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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、フルート講座を実施し、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。 

＜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。平成２９年７月には開館以来の来

館者数が１，２００万人を達成したことから、「音楽の絵本」公演（7/29）で記念セレモニ

ーを実施し、来場されたお客様の中から抽選で１組の方に記念品を贈呈した。また、所沢市

が「音楽のあるまちづくり」に関連する事業として立ち上げた、『空飛ぶ音楽祭』（所沢航空

記念公園で 9/23・24に開催）に協力するとともに、所沢市内に拠点を置く、株式会社村松

フルート製作所、埼玉県立芸術総合高等学校、日本大学芸術学部、特定非営利活動法人日本

バレエアカデミーバレエ団（ＮＢＡバレエ団）との事業連携により地域の文化振興に努めた。 

事業の実施にあたっては、引き続き、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た。また、所沢市上下水道局と連携して、航空公園駅から所沢市

民文化センターまでの歩道に１０枚のオリジナルデザイン・マンホール蓋を設置したほか、

引き続き、所沢市ロケーションサービスとの連携による各種撮影に協力するなど、施設の 

ＰＲ活動にも努めた。 

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、

６８，２８６名、施設全体の来館者数は、４７３，６５６名であった。 

施設管理運営部門では、安全・安心な施設運営の観点から、開館以来初となるコンサート

形式の避難訓練をアークホールで実施し、ミューズメンバーズ倶楽部会員、施設利用者など

３８２名の方々に観客として参加いただいた。また、平成３０年１２月から予定されている

所沢市民文化センターの大規模改修に伴う各種調査に協力した。所沢市民文化センター指定

管理の受託については、次期指定管理期間である平成３０年度から平成３３年度も、引き続

き指定を受けるべく申請を行い、指定管理者として指定された。 
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２  理事会・評議員会・監査 

（１）役員の現員 

区 分 平成２９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２９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２９年 ５月２４日 

・専決処分の承認について 

（平成28年度収支補正予算第3号） 

・専決処分の承認について 

（職員給与規程の一部改正） 

・平成２８年度事業報告及び決算について 

・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２９年 ６月 ８日 

・理事長の選定について 

・常務理事の選定について 

・常務理事の報酬額について 

・常務理事に事務局長職を委嘱する件につ

いて 
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会 議 名 開 催 日 議  案 

第３回理事会 平成２９年 ８月 ７日 

・専決処分の承認について 

（平成29年度収支補正予算第1号） 

・平成２９年度収支補正予算（第２号）に

ついて 

・育児・介護休業規則の一部改正について 

・次期（平成30年度～）指定管理者申請書

について 

・第１回臨時評議員会の招集について 

第４回理事会 平成２９年１１月 ７日 

・育児・介護休業規則の一部改正について 

・平成３０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 

・平成２９年度収支補正予算（第３号）に

ついて 

 

＜報告事項＞ 

・職務執行状況について 

・指定管理者選定委員会ヒアリングの概要

報告について 

第５回理事会 平成３０年 ２月１９日 

・専決処分の承認について 

（平成29年度収支補正予算第4号） 

・職員給与規程の一部改正について 

・無期雇用嘱託職員の就業等に関する規則

の制定について 

・嘱託職員の就業等に関する規則の一部改

正について 

・平成３０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＞ 

・平成３０年度～平成３３年度運営方針に

ついて 
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（３）評議員会の開催 

   平成２９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２９年５月１６日、平成２８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２９年 ６月 ８日 

・平成２８年度決算書類の承認について 

・理事１０名の選任について 

・評議員９名の選任について 

 

＜報告事項＞ 

・平成２８年度事業報告について 

第１回 

臨時評議員会 
平成２９年 ８月２８日 

・理事２名の選任について 

・評議員１名の選任について 

 

＜報告事項＞ 

・次期（平成 30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２９年１１月２９日 

＜報告事項＞ 

・平成３０年度自主事業について 

・指定管理者選定委員会ヒアリングの概要 

報告について 

第３回 

臨時評議員会 
平成３０年 ３月３０日 

＜報告事項＞ 

・平成３０年度事業計画及び収支予算につ

いて 

・平成３０年度～平成３３年度運営方針に

ついて 



≪ワークショップ≫ 　

日　　時
会　　場

H29.5月 ミューズパイプオルガンスクール ①上級クラス 9

～H30.3月 　講師／松居直美

　受講回数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20回、特別講座2回

H30.3.24（土） ミューズパイプオルガンスクール 出演／平成29年度パイプオルガン 216

13:15開演 生徒発表会 　　　スクール修了生（14名）

講師演奏：松居直美　(上級クラス講師)

　　　　：梅干野安未(初級クラス講師)

アークホール

H29.7.1（土） 第1回　ミューズパイプオルガン 講師／松居直美、梅干野安未 66

13:00開演 特別講座

～オルガンの仕組みを知る～

アークホール

H29.10.21（土） 第2回　ミューズパイプオルガン 講師／松居直美、梅干野安未 40

13:00開演 特別講座

～オルガンの歴史、時代・楽器・

作品～

キューブホール

H29.6.10（土） 能楽ワークショップ 講師／遠藤喜久 41

10:00～11:00 プレ講座 ・お仕舞体験

「能を体験してみよう！」 ・謡い体験

リハーサル室

H29.7.20（木） 能楽ワークショップ ①一般の部(6回) ① 28

　～8.27（日） お仕舞い体験講座 7/20・27・8/3・10・17・24 ② 4

リハーサル室 ②小学生の部(3回)

第２練習室 8/21・23・24

生涯学習推進センター

H29.8.27（日） 伝統芸能普及事業　能楽講座 出演／遠藤喜久　ほか能楽囃子方 236

13:00開演 「触れてみよう！能楽の世界」 ①ワークショップ生徒発表（32名）

②お話『能楽のススメ』

③能「鉄輪」　ほか

キューブホール

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『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

H29.7.15（土） MUSE first ACT 2017 稽古／7/15・24・8/14～19 37

　～8.19（土） ミュージカル体験ワークショップ

リハーサル室

キューブホール

H29.8.19（土） MUSE first ACT 2017 作・演出／犬石隆 172

15:00開演 ミュージカル体験ワークショップ 音楽／金子貢

参加者発表会 出演／ワークショップ参加者37名

「ふしぎな泉の物語」 　　　ゲスト：ジュニアキャスト

キューブホール

H29.9.24（日） 空飛ぶ音楽祭2017 ①親子の部　②大人の部　③大人の部 ① 18

①11:00 初心者のためのフルートはじめて 同時開催　フルート吹きの広場 ② 16

②14:00 講座 ・フルート無料診断 ③ 18

③16:00 協力：株式会社村松フルート製作所 ・ムラマツフルート試奏・展示

リハーサル室 共催：所沢市 　コーナー

H30.3.18（日） 初心者のためのフルートはじめて ①親子の部　②大人の部　③大人の部 ① 20

①11:00 講座 ② 20

②14:00 ③ 17

③16:00 協力：株式会社村松フルート製作所

第2練習室 共催：所沢市

4事業ワークショップ等参加者計 968

≪クラシック≫

  ○オーケストラ

日　　時
会　　場

H29.4.30（日） 辻井伸行×服部百音 ＜曲目＞ 1,932

14:00開演 究極の協奏曲コンサート ショスタコーヴィチ

ニール・トムソン[指揮]  ：ヴァイオリン協奏曲第1番

読売日本交響楽団 ショパン

アークホール 共催：インタースペース  ：ピアノ協奏曲第1番　ほか

H29.6.25（日） ミヒャエル・ザンデルリンク ＜曲目＞ 1,019

15:00開演 [指揮] ブラームス：交響曲4番、第1番

ドレスデン・フィルハーモニー

管弦楽団

アークホール 共催：ジャパン・アーツ リハーサル見学（329名）

H29.12.9（土） マリインスキー歌劇場管弦楽団 ＜曲目＞ 1,843

15:00開演 ワレリー・ゲルギエフ[指揮] チャイコフスキー

庄司紗矢香[ヴァイオリン]  ：ヴァイオリン協奏曲

ムソルグスキー：展覧会の絵　ほか

アークホール リハーサル見学（600名）

H30.1.6（土） MUSEニューイヤーコンサート2018 出演／小山実稚恵（ピアノ） 1,909

15:00開演       秋山和慶（指揮）

      東京交響楽団

アークホール

4事業　計 6,703

受講者数

内　　　　容 入場者数

運営方針『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

事　　　　業　　　　名 内　　　　容

　【主催公演事業】
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  ○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

H29.6.15（木） 小菅優[ピアノ]の室内楽 ＜曲目＞ 367

15:00開演 ～ピアノと管楽の五重奏～ モーツァルﾄ：ピアノと管楽のための

　　　　　　 五重奏曲変ホ長調Ｋ.452

                     　　       ほか

マーキーホール

H29.11.5（日） ウィーン弦楽四重奏団 ＜曲目＞ 762

15:00開演 ドヴォルジャーク

 ：弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」

モーツァルト

アークホール  ：弦楽四重奏曲第17番「狩」 ほか

H29.12.2（土） エマニュエル・パユ[フルート] ＜曲目＞ 660

15:00開演 エリック・ル・サージュ[ピアノ] J.S.バッハ

 ：フルート・ソナタBWV1020

シューベルト

マーキーホール  ：アルペジオーネ・ソナタ　ほか

H30.3.3（土） 藤村実穂子[メゾ・ソプラノ] ＜曲目＞ 522

15:00開演 ヴォルフラム・リーガー[ピアノ] シューベルト：ガニュメート

　糸を紡ぐグレートヒェン

　ギリシャの神々／湖にて

マーキーホール 　憩いなき愛　ほか

4事業　計 2,311

  ○オルガン

日　　時
会　　場

H29.10.14（土） 廣江理枝[オルガン] ＜曲目＞ 327

15:00開演 J.S.バッハ

 ：トッカータとフーガ ニ短調

ムソルグスキー

アークホール  ：展覧会の絵　ほか

H30.2.17（土） ホールオルガニスト梅干野安未 出演／梅干野安未（オルガン） 495

15:00開演 プレゼンツ　オルガンでめぐる ゲスト／菊池洋子（ピアノ）

美しきロマン派の世界 ＜曲目＞

フランク：前奏曲、フーガと変奏曲

アークホール 　　　　　op.18 ほか

2事業　計 822

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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  ○音楽普及事業

日　　時
会　　場

H29.6.30（金） “お昼どき”パイプオルガン ＜曲目＞ ① 483

①11:00開演 500円コンサート ①J.S.バッハ：トッカータとフーガ ② 531

②14:30開演 梅干野安未[オルガン] ②J.S.バッハ：協奏曲イ短調　

　　　　　　　　　　　　　　　ほか

アークホール オルガン見学（38名）

H29.9.23（土） 空飛ぶ音楽祭2017 ＜曲目＞ ① 847

①11:00開演 “お昼どき”パイプオルガン ①スターウォーズメドレー ② 469

②14:30開演 500円コンサート ②J.S.バッハ：小フーガ ト短調

石丸由佳[オルガン] 　　　　　　　　　　　　　　　ほか

アークホール 萩森花菜[司会]

H30.2.2（金） “お昼どき”パイプオルガン ＜曲目＞ ① 121

①11:00開演 500円コンサート ①J.S.バッハ：トッカータとフーガ ② 186

②14:30開演 山田由希子[オルガン] ②ブクステフーデ：トッカータ ニ短調

　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

アークホール オルガン見学（21名）

H29.4.19（水） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 1,049

13:00開演 「ギターと弦楽四重奏の競演」 ヴィヴァルディ：ギター協奏曲より

益田正洋[ギター]＆ モンティ　　　：チャルダーシュ

アクロス弦楽四重奏団 パガニーニ　　：セレナータ　ほか

アークホール

H29.9.1（金） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 1,191

13:00開演 菊池洋子［ピアノ］ ショパン：幻想即興曲

　　　　：バラード第3番　

リスト　：ラ・カンパネッラ　ほか 

アークホール

H29.11.16（木） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 774

13:00開演 金子平[クラッリネット] ブラームス

佐藤卓史[ピアノ]  ：クラリネット・ソナタ第1番

 ：クラリネット・ソナタ第2番

アークホール  ：4つの小品（ピアノ・ソロ）

H29.7.29（土） 親子で楽しむクラシックコンサート 出演／ズーラシアンブラス、弦うさぎ ① 609

①10:30開演 「音楽の絵本」 ＜曲目＞ ② 589

②14:30開演 アルルの女より

山の音楽家コンチェルト　ほか

マーキーホール 来場者1,200万人達成セレモニー実施

H29.8.27（日） 東京交響楽団　気軽にクラシック 出演／ロッセン・ゲルゴフ（指揮） 1,704

15:00開演 共演 　　　南紫音加（ヴァイオリン）

埼玉県立芸術総合高校生徒4名 　　　加羽沢美濃（ピアノ）　ほか

＜曲目＞

アークホール ラヴェル：ボレロ　ほか

H29.9.24（日） 空飛ぶ音楽祭2017 出演／今泉久（指揮）、篠﨑史子（ハープ） 468

15:00開演 日本大学芸術学部管弦楽団 　　　萩原貴子（フルート）

　　　髙橋博子（オルガン）　ほか

＜曲目＞

アークホール 共催：日本大学芸術学部 サン・サーンス：交響曲第3番　ほか

入場者数内　　　　容事　　　　業　　　　名
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日　　時
会　　場

H30.1.20（土） ニューイヤー・オペラ・ガラ・ 出演／鷲尾麻衣、伊藤晴（ソプラノ） 1,151

15:00開演 コンサート 　　　鳥木弥生、小林由佳（メゾソプラノ）

　　　樋口達哉、古橋郷平（テノール）

　　　押川浩士、成田博之（バリトン）

アークホール 協力：マーガレット 　　　赤星裕子（ピアノ）ほか

10事業　計 10,172

  ○特別企画演奏会

日　　時
会　　場

H29.5.6（土） ウィーン少年合唱団 ＜曲目＞ 902

15:00開演 岡野貞一        ：ふるさと

ウェルナー　　　：野ばら

J.シュトラウスⅡ：皇帝円舞曲 ほか

アークホール 共催：ジャパン・アーツ

H29.7.2（日） フジコ・ヘミング ＜曲目＞ 1,919

15:00開演 ピアノソロコンサート リスト：ラ・カンパネラ

　　　：愛の夢　ほか

　

アークホール 共催：サンライズプロモーション

H29.7.7（金） フランチェスコ・トリスターノ ＜曲目＞ 271

15:00開演 [ピアノ] J.S.バッハ

 ：イタリア協奏曲BWV971

 ：ゴルトベルク変奏曲BWV988

キューブホール 共催：ユーラシック

H29.7.17（月・祝） 樫本大進[ヴァイオリン] ＜曲目＞ 863

15:00開演 アレッシオ・バックス[ピアノ] モーツァルト

 ：ヴァイオリン・ソナタ第25番

グリーグ

アークホール  ：ヴァイオリン・ソナタ第3番　ほか

H29.10.1（日） 錦織健[テノール] 出演／竹村浄子（ピアノ） 761

15:00開演 ～ロック to バロック～ ゲスト／平澤仁（ヴァイオリン）

＜曲目＞

ヘンデル　：オンブラ・マイ・フ

アークホール 共催：ジャパン・アーツ J.S.バッハ：G線上のアリア　ほか

H29.11.18（土） 東京六人組 出演／ 494

15:00開演 上野由恵（フルート）、荒絵理子（オーボエ）

金子平（クラリネット）

福士マリ子（ファゴット）

マーキーホール 福川伸陽（ホルン）、三浦友理枝（ピアノ）

H29.11.26（日） 小菅優ピアノ・リサイタル ＜曲目＞ 652

15:00開演 メンデルスゾーン：『無言歌集』より

「ヴェネツィアの舟歌」

フォーレ：『舟歌』より

アークホール ショパン：舟歌　ほか

H29.12.31（日） 2017ズーラシアンブラス ＜曲目＞ 1,900

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

動物紅白歌合戦2017

フニクラ交響曲　ほか

アークホール 共催：スーパーキッズ

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

内　　　　容 入場者数事　　　　業　　　　名
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日　　時
会　　場

H30.2.10（土） 宮田大[チェロ] ＜曲目＞ 1,032

15:00開演 ジュリアン・ジェルネ[ピアノ] フォーレ：夢のあとに

ブリテン：チェロ・ソナタ　

フランク：チェロ・ソナタ　ほか　

アークホール 協賛：大塚食品 メンバーズ対象ファン交流会（22名）

H30.2.26（月） 反田恭平［ピアノ］プロデュース 出演／反田恭平（ピアノ） 1,162

15:00開演 MLMダブル・カルテット 　　　岡本誠司、大江馨、小林壱成

　　　桐原宗生（ヴァイオリン）

　　　島方暸、有田朋央（ヴィオラ)

アークホール 　　　伊東裕、森田啓佑（チェロ）

H30.3.22（木） 東京音大ACT Project×所沢ミューズ ＜曲目＞ 325

14:00開演 没後100年ドビュッシー人生の軌跡ドビュッシー

～大谷康子と東京音大の若き 　：牧神の午後への前奏曲

俊英たち～ 　：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ

マーキーホール 共催：東京音楽大学 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

H30.3.25（日） コンスタンチン・リフシッツ ＜曲目＞ 799

15:00開演 [ピアノ]　バッハは踊る J.S.バッハ：パルティータBWV825-830（全曲）

　　　　　　

アークホール 連携企画：ジャパンアーツ・フィリアホール

H30.3.31（土） バッハ・コレギウム・ジャパン 出演／鈴木雅明（指揮） 1,191

16:00開演 J.S.バッハ：マタイ受難曲 　　　R.ニコルズ（ソプラノ）

　　　C.V.デア・リンデ（アルト）

　　　櫻田亮（福音史家／テノール）

アークホール 共催：バッハ・コレギウム・ジャパン 　　　S.フォック（イエス／バス）　ほか

13事業　計 12,271

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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≪ポピュラー≫

日　　時
会　　場

H29.5.19（金） 第2回埼玉歌謡祭 in ミューズ 出演／岸田敏志、小桜舞子 ① 680

①11:00開演 　　　川野夏美、入山アキ子 ② 671

②15:00開演 　　  丘みどり、パク・ジュニョン

　　　ＫＡＮＡ、杜このみ

マーキーホール 共催：テレビ埼玉 　　　津吹みゆ、三丘翔太

H29.6.11（日） ハワイアン 出演／ロン・クアラアウ 649

17:00開演 ミュージック＆フラコンサート 　　　タービン・マキア

　　　ラダーシャ・ホオフリ

　　　カポノ・ナイリイリ

アークホール 共催：プランクトン 　　　日本のフラ・ハラウ６団体の共演あり

H29.7.15（土） 『パイレーツ・オブ・カリビアン／ 出演／齊藤一郎（指揮） 1,198

17:30開演 呪われた海賊たち』 　　　THE ORCHESTRA JAPAN　ほか

フィルム∞オーケストラ

アークホール 共催：サンライズプロモーション

H29.9.23（土） 空飛ぶ音楽祭2017 ＜曲目＞ 330

15:00開演 新日本BGMフィルハーモニー ファイナルファンタジーⅢ・Ⅵ

管弦楽団　NJBP Concert #0 タクティクスオウガ

“飛翔”～ゲーム音楽の祭典～ グラディウス　ほか

マーキーホール 共催：新日本BGMフィルハーモニー管弦楽団

H29.9.24（日） 空飛ぶ音楽祭2017 出演／北島直樹、古野光昭 311

18：00開演 JAZZ NIGHT 　　　岡崎好朗、岡崎正典、荒山諒

　　　ゲスト：寺井尚子

＜曲目＞

マーキーホール キャラバン、モーニン　ほか

H29.9.24（日） 空飛ぶ音楽祭2017 出演／つのだたかし、田崎瑞博 187

15:00開演 タブラトゥーラ 　　　江崎浩司、近藤郁夫

時空を超える古楽器バンド 　　　山﨑まさし

＜曲目＞

キューブホール 新しい自転車、レセルカーダ　ほか

H29.10.15（日） We Banjo 3　来日公演2017 出演／We Banjo 3 313

16:00開演 ゲスト／上間綾乃

　　　　（唄・三線from沖縄）

マーキーホール 共催：プランクトン

H29.11.23（木・祝） ザ・チーフタンズ 出演／ザ・チーフタンズ 973

17:00開演 ～結成55周年記念Forever Tour～ ゲスト／ハンバート ハンバート

アークホール

H29.12.20（水） ディズニー・オン・クラシック 出演／ブラッド・ケリー（指揮） 1,845

19:00開演 ～まほうの夜の音楽会2017 　　　THE ORCHESTRA JAPAN　ほか

Brillante～輝きの未来へ ＜曲目＞

塔の上のラプンツェル　ほか

アークホール 共催：サンライズプロモーション

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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日　　時
会　　場

H29.12.23（土） アンフォゲッタブルコンサート 出演／国府弘子スペシャルトリオ 497

18:00開演 Vol.15 ゲスト／手嶌葵（ヴォーカル）

　　　　奥田弦（ピアノ）

マーキーホール

H30.1.28（日） 東京大衆歌謡楽団コンサート 出演／髙島孝太郎 293

14:00開演 ～昭和初期の名曲を唄う～ 　　　髙島雄次郎

　　　髙島龍三郎

　　　髙島圭四郎

キューブホール

H30.2.25（日） 和太鼓　東京打撃団 所沢市内など太鼓グループ７団体と合同 574

15:30開演 演奏あり

マーキーホール

12事業　計 8,521

≪演劇等（舞台公演）≫

日　　時
会　　場

H29.6.30（金） ザ・ニュースペーパー 出演／渡部又兵衛、竹内康明 642

19:00開演 　　　松下アキラ、福本ヒデ

　　　山本天心、浜田太一、桑山元　

　　　石坂タケシ、土谷ひろし

マーキーホール

H29.7.16（日） 劇団四季ファミリーミュージカル 初演オリジナル企画・演出／浅利慶太 683

17:00開演 「嵐の中の子どもたち」 出演／田中宣宗、政所和行　ほか

　　　　

マーキーホール

H29.9.3（日） That's が～まるちょばSHOW ! ＋ 出演／が～まるちょば 711

14:00開演 ロッケンロールペンギン 　　　（ケッチ！、HIRO-PON）

マーキーホール 共催：サンライズプロモーション

H29.11.3（金・祝） 演劇集団キャラメルボックス 出演／関根翔太、森めぐみ 625

13:30開演 「光の帝国」 　　　鍛治本大樹、小林春世

　　　毛塚陽介、金城あさみ

　　　竹鼻優太　ほか

マーキーホール

H29.11.23（木・祝） NBAバレエ団 芸術監督・演出／久保紘一 ① 694

①11:00開演 「くるみ割り人形」 出演／清水綾乃、大島叔江、大森康正 ② 668

②15:00開演 　　　安西健塁、西優一　ほか

マーキーホール 共催：NBAバレエ団

H29.11.24（金） みうらじゅんスライドショー 出演／みうらじゅん 719

19:00開演 2017 in 所沢「BEST OF SLIDE」 フロントアクト／ウクレレえいじ

マーキーホール

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

内　　　　容 入場者数事　　　　業　　　　名
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日　　時
会　　場

H30.1.29（月） 新春！よしもとお笑いまつり　　 出演／中川家、野性爆弾、NON STYLE 1,639

19:00開演 in 所沢2018 　　　ハリセンボン、シソンヌ

　　　ジャングルポケット

　　　相席スタート

アークホール 共催：よしもとクリエイティブエージェンシー

H30.2.11（日） 劇団四季ミュージカル 作曲／アンドリュー・ロイド＝ 710

17:30開演 ジーザス・クライスト＝ 　　　ウェバー

スーパースター 出演／神永東吾、佐久間仁

　　　山本紗衣　ほか

マーキーホール

8事業　計 7,091

≪寄席≫

日　　時
会　　場

H29.4.14（金） 第94回所沢寄席 出演／柳家喬太郎、春風亭一之輔 750

19:00開演 「柳家喬太郎・春風亭一之輔二人会」 　　　テツandトモ　ほか

「お見立て」「小言幸兵衛」

マーキーホール

H29.7.8（土） 第95回所沢寄席 出演／柳家権太楼、笑福亭鶴光 753

18:30開演 「よったり寄ったり競演会」 　　　滝川鯉昇、柳家花緑　ほか

「芝浜」「鼓ヶ滝」

「粗忽の釘」「親子酒」

マーキーホール

H29.10.14（土） 第96回所沢寄席 出演／春風亭小朝　 772

18:30開演 「春風亭小朝独演会」 　　　柳貴家雪之介（太神楽曲芸）ほか

「扇の的」「抜け雀」

マーキーホール

H.30.1.7（日） 第97回所沢寄席 出演／林家木久扇、入船亭扇遊 719

14:00開演 「初笑い！開運らくご会」 　　　古今亭菊之丞

　　　ボンボンブラザース、林家二楽　ほか

「昭和芸能史」「天狗裁き」「親子酒」

マーキーホール

4事業　計 2,994

≪映像・展示≫

　○展示

日　　時
会　　場

H30.3.21（水・祝） とび出す絵本展 ・世界中から集められた約150冊の 1,737

～31（土） （市民ボランティア参加） 　しかけ絵本の展示

10:00～17:00 ・ダンボール迷路

・ポップアップカード作りコーナー

ザ・スクエア ※3/27(火)休館日 ・物販コーナー

H30.3.25（日） とび出す絵本展関連企画 ・ポップアップアートの仕組み ① 46

①11:00 嵐田康平ワークショップ ・ポップアップアートに挑戦しよう ② 34

②14:00 ポップアップカードを作ろう！！

第2展示室

1事業　計 1,817

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

入場者数内　　　　容事　　　　業　　　　名

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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　○映画

日　　時
会　　場

H29.11.6（月） 名画シアター ①喜劇・急行列車 ① 176

①11:00開演 『喜劇映画特集』 ②おかしな奴 ② 187

②12:45開演 （市民ボランティア参加）

マーキーホール 共催：文化庁・国立近代美術館フィルムセンター

H29.11.7（火） 名画シアター ①あゝ軍歌 ① 71

①11:00開演 『喜劇映画特集』 ②吹けば飛ぶよな男だが ② 73

②12:45開演 （市民ボランティア参加）

マーキーホール 共催：文化庁・国立近代美術館フィルムセンター

H30.3.16（金） ミューズ シネマ・セレクション ①この世界の片隅に ① 437

①14:00開演 part18 ②彼らが本気で編むときは、 ② 238

②16:45開演 世界が注目する日本映画たち ＊監督によるトークあり

（埼玉県立芸術総合高校ボランティア参加）

マーキーホール

H30.3.17（土） ミューズ シネマ・セレクション ①永い言い訳 ① 332

①11:00開演 part18 ②サバイバルファミリー ② 379

②14:15開演 世界が注目する日本映画たち ＊監督によるトークあり ③ 301

③17:30開演 （埼玉県立芸術総合高校ボランティア参加） ③散歩する侵略者

マーキーホール ＊監督によるトークあり

H30.3.18（日） ミューズ シネマ・セレクション ①人生フルーツ ① 647

①11:00開演 part18 ②映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ ② 306

②13:45開演 世界が注目する日本映画たち ③美しい星 ③ 252

③16:45開演 （埼玉県立芸術総合高校ボランティア参加） ＊全作品監督によるトークあり

マーキーホール

2事業　計 3,399

≪市民参加型事業（体験型事業）≫

日　　時
会　　場

H29.7.10（月） 劇団四季ミュージカル 市内小学６年生全員招待 2,919

H29.7.11（火） こころの劇場「ガンバの大冒険」

①10:00開演 （４回公演）

②14:00開演

マーキーホール 共催：所沢市教育委員会、四季株式会社

H29.7.27（木） 夏休み！ミューズ“とことこ” 出演／梅干野安未、大平健介（オルガン） ① 38

① 9:30 探検ツアー ・ホール探検　 ② 34

②12:30 ・照明体験 ③ 40

③15:30 ・オルガンミニコンサート

アークホール ・オルガン演奏体験

H29.8.19（土） MUSE first ACT 2017 作・演出／犬石隆 172

15:00開演 ミュージカル体験ワークショップ 音楽／金子貢

参加者発表会 出演／ワークショップ参加者37名

「ふしぎな泉の物語」 　　　ゲスト：ジュニアキャスト

キューブホール

事　　　　業　　　　名 入場者数

内　　　　容 入場者数

内　　　　容

運営方針『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
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日　　時
会　　場

H29.8.27（日） 伝統芸能普及事業　能楽講座 出演／遠藤喜久　ほか能楽囃子方 236

13:00開演 「触れてみよう！能楽の世界」 ①ワークショップ生徒発表（32名）

②お話『能楽のススメ』

③能「鉄輪」　ほか

キューブホール

H29.9.23（土） 空飛ぶ音楽祭2017 出演／天宮菜生、Psalm 800

17:30開演 第13回ところざわ夢あかり音楽会 　　　武蔵野音大生による弦楽アン

（秋草学園短期大学、小手指メンズクラブ 　　　サンブル

青年会議所ボランティア参加） 　　　田中麻衣子、CHEEKYS

情報市場 主催：ところざわ夢あかり音楽会実行委員会

H30.3.24（土） ミューズパイプオルガンスクール 出演／平成29年度パイプオルガン 216

13:15開演 生徒発表会 　　　スクール修了生（14名）

講師演奏：松居直美　(上級クラス講師)

　　　　：梅干野安未(初級クラス講師)

アークホール

６事業　計 4,455

日　　時
会　　場

H29.6.12（月） 蓄音機ミニ・コンサート ＜曲目＞ 27

15:00開演 クラシックの名盤 アルフレッド・コルトー、パブロ・カザルス

フリッツ・クライスラーなどの演奏

レストラン響 レストラン協力事業

H29.11.27（月） 蓄音機ミニ・コンサート ＜曲目＞ 38

15:00開演 ジャズの名盤 カウント・ベイシー、ルイ・アームストロング

グレン・ミラーなどジャズの名曲

レストラン響 レストラン協力事業

2事業　計 65

≪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

H29.11.28（火） アウトリーチ事業　出前寄席 ＜内容＞ 290

11:00開演 柳家喬之助（落語）「初天神」

雷門音助（落語）「転失気」

（4～6年生） 鏡味味千代（太神楽曲芸）

椿峰小学校 　

H29.11.28（火） アウトリーチ事業　出前寄席 ＜内容＞ 500

14:00開演 柳家喬之助（落語）「初天神」

雷門音助（落語）「転失気」

（4～6年生） 鏡味味千代（太神楽曲芸）

所沢小学校 　

H29.11.29（水） アウトリーチ事業　出前寄席 ＜内容＞ 300

10:50開演 柳家喬之助（落語）「初天神」

雷門音助（落語）「転失気」

（4～6年生） 鏡味味千代（太神楽曲芸）

小手指小学校 　

　○その他の共催事業

事　　　　業　　　　名 内　　　　容

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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日　　時
会　　場

H29.11.29（水） アウトリーチ事業　出前寄席 ＜内容＞ 200

14:00開演 柳家喬之助（落語）「初天神」

雷門音助（落語）「転失気」

（4～6年生） 鏡味味千代（太神楽曲芸）

三ヶ島小学校 　

H29.12.6（水） アウトリーチ事業　出前寄席 ＜内容＞ 160

11:00開演 柳家喬之助（落語）「初天神」

雷門音助（落語）「転失気」

（4～6年生） 鏡味味千代（太神楽曲芸）

北中小学校 　

H29.12.6（水） アウトリーチ事業　出前寄席 ＜内容＞ 450

14:00開演 柳家喬之助（落語）「初天神」

雷門音助（落語）「つる」

（4～6年生） 鏡味味千代（太神楽曲芸）

上新井小学校 　

6事業　計 1,900

　○まちづくりセンター共催事業

日　　時
会　　場

H29.6.3（土） チャイナでやっちゃいな 中国雑技 171

14:00開演 ・変面ショー

・雑技「鞭の芸」　

・雑技「皿回し」　

富岡まちづくりセンター ・雑技「一輪車の芸」　ほか

H29.6.17（土） 東京交響楽団メンバーによる 出演／田尻順、竹田詩織 166

14:00開演 弦楽四重奏団       青木篤子、小畠幸法

＜曲目＞

モーツァルト：アイネ・クライネ・

吾妻まちづくりセンター 　　　　　　　ナハトムジーク　ほか

H29.7.1（土） 番外・所沢寄席「中央亭」 出演／桂小南治、春風亭小柳 207

14:00開演 　　　林家楽一（紙切り）

所沢まちづくりセンター

H29.11.18（土） NBAバレエ団 出演／NBAバレエ団 172

14:30開演 「ドン・キホーテ」

ダイジェスト版

松井まちづくりセンター

H29.12.9（土） 東響交響楽団メンバーによる名曲 出演／景山梨乃（ハープ） 99

14:00開演 の数々 　　　木村正貴（ヴァイオリン）

ヴァイオリンとハープの響き ＜曲目＞

エルガー　：愛の挨拶

新所沢東まちづくりセンター ディズニー：美女と野獣　ほか

H30.2.3（土） 番外・所沢寄席「三ケ島亭」 出演／桂小南、林家けい木 204

14:00開演 　　　北見翼（和妻）

三ヶ島まちづくりセンター

内　　　　容 入場者数

内　　　　容 入場者数事　　　　業　　　　名

事　　　　業　　　　名
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日　　時
会　　場

H30.2.17（土） 池山由香アルパ＆歌コンサート 出演／池山由香（アルパ＆歌） 143

14:00開演 　　　篠原梨恵（フルート）

　　　大柴拓（ギター）

＜曲目＞

山口まちづくりセンター コーヒールンバ、花祭り　ほか

H30.2.24（土） XK徒 マジシャン慶 出演／マジシャン慶 184

14:00開演 スーパーイリュージョンショー 　　　壱っちゃん　ほか

新所沢まちづくりセンター

H30.3.3（土） 劇団かかし座 影絵劇 76

14:00開演 「ぶんぶくちゃがま」 演出／後藤圭

音楽／石川洋光

並木まちづくりセンター

H30.3.10（土） チャイナでやっちゃいな 中国雑技 144

14:00開演 ・変面ショー

・雑技「鞭の芸」　

・雑技「皿回し」　

柳瀬まちづくりセンター ・雑技「一輪車の芸」　ほか

H30.3.24（土） 劇団かかし座 影絵劇 126

14:00開演 「ぶんぶくちゃがま」 演出／後藤圭

音楽／石川洋光

小手指公民館分館

11事業　計 1,692

≪音楽のあるまちづくり協力事業≫

日　　時
会　　場

H29.5.26（金） 音楽のあるまちづくり協力事業 ＜曲目＞ 400

12:20開演 音まちコンサートVol.8 タレガ　　：アルハンブラの想い出

村治奏一［ギター］ 藤倉大　　：チャンス・モンスーン

J.S.バッハ：シャコンヌ　ほか

市役所ロビー

H29.12.28（木） 音楽のあるまちづくり協力事業 出演／高見未央（クラリネット） 500

12:20開演 音まちコンサートVol.9 　　　大宮臨太郎（ヴァイオリン）

N響メンバーと仲間たち 　　　矢津将也（ヴァイオリン）

クラリネットと弦楽四重奏の競演 　　　坂口弦太郎（ヴィオラ）

市役所ロビー 　　　磯野正明（チェロ）　　

H29.9.23（土） 空飛ぶ音楽祭2017 ＜曲目＞ ① 847

①11:00開演 “お昼どき”パイプオルガン ①スターウォーズメドレー ② 469

②14:30開演 500円コンサート ②J.S.バッハ：小フーガ ト短調

石丸由佳[オルガン] 　　　　　　　　　　　　　　　ほか

アークホール 萩森花菜[司会]

H29.9.23（土） 空飛ぶ音楽祭2017 ＜曲目＞ 330

15:00開演 新日本BGMフィルハーモニー ファイナルファンタジーⅢ・Ⅵ

管弦楽団　NJBP Concert #0 タクティクスオウガ

“飛翔”～ゲーム音楽の祭典～ グラディウス　ほか

マーキーホール 共催：新日本BGMフィルハーモニー管弦楽団　　　

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 入場者数内　　　　容
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日　　時
会　　場

H29.9.23（土） 空飛ぶ音楽祭2017 出演／天宮菜生、Psalm 800

17:30開演 第13回ところざわ夢あかり音楽会 　　　武蔵野音大生による弦楽アン

（秋草学園短期大学、小手指メンズクラブ 　　　サンブル

青年会議所ボランティア参加） 　　　田中麻衣子、CHEEKYS

情報市場 主催：ところざわ夢あかり音楽会実行委員会

H29.9.23（土） 空飛ぶ音楽祭2017 ＜内容＞ 35

10:00～15:00 ワークショップ ・ファルマンをみんなでつくろう！

ファルマンをみんなでつくろう！ ・大型のファルマンをみんなでつくろう

ザ・スクエア 協力事業

H29.9.24（日） 空飛ぶ音楽祭2017 出演／今泉久（指揮）、篠﨑史子（ハープ） 468

15:00開演 日本大学芸術学部管弦楽団 　　　萩原貴子（フルート）

　　　髙橋博子（オルガン）　ほか

＜曲目＞

アークホール 共催：日本大学芸術学部 サン・サーンス：交響曲第3番　ほか

H29.9.24（日） 空飛ぶ音楽祭2017 出演／北島直樹、古野光昭 311

18:00開演 JAZZ NIGHT 　　　岡崎好朗、岡崎正典、荒山諒

　　　ゲスト：寺井尚子

＜曲目＞

マーキーホール キャラバン、モーニン　ほか

H29.9.24（日） 空飛ぶ音楽祭2017 出演／つのだたかし、田崎瑞博 187

15:00開演 タブラトゥーラ 　　　江崎浩司、近藤郁夫

時空を超える古楽器バンド 　　　山﨑まさし

＜曲目＞

キューブホール 新しい自転車、レセルカーダ　ほか

H29.9.24（日） 空飛ぶ音楽祭2017 ①親子の部　②大人の部　③大人の部 ① 18

①11:00 初心者のためのフルートはじめて 同時開催　フルート吹きの広場 ② 16

②14:00 講座 ・フルート無料診断 ③ 18

③16:00 協力：株式会社村松フルート製作所 ・ムラマツフルート試奏・展示

リハーサル室 共催：所沢市 　コーナー

H29.9.24（日） 空飛ぶ音楽祭2017 ＜内容＞ 200

10:00～16:00 はじめての楽器体験 ・親子でヴァイオリンセミナー

・憧れのサックスセミナー

・楽器体験コーナー

ザ・スクエア 協力事業

11事業　計 4,599

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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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

H29.4.19（水） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 1,049

13:00開演 「ギターと弦楽四重奏の競演」 ヴィヴァルディ：ギター協奏曲より

益田正洋[ギター]＆ モンティ　　　：チャルダーシュ

アクロス弦楽四重奏団 パガニーニ　　：セレナータ　ほか

アークホール

H29.9.1（金） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 1,191

13:00開演 菊池洋子［ピアノ］ ショパン：幻想即興曲

　　　　：バラード第3番　

リスト　：ラ・カンパネッラ　ほか 

アークホール

H29.11.16（木） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 774

13:00開演 金子平[クラッリネット] ブラームス

佐藤卓史[ピアノ]  ：クラリネット・ソナタ第1番

 ：クラリネット・ソナタ第2番

アークホール  ：4つの小品（ピアノ・ソロ）

3事業　計 3,014

日　　時
会　　場

H30.1.20（土） ニューイヤー・オペラ・ガラ・ 出演／鷲尾麻衣、伊藤晴 1,151

15:00開演 コンサート 　　　鳥木弥生、小林由佳

　　　樋口達哉、古橋郷平

　　　押川浩士、成田博之

アークホール 　　　赤星裕子、金山京介

1事業　計 1,151

日　　時
会　　場

H29.10.28（土） 所沢市民フェスティバル ・落語（春風亭柏枝） 28日 1,000

H29.10.29（日） 「レッツ☆ゴー!!ミューズ横丁」 ・バナナのたたき売り 29日 500

10:00～16：00 ・ガマの油売り

情報市場 ・飴細工

リフレッシュルーム ・寄席文字　ほか

1事業　計 1,500

日　　時
会　　場

H29.11.10（金） 単身高齢者保養事業 出演／由紀さおり、安田祥子 671

14:00開演 由紀さおり＆安田祥子コンサート 　　　三遊亭楽生

講演会：三遊亭楽生

学んで！歌って！楽しみまSHOW！

マーキーホール ※所沢市受託事業 　　　　　　

1事業　計 671

事　　　　業　　　　名

　○若手演奏家によるオペラ・ガラ・コンサート

入場者数

内　　　　容

内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容

入場者数

内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名

　○受託事業

事　　　　業　　　　名

　○市民フェスティバル参加企画
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H29.7.1（土） 国立音楽大学

H29.7.24（月） 国立音楽大学

～12.31（日）

＊期間中12日間

H29.6.20（火） 武蔵野音楽大学

～8.27（日）

＊期間中6日間

H29.11.21（火） 所沢市立小手指中学校

H29.11.22（水）

H29.11.28（火） 所沢市立向陽中学校

H29.11.29（水）

H29.11.30（木）

H30.1.15（月） 所沢市立山口中学校

H29.1.16（火）

H29.1.17（水）

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

内　　　　容

人数／2年生 2名

　○近隣大学の学生インターン等の受入れ

日　程

　　　公演実施補佐等

　　　

　○市内中学生の職場体験の受入れ

　　　公演実施補佐等

内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等

内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等

人数／2年生 2名

日　程 学　　　　校　　　　名

内容／自主事業の企画立案、広報宣伝、公演準備、

実習者／マネジメントコース学生６名

　　　

実習者／音楽環境運営学科学生１名

内容／自主事業の企画立案、広報宣伝、公演準備、

学　　　　校　　　　名 内　　　　容

　　　

　　　則した事業について実習

内容／ミューズﾞの３つのホールを見学し、ホール特性に

実習者／マネジメントコース学生７名
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日　　時
会　　場

H29.4.29（土） 第44回日本オルガニスト協会 大学・短大の新卒業生の中から、 入場者

13:30開演 新人演奏会 各校によって推薦された1名。 243

今年度は下記６校から選出。

洗足学園大学、東京純心大学、東京藝術大学

アークホール 主催：日本オルガニスト協会 玉川大学、フェリス女学院大学、桜美林大学

H29.6.19（月） オルガン・クリニック①

H29.6.21（水） （個人レッスン） 受講者数 31名

H29.6.23（金）

H29.6.28（水）

アークホール 主催：オルガノン

H30.2.8（木） オルガン・クリニック②

H30.2.15（木） （個人レッスン） 受講者数 22名

アークホール 主催：オルガノン

H29.7.7（金） オルガノン発表会 出演17名 入場者

オルガノン会員、オルガンスクール修了生 180

アークホール 主催：オルガノン

講師／松居直美、メルカールト　ほか

講師／松居直美、梅干野安未　ほか

事　　　　業　　　　名

　○オルガン関連団体支援事業

内　　　　容
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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。 

○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。 

○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。 
 

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２９年度の年間ホームページアクセス件数は、３７８，６３０件

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（平成２９年度末会

員数：４，６６０名／前年同期比２４５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：１６４名／申込者：８４名、招待券配布枚数：１４８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２９年度は全６公演の入場者数５，６５１名の４．９％にあたる２７６

名の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、所沢市民文化

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。（ギター五重奏、ピアノ、クラリネット） 

○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 

○所沢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。 

〇所沢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 

H29.10.17(火)～10.24(火) 

 ＊8日間 

管理棟地下1階中央監視室空調機更新工事 
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○施設及び設備の経年劣化等に伴う修繕を６３件実施した。 

〇所沢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協力のもと、

開館以来初の試みとして、ミューズメンバーズ倶楽部会員・施設利用者・一般

応募者の方々にご参加いただき、５月２３日(火・休館日)に大地震発生を想定

した「避難訓練コンサート」をアークホールで実施した。同じく３月１３日

(火・休館日)には、自衛消防訓練の併用訓練として、埼玉西部消防局所沢東消

防署による大隊火災対応(集団救急対応)演習訓練の実施に協力した。 

○ロケーション場所等として各種撮影の利用に協力した。 

 ＜主な内容＞ 

利 用 日 利 用 場 所 内   容 利 用 者 名 

H29. 5.20(土) 大ホール正面広場 

中ホール正面広場 

情報市場 

広報紙の表紙撮影 依頼者；所沢商工会議所 

撮影者；日本大学芸術学

部写真学科学

生 

H29. 6. 7(水) 大ホール正面広場 実習課題の撮影 日本大学芸術学部 

放送学科学生 

H29. 8. 8(火) 地下駐車場 映像作品の撮影 日本大学芸術学部 

映像サークル「特撮部」 

H30. 1.30(火) 大ホール正面広場 

中ホール正面広場 

卒業制作の撮影 山脇美術専門学校 

ビジュアルデザイン科

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 

〇所沢市が推進する「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。（村治奏一［ギター］、Ｎ響メンバーと仲間

たちによる室内楽） 

○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所沢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。 

〇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。 



- 25 - 

（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 

○所沢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 

〇ロケーション場所等として各種撮影の利用があった。 

 ＜主な内容＞ 

利 用 日 利 用 場 所 内   容 利 用 者 名 

H29. 4.22(土) 

 

情報市場・中ホール テレビ朝日ドラマ 

「警視庁捜査一課長」 

株式会社東映テレビ 

プロダクション 

H29. 5.17(水) 

 

大ホール 

大ホール前正面広場 

ＴＢＳドラマ 

「ごめん、愛してる」 

株式会社ジニアス 

H29. 9. 7(木) 
 

中ホール・情報市場 

中ホール前正面広場 

東映映画「仮面ライダー平成

ジェネレーションズFINAL」 

株式会社東映テレビ 

プロダクション 

H30. 1.23(火) 

H30. 1.24(水) 

 

大ホール前正面広場 

 

東映映画 

「覚悟はいいかそこの女子。」 

株式会社大頭 

H30. 1.24(水) 

 

 

中ホール 

 

東宝映画 

「センセイ君主」 

イメージフィールド 

株式会社 

 

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 
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・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２９年４月１日～平成３０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 320  266 83.1 959       711 74.1 211,342 

中ホール 320  236 73.8 958 603 62.9 104,448 

小ホール 327  255 78.0 981 628 64.0 40,374 

展示室 327  306 93.6 981 824 84.0 44,352 

第２展示室 327  303 92.7 981 726 74.0 37,971 

会議室１号 327  297 90.8 981 615 62.7 3,185 

会議室２号 327  289 88.4 981 615 62.7 9,057 

会議室３号 327  286 87.5 981 573 58.4 3,696 

会議室４号 327  240 73.4 981 445 45.4 4,038 

和室１号 326  184 56.4 977 322 33.0 554 

和室２号 327  242 74.0 978 424 43.4 2,192 

第１練習室 327  315 96.3 981 692 70.5 4,266 

第２練習室 327  318 97.2 979 780 79.7 6,269 

リハーサル室 328  176 53.7 984 388 39.4 1,912 

計 4,564  3,713 81.4 13,683 8,346 61.0 473,656 

前年度実績  84.0  65.2 484,181 
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