ｽｶﾗﾑｰｼｭ　　ほか

H28. 4.10(日) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 971

13:00開演 岡田 将[ピアノ] ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第14番｢月光」

ｼｮﾊﾟﾝ    :ﾉｸﾀｰﾝ第2番

アークホール          :英雄ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ　　ほか

事　　　　業　　　　名

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

入場者数内　　　　容
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日　　時
会　　場

H28. 9.14(水) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 1,055

13:00開演 東京六人組 ﾌﾟｰﾗﾝｸ:六重奏曲

ﾗｳﾞｪﾙ :亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧｰﾇ

ﾃﾞｭｶｽ :交響詩「魔法使いの弟子」　ほか

アークホール

H28.12. 1(木) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 1,078

13:00開演 松田理奈[ヴァイオリン] ｳﾞｨﾀｰﾘ :ｼｬｺﾝﾇ

斎藤　龍[ピアノ] ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆ:ｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ

ｴﾙｶﾞｰ  :「愛の挨拶」「愛の言葉」

アークホール ｻﾗｻｰﾃ  :ｶﾙﾒﾝ幻想曲　　ほか

H28. 7.24(日) 親子で楽しむクラシックコンサート ＜曲目＞

①11:00開演 「音楽の絵本」 「となりのﾄﾄﾛ」「ﾄﾗｲ･ｴｳﾞﾘｼﾝｸﾞ」 ① 616

②15:00開演 ズーラシアンブラス＆弦うさぎ 「皇帝円舞曲」「誰も寝てはならぬ」　ほか ② 605

マーキーホール

７事業　計 7,760

  ○特別企画演奏会

日　　時
会　　場

H28. 4.30(土) ウラディーミル＆ヴォフカ ＜曲目＞ 1,220

15:00開演 アシュケナージ　ピアノ・デュオ ｸﾞﾘﾝｶ :幻想的ﾜﾙﾂ

ｽﾒﾀﾅ  :『我が祖国』より｢ﾓﾙﾀﾞｳ」

ﾗｳﾞｪﾙ :ｽﾍﾟｲﾝ狂詩曲

アークホール ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ:交響的舞曲

H28. 5.13(金) ファミ・アルカイ ＜曲目＞ 173

14:00開演 [ヴィオラ・ダ・ガンバ] ｶﾞｽﾊﾟｰﾙ･ｻﾝｽ:ﾏﾘｻﾊﾟﾛｽ／ｶﾅﾘｵｽ

ﾏﾗﾝ･ﾏﾚ   　:おどけ／ｱﾗﾍﾞｽｸ　ほか

キューブホール 共催：株式会社ユーラシック

H28. 6.11(土) ヴァンダラー・ピアノ三重奏団 ＜曲目＞ 592

15:00開演 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ三重奏曲第7番「大公」

ﾁｬｲｺﾌｽｷー:ﾋﾟｱﾉ三重奏曲

アークホール 　　　　　　「偉大な芸術家の思い出に」ほか

H28. 9. 3(土) ジョン・健・ヌッツォ[テノール] ＜曲目＞ 502

15:00開演 ﾌﾟｯﾁｰﾆ  :歌劇『ﾄｽｶ』より

　　　　　「ひそやかな調和」「星は光りぬ」

ﾄﾞﾆｾﾞｯﾃｨ:歌劇『ﾙﾁｱ』より

アークホール ＊マーキーホールでのＣＤ録音と連動 「わが祖先の墓よ…間もなく私に隠れ処が」ほか

H28. 9.11(日) マハン・エスファハニ[チェンバロ] ＜曲目＞ 296

15:00開演 J.S.ﾊﾞｯﾊ:ｺﾞﾙﾄﾍﾞﾙｸ変奏曲 BWV988

キューブホール 共催：ユーラシック

H28.10.30(日) 神尾真由子[ヴァイオリン] ＜曲目＞ 977

15:00開演 ミロスラフ・クルティシェフ[ピアノ] ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ:ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第1番

ﾌﾞﾗｰﾑｽ   :ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第3番

ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ :剣の舞

アークホール ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ   :ｳﾞｫｶﾘｰｽﾞ　　ほか

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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日　　時
会　　場

H28.12.18(日) 山田和樹[指揮] ＜曲目＞ 1,055

15:00開演 東京混声合唱団 「花」「河口」「大地讃頌」

クリスマス・コンサート 一足早いお正月～萬歳流し～

「美しく青きﾄﾞﾅｳ」「ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ」

ｸﾘｽﾏｽﾒﾄﾞﾚｰ　　ほか

アークホール

H28.12.23(金･祝) 長原幸太×宮田大×田村響 ＜曲目＞ 689

15:00開演 [ｳﾞｧｲｵﾘﾝ]  [ﾁｪﾛ]　[ﾋﾟｱﾉ] ﾊｲﾄﾞﾝ    :ﾋﾟｱﾉ三重奏曲第39番｢ｼﾞﾌﾟｼｰ｣

ｺﾀﾞｰｲ    :ｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾁｪﾛの二重奏曲

アークホール ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ三重奏曲第7番「大公」

H28.12.31(土) ズーラシアンブラス ＜曲目＞ 1,906

15:00開演 「ジルベスター音楽祭」 「ｼﾞﾙﾍﾞｽﾀｰﾌｧﾝﾌｧｰﾚ」　　

「ﾒｻｲﾔよりﾊﾚﾙﾔ」　

「動物紅白歌合戦2016」　

『年末ﾒﾄﾞﾚｰ』〜お正月〜交響曲第9番〜

アークホール 共催：株式会社スーパーキッズ ほか

H29. 2.18(土) ミューズ アートプレミアム90 ＜曲目＞ 298

15:00開演 平野啓一郎[作家]×三浦友理枝[ピアノ] ｼｮﾊﾟﾝ:ﾉｸﾀｰﾝ第8番

本と音楽の素敵な午後      :ﾊﾞﾗｰﾄﾞ第4番　　ほか

マーキーホール

H29. 3. 4(土) 千住真理子[ヴァイオリン] ＜曲目＞ 952

15:00開演 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ  :ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第5番「春」

ｸﾗｲｽﾗｰ     :愛の悲しみ

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ民謡:ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘｰの歌

アークホール 共催：株式会社ジャパン・アーツ ﾓﾝﾃｨ       :ﾁｬﾙﾀﾞｯｼｭ　　ほか

H29. 3.23(木) ギターに魅せられて ＜曲目＞ 309

15:00開演 荘村清志と東京音楽大学の精鋭たち 映画『禁じられた遊び』より「愛のロマンス」

ﾀﾚｶﾞ  :ｱﾙﾊﾝﾌﾞﾗ宮殿の思い出

キューブホール 共催：学校法人東京音楽大学 ｱﾙﾍﾞﾆｽ:ｱｽﾄｩﾘｱｽ　　ほか

１２事業　計 8,969

  ○ピアノ・シリーズ企画

日　　時
会　　場

H28. 6.12(日) ピアノ・シリーズ2016 ＜曲目＞ 1,491

15:00開演 ユンディ・リ　ピアノ・リサイタル ｼｮﾊﾟﾝ:24の前奏曲 op.28

     :ﾊﾞﾗｰﾄﾞ全4曲

アークホール

H28.10.16(日) ピアノ・シリーズ2016 ＜曲目＞ 634

15:00開演 ミロスラフ・クルティシェフ ｼｮﾊﾟﾝ   :ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第2番「葬送行進曲」

ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第7番「戦争ｿﾅﾀ」

アークホール ＊ライブＣＤ収録（2017年発売予定） ﾗｳﾞｪﾙ   :夜のｶﾞｽﾊﾟｰﾙ　　ほか

H28.11.23(水･祝) ピアノ・シリーズ2016 ＜曲目＞ 947

15:00開演 レイフ・オヴェ・アンスネス ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ :3つの即興曲 D.946

ｼｮﾊﾟﾝ   :ﾊﾞﾗｰﾄﾞ第2番･第4番

アークホール ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ:版画　　ほか

３事業　計 3,072

事　　　　業　　　　名 内　　　　容

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

入場者数
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≪ポピュラー≫

日　　時
会　　場

H28. 4. 2(土) オレカＴＸ 第1部　ｵﾚｶTXﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画 204

14:00開演 第2部　ｵﾚｶTX演奏

キューブホール 共催：株式会社プランクトン

H28. 4.15(金) 木村充揮（憂歌団）・奇妙礼太郎 出演／木村充揮 258

19:00開演 弾き語りツーマンライブ 　　　奇妙礼太郎

マーキーホール

H28. 5.27(金） 埼玉歌謡祭inミューズ 出演／岸田敏志、小桜舞子、城之内早苗 ① 524

①11:00開演 　　　川野夏美、ﾊﾟｸ･ｼﾞｭﾆｮﾝ ② 500

②15:00開演 　　　津吹みゆ、入山ｱｷ子

マーキーホール 共催：株式会社テレビ埼玉ミュージック

H28. 5.28(土) エイミー・ハナイアリイ 出演／ｴｲﾐｰ･ﾊﾅｲｱﾘｲ(ｳﾞｫｰｶﾙ) 830

17:00開演 ミュージック＆フラ・コンサート

第1部　地元ﾊﾗｳ共演あり(約100名)

アークホール 共催：株式会社プランクトン

H28. 9.18(日) 奥田弦 出演／奥田弦 288

15:00開演 ジャズ・ピアノソロコンサート

キューブホール

H28.10. 7(金) フォレスタ コンサート ＜曲目＞ 1,438

18:00開演 「ちいさい秋みつけた」「ほたるこい」

「大きな古時計」「星のﾌﾗﾒﾝｺ」

アークホール 「星降る街角」「年下の男の子」　ほか

H28.10.16(日) 世良公則 出演／世良公則 603

17:00開演 ソロ・アコースティックライブ

マーキーホール

H28.10.22(土) 山内惠介　熱唱ライブ2016 出演／山内惠介 ① 673

①14:00開演 ② 579

②18:00開演

マーキーホール

H28.12. 2(金) ドリーマーズ・サーカス 出演／ﾙﾈ･ﾄﾝｽｺﾞｰ(ﾌｨﾄﾞﾙ) 214

19:00開演 　　　ｱﾚ･ｶｰ(ｼﾀｰﾝ)

　　　ﾆｺﾗｲ･ﾊﾞｽｸ(ﾋﾟｱﾉ&ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ)

キューブホール

H28.12.17(土) アンフォゲッタブルコンサート 出演／国府弘子ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾘｵ 602

18:30開演 Vol.１４ 　　　杉山清貴(ｳﾞｫｰｶﾙ)

　　　三浦文彰(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)

マーキーホール

H29. 2. 5(日) デビュー５０周年記念 出演／森山良子 1,467

16:30開演 森山良子コンサートツアー

アークホール 共催：株式会社エスデープランニング

H29. 2. 5(日) あべや 出演／あべや 561

14:00開演 津軽三味線スペシャルライブ 　　　

マーキーホール 共催：株式会社影向舎

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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日　　時
会　　場

H29. 2.10(金) 石崎ひゅーい 出演／石崎ひゅーい 227

19:00開演 Tour2017「アタラズモトオカラズ」

マーキーホール

H29. 3. 3(金) 手嶌葵 出演／手嶌葵 364

19:00開演 10th Anniversary Concert

マーキーホール

H29. 3.30(木) ブラザーズ５ 出演／杉田二郎、堀内孝雄、 687

19:00開演 アコースティックライブ 　　　ばんばひろふみ、高山厳、

　　　因幡晃

マーキーホール

１５事業　計 10,019

≪演劇等（舞台公演）≫

日　　時
会　　場

H28. 6.25(土) 加藤健一事務所vol.96 出演／加藤健一、阿知波悟美 352

　14:00開演 Be My Baby～いとしのベイビー～ 　　　加藤忍、粟野史浩、加藤義宗

　　　高畑こと美

マーキーホール

H28. 8.10(水) 劇団四季ファミリーミュージカル 出演／高野唯、江上健二、髙水綾圭 698

　18:30開演 「王子とこじき」 　　　持田紗希、内田圭、鈴木涼太

　　　　

マーキーホール

H28.11. 2(水) 演劇集団キャラメルボックス 出演／原田樹里、一色洋平 266

　19:00開演 「嵐になるまで待って」追加公演 　　　鍛治本大樹、久保貫太郎、

　　　木村玲衣、毛塚陽介、

マーキーホール 助成：文化庁 　　　岡内美喜子、山﨑雄也

H28.11. 3(木・祝) 演劇集団キャラメルボックス 同上 696

　14:00開演 「嵐になるまで待って」千穐楽

マーキーホール 助成：文化庁

H28.12.25(日) ＮＢＡバレエ団 出演／NBAﾊﾞﾚｴ団 ① 594

　①11:00開演 「くるみ割り人形」 　　　東京ﾆｭｰｼﾃｨ管弦楽団 ② 553

　②15:00開演 　　　内藤彰[指揮]

マーキーホール 共催：ＮＢＡバレエ団 　　　所沢ﾌｨｰﾆｭ少年少女合唱団

H29. 1.28(土) 東京ヴォードヴィルショー 出演／佐藤Ｂ作、あめくみちこ、佐渡稔 719

　14:00開演 「田茂神家の一族」 　　　石井愃一、角野卓造、石倉三郎

三谷幸喜[作]　山田和也[演出]

マーキーホール ほか

H29. 1.31(火) よしもとお笑いまつり in 所沢 出演／中川家、ﾄｰﾀﾙ･ﾃﾝﾎﾞｽ 1,595

　19:00開演 　　　ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾎﾟｹｯﾄ、ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ

　　　ﾛﾊﾞｰﾄ、ｺﾛｺﾛﾁｷﾝﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ

アークホール 共催：株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー 　　　ﾌﾟﾗｽ･ﾏｲﾅｽ

H29. 2.17(金) 芸能生活35年 ﾎﾞｲｽｲﾘｭｰｼﾞｮﾝﾗｲﾌﾞ 622

　18:30開演 いっこく堂スペシャルライブ

マーキーホール

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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日　　時
会　　場

H29. 3.12(日) 劇団かかし座 出演／劇団かかし座 ① 119

　①13:00開演 「魔法つかいのおとぎばなし」 ② 164

　②15:00開演 （影絵劇）

キューブホール

９事業　計 6,378

≪寄席≫

日　　時
会　　場

H28. 4.22(金) 第90回所沢寄席 出演／立川志らく、柳家喬太郎 764

　19:00開演 「よったり寄ったり競演会」 　　　林家彦いち、三遊亭兼好、一龍斎貞鏡

～落語の才～ 「親子酒」「路地裏の伝説」

マーキーホール 「遥かなる狸うどん」「高砂や」ほか

H28. 7. 2(土) 第91回所沢寄席 出演／立川志の輔 763

　19:00開演 立川志の輔独演会 　　　松永鉄九郎（長唄）ほか

「ﾊﾞｰﾙのようなもの」「井戸の茶碗」

マーキーホール

H28.10.14(金) 第92回所沢寄席 出演／春風亭昇太、桂雀々、入船亭扇辰 758

　19:00開演 「三つ巴らくご会」 　　　柳貴家雪之介（太神楽曲芸）ほか

「夢の酒」「宴会の花道」

マーキーホール 「代書屋」　　

H29. 1.15(日) 第93回所沢寄席 出演／三遊亭小遊三、林家三平、桃月庵白酒 746

　14:00開演 「初笑い！開運らくご会」 　　　林家正楽（紙切り）

　　　三増紋之助（江戸曲独楽）

マーキーホール 「持参金」「荒茶」「喧嘩長屋」

４事業　計 3,031

≪映像・展示≫

　○展示

日　　時
会　　場

H28. 8.20(土) 北斎展 「冨嶽三十六景」「忠臣蔵」「東海道五十三次」 1,947

～9.4(日) ～世界を魅了した浮世絵師～ 「北斎漫画」「役者絵」「妖怪絵」「北斎漫画」

10:00～18:00 など約125点

ザ・スクエア ※8/23(火)休館日 8/20ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸ中右瑛(本展監修)

１事業　計 1,947

　○映画

日　　時
会　　場

H28.11.25(金) 名画シアター 176

①12:30開演 ①「時をかける少女」

②14:30開演 ②「伊豆の踊子」

マーキーホール 共催：文化庁・国立近代美術館

H28.11.26(土) 名画シアター 131

①12:30開演 ①「野菊の墓」

②14:15開演 ②「ぼくらの七日間戦争」

マーキーホール 共催：文化庁・国立近代美術館

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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日　　時
会　　場

H29. 3.18(土) ミューズシネマセレクション１７

①13:30開演 ①「無伴奏」 ＊監督･脚本家によるﾄｰｸあり ① 243

②17:00開演 ②「湯を沸かすほどの熱い愛」 ＊監督によるﾄｰｸあり ② 531

マーキーホール

H29. 3.19(日) ミューズシネマセレクション１７

①11:00開演 ①「恋人たち」 ＊監督によるﾄｰｸあり ① 263

②14:45開演 ②「団地」 ＊監督によるﾄｰｸあり ② 430

③17:45開演 ③「淵に立つ」 ＊監督によるﾄｰｸあり ③ 257

マーキーホール

H29. 3.20(月･祝) ミューズシネマセレクション１７

①11:00開演 ①「ＦＡＫＥ」 ＊監督によるﾄｰｸあり ① 201

②14:15開演 ②「グッド・ストライプス」 ＊監督･出演ｷｬｽﾄによるﾄｰｸあり ② 162

③17:30開演 ③「オーバー・フェンス」 ＊監督･出演ｷｬｽﾄによるﾄｰｸあり ③ 287

マーキーホール

２事業　計 2,681

≪市民参加型事業（体験型事業）≫

日　　時
会　　場

H28. 6.30(木) 劇団四季こころの劇場 市内小学６年生（2,881名）全員招待 30日 730

　　～7.1(金) 「エルコスの祈り」 730

1日 695

マーキーホール 共催：所沢市教育委員会、四季株式会社 726

H28. 8.26(金) ミューズ“とことこ”探検ツアー ﾎｰﾙ探検、照明体験、

① 9:30開演 ｵﾙｶﾞﾝ･ﾐﾆ･ｺﾝｻｰﾄ、ｵﾙｶﾞﾝ演奏体験 ① 41

②12:15開演 ② 36

③15:00開演 出演／梅干野安未、J=P.ﾒﾙｶｰﾙﾄ ③ 37

アークホール

H28. 8.27(土) MUSE first ACT　2016 出演／ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者(58名) 350

15:00開演 （ミュージカル･ワークショップ発表会） 　　 「ﾏﾘｱと緑のﾌﾟﾘﾝｾｽ」ｼﾞｭﾆｱｷｬｽﾄ

キューブホール

H28. 8.21(日) 能楽講座 出演／遠藤喜久　ほか　能楽囃子方 239

　13:00開演 「触れてみよう！能楽の世界」 ①ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ生徒発表(41名)

②能楽のｽｽﾒ～装束の着付解説

キューブホール ③能「殺生石」

H28. 9.10(土) ところざわ夢あかり音楽会 出演／四十雀、ｹﾞｽﾄ:天野丘(ｷﾞﾀｰ) 700

18:00開演 　　　Tsukasa(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)

　　　市原ﾏｻﾋﾛ(ｳﾞｫｰｶﾙ&ｷﾞﾀｰ)

情報市場 主催：ところざわ夢あかり音楽会実行委員会

H29. 3.25(土) パイプオルガンスクール 出演／ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｽｸｰﾙ修了生(14名) 243

13:15開演 生徒発表会 講師演奏:松居直美　(上級講師)

　　　　:梅干野安未(初級講師)

アークホール

６事業　計 4,527

入場者数

運営方針❷／『文化振興を通じた豊かな社会づくりへの貢献』に関連する事業

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容
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日　　時
会　　場

H29. 2.12(日) ブラボー・オーケストラ 出演／三橋敬子(指揮)、辻彩奈(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ) 546

　14:00開演 ＦＭラジオ公開収録 　　　東京ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団　

＜曲目＞

ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ:ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲

マーキーホール 共催：ＮＨＫ、所沢市         :交響曲第6番「悲愴」　ほか

１事業　計 546

≪アウトリーチ（地域活性）≫

　○市内小学校等への訪問公演

日　　時
会　　場

H28.11.28(月) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／柳家喬之助(落語)「初天神」 120

荒幡小学校 寄席入門～落語体験～紙切り～落語 　　　柳家小太郎(落語)「田楽喰い」

（４年生） 　　　林家楽一(紙切り)

　

H28.11.28(月) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／柳家喬之助(落語)「初天神」 20

防衛医大 寄席入門～落語体験～紙切り～落語 　　　柳家小太郎(落語)「寿限無」

ひまわり学級 　　　林家楽一(紙切り)

　

H28.11.29(火) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／柳家喬之助(落語)「初天神」 200

宮前小学校 寄席入門～落語体験～江戸太神楽～落語 　　　柳家小太郎(落語)「田楽喰い」

（４～６年生） 　　　鏡初音(江戸太神楽)

H28.11.29(火) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／柳家喬之助(落語)「子ほめ」 360

北小学校 寄席入門～落語体験～江戸太神楽～落語 　　　柳家小太郎(落語)「田楽喰い」

（４～６年生） 　　　鏡初音(江戸太神楽)

H28.11.30(水) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／柳家喬之助(落語)「初天神」 261

泉小学校 寄席入門～落語体験～紙切り～落語 　　　柳家小太郎(落語)「寿限無」

（４～６年生） 　　　林家楽一(紙切り)

　

H28.11.30(水) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／柳家喬之助(落語)「締め込み」 100

国立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 寄席入門～落語体験～紙切り～落語 　　　柳家小太郎(落語)「時そば」

　　　鏡初音(江戸太神楽)

　

６事業　計 1,061

　○まちづくりセンター共催事業

日　　時
会　　場

H28. 6. 4(土) 番外・所沢寄席「吾妻亭」 出演／桂小文治(落語) 116

　14:00開演 　　　一龍斎貞弥(講談)

　　　三増紋之助(江戸曲独楽)

吾妻まちづくりセンター 「御神酒徳利」「角屋船の由来」

H28. 6.11(土) 番外・所沢寄席「富岡亭」 出演／桂小南治(落語) 114

　14:00開演 　　　春風亭昇也(落語)

　　　宮田陽･昇(漫才)

富岡まちづくりセンター 「甲府い」「寄合酒」

　○その他の共催事業

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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日　　時
会　　場

H28. 6.12(日) ＸＫ徒イリュージョンマジックショー 出演／ﾏｼﾞｼｬﾝ慶　　ほか 117

　14:00開演

柳瀬まちづくりセンター

H28. 6.18(土) 番外・所沢寄席「中央亭」 出演／柳亭楽輔(落語) 145

　14:00開演 　　　一龍斎貞寿(講談)

　　　柳貴家雪之介(太神楽曲芸)

所沢まちづくりセンター 「火焔太鼓」「村越茂助・誉の使者」

H28.11.19(土) ＮＢＡバレエ団 出演／NBAﾊﾞﾚｴ団 185

　14:00開演 「くるみ割り人形」-ダイジェスト版-

松井まちづくりセンター

H28.12. 3(土) 杉山兄弟スーパーシャボン玉ショー 出演／杉山兄弟 180

　14:00開演

並木まちづくりセンター

H29. 2. 4(土) 番外・所沢寄席「三ヶ島亭」 出演／春風亭柳之助(落語) 239

　14:00開演 　　　三笑亭可龍(落語)

　　　ｱｻﾀﾞ2世(奇術)

三ヶ島まちづくりセンター 「初天神」「二番煎じ」

H29. 2.11(土) 小川紀美代　バンドネオンコンサート 出演／小川紀美代(ﾊﾞﾝﾄﾞﾈｵﾝ) 164

　14:00開演 　　　上原千陽子(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)

　　　三間早苗(ﾁｪﾛ)

山口まちづくりセンター ＜曲目＞ﾘﾍﾞﾙﾀﾝｺﾞ、G線上のｱﾘｱ　ほか

H29. 2.25(土) 番外・所沢寄席「新所沢亭」 出演／春風亭柳好(落語) 167

　14:00開演 　　　柳家小傳次(落語)

　　　丸一小助･小時(太神楽曲芸)

新所沢まちづくりセンター 「天狗裁き」「井戸の茶碗」

H29. 3. 4(土) 番外・所沢寄席「新所沢東亭」 出演／三笑亭夢太朗(落語) 101

　14:00開演 　　　宝井琴調(講談)

　　　林家花(紙切り)

新所沢東まちづくりセンター 「長屋の花見」「徂徠豆腐」

H29. 3.25(土) 劇団かかし座 出演／劇団かかし座 137

　14:00開演 「赤ずきん」（影絵劇）

小手指公民館分館

１１事業　計 1,665

　○音楽のあるまちづくり協力事業

日　　時
会　　場

H28. 5.26(木) 音まちコンサートVol.６ ＜曲目＞ 約 500

12:20開演 クラルス弦楽四重奏団 ﾓｰﾂｧﾙﾄ     :ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸより

ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ:弦楽四重奏曲第12番

市役所ロビー            「ｱﾒﾘｶ」より　　ほか

H28.12.28(水) 音まちｺﾝｻｰﾄVol.７ ＜曲目＞ 約 500

12:20開演 梅干野安未(ｵﾙｶﾞﾝ)×澤江衣里(ｿﾌﾟﾗﾉ) ﾍﾝﾃﾞﾙ   :ｵﾝﾌﾞﾗ･ﾏｲ･ﾌ

J.S.ﾊﾞｯﾊ:「これぞ聖なる十戒」、ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ

市役所ロビー ｸﾘｽﾏｽ･ｷｬﾛﾙ･ﾒﾄﾞﾚｰ　　ほか

２事業　計 1,000

入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

内　　　　容事　　　　業　　　　名
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≪その他の事業（育成・支援）≫

　○大人のための５００円コンサート（若手演奏家支援事業）

日　　時
会　　場

H28. 4.10(日) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 971

13:00開演 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ:ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第14番｢月光」

岡田 将[ピアノ] ｼｮﾊﾟﾝ    :ﾉｸﾀｰﾝ第2番

アークホール          :英雄ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ　　ほか

H28. 9.14(水) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 1,055

13:00開演 東京六人組 ﾌﾟｰﾗﾝｸ:六重奏曲

ﾗｳﾞｪﾙ :亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧｰﾇ

ﾃﾞｭｶｽ :交響詩「魔法使いの弟子」　ほか

アークホール

H28.12. 1(木) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 1,078

13:00開演 ｳﾞｨﾀｰﾘ :ｼｬｺﾝﾇ

松田理奈[ヴァイオリン] ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆ:ｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ

斎藤　龍[ピアノ] ｴﾙｶﾞｰ  :「愛の挨拶」「愛の言葉」

アークホール ｻﾗｻｰﾃ  :ｶﾙﾒﾝ幻想曲　　ほか

３事業　計 3,104

日　　時
会　　場

H29. 1.21(土) ミューズ・ニューイヤー ＜曲目＞ 1,133

15:00開演 オペラ・ガラ・コンサート ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ:『椿姫』～「乾杯の歌」

高橋維[ソプラノ] ﾓｰﾂｧﾙﾄ :『魔笛』～「夜の女王のｱﾘｱ」

富岡明子、向野由美子[メゾソプラノ] ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ:『ﾘｺﾞﾚｯﾄ』～「悪魔め鬼め」

樋口達哉、古橋郷平[テノール] ﾋﾞｾﾞｰ  :『ｶﾙﾒﾝ』～「恋は野の鳥」

成田博之、押川浩士[バリトン] 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

赤星裕子[ピアノ]

アークホール

１事業　計 1,133

日　　時
会　　場

H28.10.29(土) 所沢市民フェスティバル参加企画 ＜内容＞ 29日 2,000

H28.10.30(日) 「レッツ☆ゴー!!ミューズ横丁」 落語(柳家喬之助) 30日 2,000

11:00～16:00 ﾊﾞﾅﾅの叩き売り、七色とうがらし

ｶﾞﾏの油売り、あめ細工、ﾁﾝﾄﾞﾝ屋

針金細工、似顔絵、皿回し、駄菓子屋

情報市場 ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙすくい　　ほか

１事業　計 4,000

日　　時
会　　場

H28.10.28(金) 所沢市単身高齢者保養事業 出演／講演会 :ﾏｷﾞｰ司郎、松井宏夫 449

　14:00開演 「学んで!歌って!楽しみまSHOW!」 　　　歌謡ｼｮｰ:三田明、三善英史

講演会＆昭和歌謡ショー 　　　　　    北原ﾐﾚｲ、保科有里

マーキーホール ※所沢市受託事業 　　　　　　

１事業　計 449

事　　　　業　　　　名

　○市民フェスティバル参加企画

事　　　　業　　　　名

　○受託事業

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

内　　　　容 入場者数

内　　　　容 入場者数事　　　　業　　　　名

　○若手演奏家によるオペラ・ガラ・コンサート

内　　　　容 入場者数
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H28. 5.26(木) 国立音楽大学

H28. 6. 7(火) 国立音楽大学

～6.16(木)

＊期間中６日間

H28. 8. 2(火) 所沢市立所沢中学校

H28. 8. 3(水)

H28.11.24(木) 所沢市立小手指中学校

H28.11.25(金)

H28.11.30(水) 所沢市立向陽中学校

H28.12. 1(木)

H28.12. 2(金)

日　　時
会　　場

H28. 6.23(木) オルガン・クリニック①

H28. 6.28(火) （個人レッスン） 受講者数 24名

H28. 6.29(水)

アークホール

H28.11.22(火) オルガン・クリニック②

H28.11.27(日) （個人レッスン） 受講者数 25名

H28.11.30(水)

アークホール

H28. 7. 1(金) オルガノン発表会

入場者数 約100名

アークホール

　○市内中学生の職場体験の受入れ

日　程

　　　公演実施補佐等

学　　　　校　　　　名 内　　　　容

　　　

　○近隣大学の学生インターン等の受入れ

内容／自主事業の企画立案、広報宣伝、公演準備、

実習者／国立音楽大学　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ学生1名

事　　　　業　　　　名

　○『オルガノン』例会（共催分）

内　　　　容

日　程 学　　　　校　　　　名 内　　　　容

内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等

人数／1年生 2名

人数／2年生 2名

出演15名　ｵﾙｶﾞﾉﾝ会員、ｵﾙｶﾞﾝｽｸｰﾙ修了生

講師／松居直美、梅干野安未　ほか

講師／松居直美、梅干野安未　ほか

　　　

　　　業について実習

内容／ﾐｭｰｽﾞの3つのﾎｰﾙを見学し、ﾎｰﾙの特性にあった事

実習者／国立音楽大学　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ学生7名

内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等

人数／1年生 2名

内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等
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②定款第４条第２号 前号に掲げる事業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 

○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。 

○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。 

○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 

○月刊情報紙「ミューズ」、総合ちらし（年２回）、ポスティングちらし（年５

回）を発行し、自主事業等の事業情報を提供した。 

○情報誌「インフォ・マート」（年６回）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。 

○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。 

○ホームページにおいて、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と共に、ツイッター、フェイスブックの活用により、リ

アルタイムでの情報発信に努めた。また、ユーチューブで自主事業出演アー

ティストの動画配信サービスを実施した。 

 なお、平成２８年度の年間ホームページアクセス件数は、過去最高となる 

３８５，７９４件（前年度比９，９３０件増）であった。 

○ポスター・ちらしを作成し、公共機関や所沢駅・航空公園駅に掲示した。 

○広報宣伝の一環として、ミューズ・メンバーズ倶楽部会員（２８年度末会員

数：４，４１５名／前年同期比５１３名増）にダイレクトメールによる自主

事業情報等を提供したほか、長期継続会員に対するサプライズ招待（対象

者：１４８名／申込者：８３名、招待券配布枚数：１２３枚）を行った。 

なお、長期継続会員に対するサプライズ招待では、隣席追加販売の促進にも 

努めた。 
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○所沢市内転入者に対し、自主事業案内ちらしや「５００円コンサート」の招 

待券を配布し、広報宣伝に努めた。 

平成２８年度は全６公演の入場者数６，５３９名の５．３％にあたる方に招

待券をご利用いただいた。 

○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

つ宣伝媒体により自主事業情報を提供した。 

○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。 

 

③定款第４条第３号 文化団体等の活動支援に関する事業 

○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。 

○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。 

○アーティストの支援・育成のための事業として、「大人のための５００円コン

サート」を３公演実施した。（ピアノ、木管五重奏＆ピアノ、ヴァイオリン＆

ピアノ） 

○若手演奏家を支援するための事業として「ミューズ・ニューイヤー オペラ・

ガラ・コンサート」を実施した。 

 

④定款第４条第４号 所沢市から受託する施設を文化芸術活動や生涯学習、地域活 

動の場として貸与し、芸術文化及び地域コミュニティの醸成 

に資する事業 

○市民文化センターの施設利用受付事務及び施設利用料金の徴収事務を行った。 

・利用率、稼働率、来館者数は「施設利用状況表」のとおり。 
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○市民文化センターの施設及び設備老朽化に伴い、所沢市が実施した下記工事等

の円滑な遂行に協力した。 

工   期 工   事   内   容 

H28. 9.26(月)～10. 6(木) 

 ＊11日間 

管理棟地下熱源設備機械室内 

冷温水発生機１・2号機真空維持部分修繕 

H29. 2.20(月) 

 

中ホール棟地下発電機室内 

自家発電設備始動用蓄電池交換修繕 

H29. 2.22(水) 

 

管理棟地下中央監視室内外 

自動制御機器部品交換修繕 

H29. 2.24(金) 

 

大・小ホール搬入口内 

シャッター部品交換修繕 

H29. 3.14(火) 

 

大、中ホール棟内・展示棟内・管理棟内・屋外 

ＩＴＶ設備機器交換修繕  
 

○施設及び設備の経年劣化等に伴う修繕を６６件実施した。 

○利用者より要望が多かった、オムツ交換台１台を小ホールホワイエ２階北側多

目的トイレ内に設置した。 

○市民文化センターの施設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、埼玉西部消防局所沢東消防署員の指導のもと、

自衛消防・防災避難訓練（９月・１２月・３月）及び、ＡＥＤの操作方法等を

習得する応急手当普及講習会（３月）を実施した。 
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○ロケーション場所等として下記撮影の利用に協力した。 

利 用 日 利 用 場 所 内   容 利 用 者 名 

 

H28. 6. 8(水) 

 

中ホール正面広場 

 

自主制作ドラマ 

撮影 

 

日本大学芸術学部 

学生 

 

H28.10.11(火) 

 

大ホール 

 

所沢市PR動画撮影 

 

所沢市 経営企画部 

経営企画課 

 

H28.10.24(月) 

 

情報市場 

 

広報ところざわ 

12月号表紙撮影 

 

所沢市 経営企画部 

広報課 

 

H29. 2.13(月) 

H29. 2.23(木) 

 

情報市場 

 

自主制作映画 

撮影 

 

東放学園映画専門学校 

学生 

 

⑤定款第４条第５号 所沢市の各種文化事業等の受託及び協力に関する事業 

○所沢市が推進する「音楽のあるまちづくり」への協力事業として、所沢市役所

ロビーにおいて２公演を実施した。（クラルス弦楽四重奏団、梅干野安未＜オ

ルガン＞＆澤江衣里＜ソプラノ＞） 

○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、内容の充実と円滑な運営のため、助言、協力を行った。 

○所沢市福祉部高齢者支援課が実施する『所沢市単身高齢者保養事業』を受託し、

「学んで！歌って！楽しみまＳＨＯＷ！」と題して講演会と昭和歌謡ショーの

公演を実施した。 

（２）収益事業 

①定款第５条第１号 施設の貸与（前条第１項第４号に規定する施設貸与を除く。）

に関する事業 

○市民文化センターを公益目的以外の利用に供したほか、下記により施設の利用

促進を図った。 

・「利用のしおり」の施設内設置 

・ホームページでの施設利用方法や空き状況、月間催し物案内の公開 

・月間催し物案内の施設内及び市内公共施設への設置 

・月間催し物案内のミューズ・メンバーズ倶楽部会員への配布 

・キャンセル待ち予約の実施 
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○ロケーション場所等として各種撮影の利用があった。 

利 用 日 利 用 場 所 内   容 利 用 者 名 

 

H28. 5.10(火) 

H28.10.11(火) 

H29. 1.11(水) 

 

大ホール前正面広場 

 

テレビ朝日ドラマ撮影 

「動物戦隊 

ジュウオウジャー」 

 

株式会社 

東映テレビ 

プロダクション 

 

H28. 6.21(火) 

H28. 8.29(月) 

H28. 8.30(火) 

H28. 8.31(水) 

 

大ホール 

大ホール前正面広場 

 

TBSドラマ撮影 

「仰げば尊し」 

 

イメージフィールド 

株式会社 

 

H28. 7.16(土) 
 

 

大ホール 

 

Amazonプライムビデオ 

「InvisibleTokyo」 

 

株式会社ロボット 

 

H28. 9. 7(水) 

H29. 2.22(水) 

 

 

大ホール前正面広場 

中ホール前正面広場 

 

テレビ朝日ドラマ撮影 

「仮面ライダーエグゼイド」 

 

株式会社 

東映テレビ 

プロダクション 
 

H28. 9.26(月) 

 

 

 

小ホール 

展示室 

情報市場 

 

アイドルカレッジ 

「ＭＶ撮影」 

 

株式会社ろけすた 

 

②定款第５条第２号 その他公益目的事業の推進に資する事業 

○施設利用者の便宜を図るため、施設利用者が催し物の際に掲示する各種看板の

作成及び事業団広報紙への有料広告の掲載、並びに、有料コピー・ＦＡＸサ

ービスのほか、下記事業を実施した。 

・施設利用者から依頼されたチケットの代行販売事業 

・ミューズオリジナルグッズの販売事業 

・所沢市のゆるキャラ“トコろん”グッズの代行販売事業 

・施設内の飲料等自動販売機設置事業 

・自主事業時の出演者ＣＤやオリジナルグッズの物品販売事業 
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【施設利用状況表】 
    （平成２８年４月１日～平成２９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 

（％） 
来館者数 

大ホール 325  265 81.5 970       697 71.9 211,745 

中ホール 319  258 80.9 955 672 70.4 115,640 

小ホール 327  273 83.5 979 660 67.4 40,580 

展示室 327  316 96.6 981 864 88.1 49,121 

第２展示室 327  311 95.1 981 753 76.8 31,257 

会議室１号 327  304 93.0 981 695 70.8 3,632 

会議室２号 327  295 90.2 981 675 68.8 7,880 

会議室３号 327  300 91.7 981 629 64.1 3,167 

会議室４号 327  247 75.5 981 485 49.4 4,108 

和室１号 327  200 61.2 981 370 37.7 723 

和室２号 327  233 71.3 981 423 43.1 2,006 

第１練習室 327  315 96.3 981 732 74.6 4,328 

第２練習室 327  321 98.2 981 849 86.5 7,283 

リハーサル室 328  202 61.6 984 427 43.4 2,711 

計 4,569  3,840 84.0 13,698 8,931 65.2 484,181 

前年度実績  83.2  64.1 465,321 
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