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２０２０年度事業計画書 

１．概    要 

    地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄与することを目的に、文化振興事業の企画実

施、及び文化団体や地域活動団体等への施設の貸与を行い、地域の芸術文化の振興と地域コ

ミュニティ活動の振興を図る。 

 

２．事  業 

 （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 

定款第 4条（１）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➋：『文化振興を通じた豊かな社会づくりへの貢献（市民参加、地域活性、育成、

支援）』に関連する事業 

○ワークショップ 

（１）所沢ミューズ・パイプオルガンスクール 

（２）能楽（お仕舞）ワークショップ  Beyond 2020 

（３）フルートはじめて講座（ムラマツフルートとの連携） 

（４）ガムラン・ワークショップ 

 

【主催公演事業】 

◆運営方針➊：『優れた芸術文化の鑑賞機会の提供（著名なアーティスト、優れた作品の紹

介）』、『多くの市民に芸術文化に触れる機会を提供（気軽に親しめる公演の

充実）』に関連する事業 

○クラシック 

＊オーケストラ 

（１）小山実稚恵［ピアノ］コンチェルトの世界 東京交響楽団 秋山和慶：指揮 

（２）フジコ・ヘミング［ピアノ］ ボン・ベートーヴェン交響楽団 共催 

（３）新イタリア合奏団 村治佳織［ギター］ Beyond 2020 

（４）ハンガリー国立フィル 小林研一郎：指揮 金子三勇士［ピアノ］ 

（５）読売日本交響楽団 ベートーヴェン「第九」セバスティアン・ヴァイグレ：指揮 

（６）所沢ミューズ ニューイヤー・コンサート 小山実稚恵［ピアノ］ 東京交響楽団 

（７）ウィーン交響楽団 ヒラリー・ハーン［ヴァイオリン］ エストラーダ：指揮 

 

＊ＭＵＳＥカフェ＝コンセール～室内楽リサイタル・シリーズ～ 

（１）ハンブルク・トリオ［ピアノ三重奏］ ［公共ホール連携事業］ 

（２）森麻季［ソプラノ］ グザヴィエ・ドゥ・メストレ［ハープ］ 

（３）東京六人組 ［公共ホール連携事業］ 

  （上野由恵 Fl、荒絵理子 Ob、金子平 Cl、福士マリ子 Fg、福川伸陽 Hr、三浦友理枝 Pf） 

（４）樫本大進［ヴァイオリン］ キリル・ゲルシュタイン［ピアノ］ 
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＊ピアノ・シリーズ 

（１）レイフ・オヴェ・アンスネス 

（２）キリル・ゲルシュタイン 

（３）仲道郁代（調整中） 

 

＊オルガン 

（１）ホールオルガニスト・オリジナル企画 

（２）オリヴィエ・ラトリー 

 

＊音楽普及事業 

（１）パイプオルガン５００円コンサート［若手奏者支援］（年間３公演） 

    ①梅干野安未 原田真侑（新ホールオルガニスト） 

    ②三原麻里（新ホールオルガニスト）ほかで調整中 

   ③調整中 

（２）大人のための５００円コンサート［若手奏者支援］（年間３公演） 

    ①景山梨乃［ハープ］ 金子平［クラリネット］ 佐藤卓史［ピアノ］等で調整中。 

    ②調整中 

    ③調整中 

（３）東京交響楽団 気軽にクラシック 名曲コンサート （指揮者調整中） 

（４）ズーラシアン・フィルハーモニー管弦楽団 ジルベスター音楽祭 共催 

（５）ニューイヤー・オペラ・ガラコンサート 

（６）みんなでつなぐ ピアノリレーコンサート 

（７）平原綾香と開くクラシックの扉 共催 

 

＊特別企画演奏会 

（１）リニューアルオープン式典 記念演奏会 

（２）リニューアルオープン記念 ズーラシアンカーニバル Beyond 2020 共催 

（３）オペラ・ガラコンサート イタリア人作曲家特集 Beyond 2020 

（４）ベートーヴェン生誕 250年記念 コンスタンチン・リフシッツ［ピアノ］ 

（５）ジョヴァンニ・ソッリマ ［チェロ］ Beyond 2020 

（６）マルシン・ディラ ［ギター］ 

（７）バッハ・コレギウム・ジャパン 鈴木優人：指揮 バッハ「ミサ曲 ロ短調」 

（８）宮田大 ［チェロ］ 

（９）辻井伸行 ［ピアノ］ 共催 

（10）トン・コープマン ［チェンバロ］ 

（11）千住真理子 ［ヴァイオリン］ 共催 

（12）大萩康司［ギター］ デビュー20周年記念リサイタル 

 

○ポピュラー 

（１）空飛ぶ音楽祭 2020 小坂忠・BEGIN・宮沢和史・高野寛（航空公園野外ステージ） 

（２）東京大衆歌謡楽団 

（３）埼玉歌謡祭 共催 

 



- 3 - 

 

 

（４）ヨナス・ハーヴィスト・ジャズトリオ＆スサンナ・アレクサンドラ 

（５）森山良子 コンサート 共催 

（６）民謡コンサート  Beyond 2020 

（７）小野リサ ボサノヴァ・コンサート 

（８）カニサレス ［フラメンコ・ギター］ 

（９）アヴィ・アヴィタル［マンドリン］＆オメル・アヴィタル［ベース］ 

（10）鈴木聖美、桑野信義 スペシャルステージ 

（11）ケルティック・クリスマス アヌーナ［コーラス］＆ハイキングス［バンド］ 

（12）上原ひろみ ［ジャズピアノ］ 

（13）ディズニー・オン・クラシック 共催 

（14）南こうせつ コンサート 

（15）ピアソラ生誕 100年 三浦一馬［バンドネオン］東京グランソロイスツ 

 

○演劇等（舞台公演） 

（１）劇団四季ミュージカル「コーラスライン」 共催 

（２）加藤健一事務所「サンシャイン・ボーイズ」 

（３）ＮＢＡバレエ団 チャイコフスキー 久保紘一新演出「白鳥の湖」 共催 

（４）よしもと「所沢お笑い祭り」 共催 

（５）ファミリーミュージカル「きかんしゃトーマス」 共催 

（６）劇団四季ファミリーミュージカル「ジョン万次郎の夢」 

（７）スケリグ 

（８）文楽「二人三番叟」「釣女」 Beyond 2020 

（９）ＮＢＡバレエ団 アダン「海賊」 共催 

（10）新春能「土蜘蛛」 Beyond 2020 

（11）イッセー尾形（調整中） 

 

○寄席 （５公演すべて Beyond 2020） 

（１）第 101回所沢寄席「柳家喬太郎・桂雀々 二人会」 

  （桂雀々、柳家喬太郎 ほか） 

（２）第 102回所沢寄席「よったり寄ったり競演会」 

  （瀧川鯉昇、柳家三三、立川生志、三遊亭兼好 ほか） 

（３）第 103回所沢寄席「春風亭一之輔独演会」 

  （春風亭一之輔 ほか） 

（４）第 104回所沢寄席「初笑い！開運らくご会」 

  （三遊亭好楽、春風亭柳橋 ほか） 

（５）番外・所沢寄席「神田松之丞独演会」 共催 

 

○映像・展示 

（１）イタリア映画上映会「ニュー・シネマ・パラダイス」 Beyond 2020 

（２）所沢市「アートの潮流」 共催 
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◆運営方針➋：『文化振興を通じた豊かな社会づくりへの貢献（市民参加、地域活性、育成、

支援）』に関連する事業 

 

○市民参加型事業（体験型事業） 

（１）劇団四季ミュージカル こころの劇場 共催 

（２）能楽講座「触れてみよう！能楽の世界」 Beyond 2020 

（３）ミューズとことこ探検ツアー 

（４）フルートはじめて講座（ムラマツフルートとの連携） 

（５）ミューズ・パイプオルガン特別講座 

（６）ところざわ夢あかり音楽会 

（７）ガムラン・ワークショップ 

 

○アウトリーチ（地域活性） 

（１）市内学校や福祉施設等への訪問コンサート 

（２）まちづくりセンターとの共催事業（市内 12か所） 

（３）市役所ロビーコンサート（年２公演） 

（４）椿峰コミュニティ会館別館 

（５）グランエミオ所沢 ミニ・コンサート 

（６）多聞院 寅まつり 

（７）神明社 奉納演奏 

 

○その他の事業（育成・支援） 

（１）大人のための５００円コンサート［若手奏者支援］（年間３公演） 

（２）パイプオルガン５００円コンサート［若手奏者支援］（年間３公演） 

（３）オルガノン（愛好団体）オルガンクリニック 共催 

（４）ニューイヤー・オペラ・ガラコンサート 

（５）市民フェスティバル参加事業 野外ステージまたは情報市場 

（６）「音楽のあるまちづくり」協力事業 

（７）近隣大学の学生インターンの受入れ 

（８）市内中学生の職場体験の受入れ 
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定款第４条（２）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 

 

①月刊情報紙「ミューズ」の発行 

 ②情報誌「インフォ・マート」の発行 

   ③ホームページによる情報提供  

  ④ＳＮＳを活用した情報発信（Facebook、Twitter） 

   ⑤広報宣伝業務の実施 

・ 雑誌・新聞等への広告掲載 

・ ポスター・ちらしの作成及び掲示、配布 

・ パンフレット類の作成及び配布 

   ⑥友の会事業の実施 

・ 公演情報等の提供 

・ オーケストラ公演リハーサル見学、アーティストとの交流会 

・ 長期加入会員の公演招待企画 

   ⑦市内転入者への公演案内の配布及び、公演招待 

⑧芸術文化情報の収集 

   ⑨芸術文化雑誌の供覧 

 

 

定款第４条（３）文化団体等の活動支援に関する事業 

 

①文化団体等の活動支援 

 ・地域文化活動に対する啓発、協力 

・オルガン愛好団体オルガノンへの協力 

・能楽ワークショップＯＢ会への協力 
  

 

定款第４条（４）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を効率的に管理運営し、芸術文化活動や地域コミュニティ活動、地域の

興隆を促進する各種催事の利用に供することにより、文化芸術の振興及び地域のコミュニテ

ィ活動の振興を図る。 

 

定款第４条（５）所沢市の各種文化事業等の受託及び協力に関する事業 

 

各種文化事業等を市等から受託するほか、それらが市民文化センターにおいて実施される際は、

内容の充実と円滑な運営のために助言、協力する。 

① 音楽のあるまちづくり協力事業 

② 空飛ぶ音楽祭２０２０ 
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 （２）収益事業 

  ①収益事業１／公益目的以外の施設の貸与に関する事業 

定款第 5条（１）施設貸与（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する。 

また、下記により、施設の利用促進を図る 

①「利用のしおり」の施設内設置 

②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 

③月間催し物案内の館内及び市内公共施設への設置 

④月間催し物案内のメンバーズ倶楽部会員への配布 

 

②収益事業２／施設利用者の便宜を図る物品販売等の利用サービス促進事業 

定款第 5条（２）その他公益目的事業の推進に資する事業 

①施設利用サービス促進事業 

 施設利用者の便宜を図るための、看板作成、広報紙への広告掲載、有料コピー・ 

ＦＡＸサービス等 

②チケット及びグッズ等代行販売事業 

③オリジナルグッズ販売事業 

④自動販売機及び公衆電話設置事業 

⑤その他事業 

 自主事業時の出演者ＣＤやオリジナルグッズ等の物品販売手数料徴収等 

 


