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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、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。また、市内の埼玉県立芸術総合高

等学校の生徒がプロの演奏家と共演する機会の提供や、世界で活躍する「ウィーン少年合唱

団」と地元の子どもたちが交流する機会を提供した。更に、自主公演開催時に来場者がホー

ル内でゆっくりと寛いでいただけるよう、開場時間を４５分前に変更した。『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は、若手演奏家による「５００円

コンサート」「オペラ・ガラ コンサート」を実施した。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共に、新

たにミューズ・メンバーズ倶楽部即日入会を開始するなど、チケット販売の促進に努めた。 

施設管理運営部門では、管理棟１階和式トイレへの手摺設置や大ホール多目的トイレへの

ベビーベッド設置、プライオリティゲスト応対研修の実施など、安全・安心な施設の維持管

理に努めた。また、施設内に併設されるレストラン・カフェの運営事業者更新に伴い、地元・

所沢の豊かな食文化を発信する地産地消をコンセプトとしたレストラン・カフェをオープン

させ、利用者のニーズを把握しながら、サービスの向上に努めた。 

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、

７４，３２６人、施設全体の来館者数は、４６５，３２１人であった。 

 

 

 

 



- 2 - 

２  理事会・評議員会・監査 

（１）役員の現員 

区 分 ２７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２７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２７年 ５月２７日 

・専決処分の承認について 

（職員給与規程の一部改正） 

・情報公開規程の一部改正について 

・平成２６年度事業報告及び決算について 

・平成２７年度収支補正予算（第 1 号）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２７年 ６月１１日 

（決議の省略の方法による） 

・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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（３）評議員会の開催 

   平成２７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。 

会 議 名 開 催 日 議  案 

第３回理事会 平成２７年１１月１３日 

・専決処分の承認について 

（平成２７年度収支補正予算第２号） 

・専決処分の承認について 

（平成２７年度収支補正予算第３号） 

・平成２７年度収支補正予算（第４号）に

ついて 

・個人情報保護規程の一部改正について 

・情報公開規程の一部改正について 

・平成２８年度自主事業について 

・第１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 

第４回理事会 平成２８年 ２月１７日 

・平成２７年度収支補正予算（第５号）に

ついて 

・平成２８年度事業計画及び収支予算につ

いて 

・第２回臨時評議員会の招集について 

会 議 名 開 催 日 議  案 

定時評議員会 平成２７年 ６月１１日 

・平成２６年度決算書類の承認について 

・理事１０名の選任について 

・監事１名の選任について 

・評議員１名の選任について 

 

＜報告事項＞ 

 ・平成２６年度事業報告について 
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（４）監査の実施 

平成２７年５月１８日、平成２６年度決算監査を実施した。 

 

 

 

会 議 名 開 催 日 議  案 

第１回 

臨時評議員会 
平成２７年１１月３０日 

＜報告事項＞ 

 ・平成２８年度自主事業について 

第２回 

臨時評議員会 
平成２８年 ３月３０日 

・評議員１名の選任について 

 

＜報告事項＞ 

 ・平成２８年度事業計画及び収支予算につ

いて 



≪ワークショップ≫ 　

日　　時
会　　場

 H27.5月 ミューズパイプオルガンスクール ①上級ｸﾗｽ 10

～H28.3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

H28.3.26(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（15名） 246

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

H27.6.14(日) オルガン特別講座 ＜講師＞ 71

13:00開演 　松居直美

　梅干野安未

アークホール

H27.10.18(日) ミューズパイプオルガン特別講座 ＜講師＞ 67

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

H27. 5.31(日) 能を体験してみよう！ ＜講師＞ 29

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

H27. 7.16(木) 能楽ワークショップ ①一般の部（6回） 38

～ 8.30(日) お仕舞い体験講座 　7/16（木）･23（木）･30（木）

　 8/6（木）･20（木）･27（木）

リハーサル室 ②小・中学生の部（3回） 10

第２練習室 　8/20（木）･24（月）･26（水）

H27. 8.30(日) 能楽講座 出演／遠藤喜久　ほか　能楽囃子方 223

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（48名）

②能楽のｽｽﾒ～お囃子体験講座

キューブホール ③能「橋弁慶」

H27. 7.11(土) MUSE first ACT ２０１５ ＜ワークショップ＞ 29

～ 8.22(土) （ミュージカル･ワークショップ） ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ：7/11(土)

稽古（5回）

リハーサル室 他 7/21(火)･8/7(金)･17(月)･20(木)･21(金)

H27. 8.22(土) MUSE first ACT ２０１５ 出演／ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者（29名） 164

14:00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

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 受講者数

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

（入場者数）

（入場者数）

（入場者数）
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日　　時
会　　場

H27.11.12(木) ゴスペルシンガーズ・ワークショップ ＜講師＞ 40

H27.12. 6(日) （全2回） 　ちざわゆうこ

キューブホール

H28. 2.27(土) 初心者のための

①14:00開演 フルートはじめて講座 ①親子の部 ① 19

②16:00開演 ②こどもの部 ② 19

③18:00開演 協力：株式会社村松フルート製作所 ③大人の部 ③ 19

第１練習室 共催：所沢市　　　　　

ワークショップ等計 994

≪クラシック≫

  ○オーケストラ

日　　時
会　　場

H27. 4. 4(土) バッハ・コレギウム・ジャパン ＜曲目＞ 834

16:00開演 「マタイ受難曲」 J.S.ﾊﾞｯﾊ：ﾏﾀｲ受難曲

アークホール 共催：有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン

H27. 7. 5(日) ドレスデン・フィルハーモニー ＜曲目＞ 1,295

15:00開演 管弦楽団 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第7番 ｲ長調 op.92

ミヒャエル・ザンデルリンク指揮 ﾌﾞﾗｰﾑｽ   ：交響曲第1番 ﾊ短調 op.68

アークホール 共催：株式会社ジャパンアーツ

H27. 8.22(土) 東響プレミアムコンサート ＜曲目＞ 1,887

15:00開演 神尾真由子（Vn.）　宮田大（Vc.） ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲

クルティシェフ（Pf.） ｴﾙｶﾞｰ     ：ﾁｪﾛ協奏曲

アークホール 沼尻竜典（指揮） ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ  ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番

H27. 9.20(日) ＮＨＫ交響楽団 ＜曲目＞ 1,826

17:00開演 ヘルベルト・ブロムシュテッド指揮 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲

アラベラ美歩シュタインバッハー（Vn.） ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第3番「英雄」

アークホール 共催：公益財団法人ＮＨＫ交響楽団

H28. 1.11(月･祝) ＭＵＳＥニューイヤーコンサート ＜曲目＞ 1,624

15:00開演 指揮／秋山和慶　　東京交響楽団 J.ｼｭﾄﾗｳｽ2世：ﾜﾙﾂ「美しく青きﾄﾞﾅｳ」

ミロスラフ･クルティシェフ（Pf.） ｻﾗｻｰﾃ　　　：ﾂｨｺﾞｲﾈﾙﾜｲｾﾞﾝ／ｶﾙﾒﾝ幻想曲

神尾真由子（Vn.） ｼｮﾊﾟﾝ　　　：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番

アークホール ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ：交響曲第9番「新世界より」

H28. 3.27(日) 小林研一郎指揮／読売日本交響楽団 ＜曲目＞ 1,554

15:00開演 ～ヨーロッパ音楽紀行～ ﾋﾞｾﾞｰ    　：『ｱﾙﾙの女』より｢ﾌｧﾗﾝﾄﾞｰﾙ｣

特別参加／埼玉県立芸術総合高等学校 ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ   ：ﾊﾞﾚｴ『くるみ割り人形』より

ﾌﾞﾗｰﾑｽ     ：ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲 第5番

ｽﾒﾀﾅ    　 ：交響詩『我が祖国』より｢ﾓﾙﾀﾞｳ｣

アークホール ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾙｻｺﾌ：交響曲『ｼｪｴﾗｻﾞｰﾄﾞ』

６事業　計 9,020

　【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

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 受講者数

※12/13(日)ｸﾞﾛｰﾘｰ･ｺﾞｽﾍﾟﾙｼﾝｶﾞｰｽﾞ公演時に
  ｳｪﾙｶﾑﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄを実施
  （ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者40名）
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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

H27. 6.21(日) ＭＵＳＥカフェ＝コンセール ＜曲目＞ 449

15:00開演 須川展也（Sax.） J.S.ﾊﾞｯﾊ：G線上のアリア

小柳美奈子（Pf.） ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ：展覧会の絵

マーキーホール ﾌｧｼﾞﾙ･ｻｲ：組曲　ほか

H27.11.15(日) ＭＵＳＥカフェ＝コンセール ＜曲目＞ 323

15:00開演 フランス室内楽のエスプリ ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：沈める寺

河村尚子（Pf.）　佐藤俊介（Vn.） ﾌﾟｰﾗﾝｸ  ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ･ｿﾅﾀ FP.184

セバスチャン・マンツ（Cl.) ﾗｳﾞｪﾙ   ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ ﾄ長調

マーキーホール ウルリッヒ・ヴィッテラー（Vc.) ﾒｼｱﾝ    ：世の終わりのための四重奏

H.27.11.23(月･祝) ＭＵＳＥカフェ＝コンセール ＜曲目＞ 885

15:00開演 佐藤しのぶ（Sop.) 「花のまち」「花は咲く」「愛の喜び」

「禁じられた歌」「口づけ」

アークホール 共催：株式会社ジャパンアーツ ｵﾍﾟﾗ「ﾄｽｶ」より～

H28. 3.30(水) ＭＵＳＥカフェ＝コンセール ＜曲目＞ 528

14:00開演 アリーナ・イブラギモヴァ J.S.ﾊﾞｯﾊ：無伴奏ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ﾊﾟﾙﾃｨｰﾀ 第2番

無伴奏ヴァイオリン 　　　　　ﾆ短調 BWV.1004

ｲｻﾞｲ　　：無伴奏ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ 第3番

　　　　  ﾆ短調 op.27-3｢ﾊﾞﾗｰﾄﾞ｣

マーキーホール ﾊﾞﾙﾄｰ　 ：無伴奏ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ　ほか

４事業　計 2,185

  ○オルガン

日　　時
会　　場

H27.12.23(水･祝) ヘルムート・ドイチュ ＜曲目＞ 627

15:00開演 オルガン・リサイタル J.S.ﾊﾞｯﾊ：前奏曲とﾌｰｶﾞ ﾊ長調 BWV.547

ﾌﾞﾗｰﾑｽ  ：ｺﾗｰﾙ前奏曲

          「いち輪のﾊﾞﾗが咲いて」op.122-8

ﾓｰﾂｧﾙﾄ  ：幻想曲 ﾍ短調　K.608

ｳﾞｨｴﾙﾇ  ：『幻想小曲集』より「月の光」

アークホール           「ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰの鐘」　ほか

H28. 3. 5(土) 梅干野安未オルガンリサイタル ＜曲目＞ 497

15:00開演 パリの作曲家たち J.S.ﾊﾞｯﾊ：目覚めよと呼ぶ声ありBWV.645

～J.S.バッハへの眼差し～         ：管弦楽組曲第2番より

高木綾子（Fl.)           「ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ｣｢ﾊﾞﾃﾞｨﾇﾘ｣

アークホール J.ｱﾗﾝ   ：ﾊﾟｯｻｶﾘｱBWV.582　ほか

２事業　計 1,124

事　　　　業　　　　名

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

内　　　　容 入場者数

- 7 -



  ○音楽普及事業

日　　時
会　　場

H27. 4.10(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.C.F.ﾊﾞｯﾊ：きらきら星変奏曲 612

②14:30開演 吉田愛＆アレックス・ガイ（Org.) 　L.ﾓｰﾂｧﾙﾄ　：おもちゃのｼﾝﾌｫﾆｰ

 「大きなくりの木の下で」　ほか

※オルガン体験7名 ②G.ﾛｯｼｰﾆ　 ：「ｾｳﾞｨﾘｱの理髪師」序曲 389

　W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ ﾍ長調

アークホール 　D.ﾍﾞﾀﾞｰﾙ  ：ｵﾙｶﾞﾝ4手のためのｼﾝﾌｫﾆｴｯﾀ　ほか

H27. 7.17(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：ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ ﾆ短調 BWV.565 494

②14:30開演 梅干野安未（Org.)   G.ﾍﾝﾃﾞﾙ ：『水上の音楽』より

              ｢ｱﾗﾎｰﾝ･ﾊﾟｲﾌﾟ｣

※オルガン体験18名 　ｼﾞﾌﾞﾘ･ﾒﾄﾞﾚｰ　ほか

②J.S.ﾊﾞｯﾊ    ：前奏曲とﾌｰｶ ﾞﾄ長調 BWV.541 343

　F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：ｵﾙｶﾞﾝ･ｿﾅﾀ第3番 op.65

　M.ﾃﾞｭﾙﾌﾚ    ：「来たれ、創り主なる聖霊

アークホール                   によるｺﾗｰﾙ変奏曲」　ほか

H28. 2.19(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 BWV.565 1,010

②14:30開演 岩佐智子（Org.) 　ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾄﾞﾚｰ

　うたって手あそび「ひげじいさん」　

※オルガン体験14名、見学15名 　G.ﾓﾗﾝﾃﾞｨ：鐘の音のﾛﾝﾄﾞ　ほか

②J.S.ﾊﾞｯﾊ    ：ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ ﾆ短調 BWV.565 655

　F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：ｵﾙｶﾞﾝ･ｿﾅﾀ第3番 op.65

　G.ﾎﾞｳﾞｪ     ：「3つのﾊﾝﾌﾞﾙｸ前奏曲」より

アークホール                  “ｻﾗﾏﾝｶ”　ほか

H27. 6. 7(日) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 972

13:00開演 新倉瞳（Vc.) J.S.ﾊﾞｯﾊ ：無伴奏ﾁｪﾛ組曲第1番

ｻﾝ=ｻｰﾝｽ  ：白鳥

アークホール ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾁｪﾛ･ｿﾅﾀ第3番　ほか

H27.10. 4(日) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 992

13:00開演 ブルーオーロラ・サクソフォン・カルテット J.S.ﾊﾞｯﾊ：ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ ﾆ短調BWV.565

        ：主よ人の望みの喜びよBWV.147

ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：『ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ』より｢月の光｣

アークホール         ：亜麻色の髪の乙女　ほか

H27.12. 3(木) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 935

13:00開演 上野由恵（Fl.) ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：亜麻色の髪の乙女

景山梨乃（Hp.) ﾋﾞｾﾞｰ　 ：ｱﾙﾙの女よりﾒﾇｴｯﾄ

※ﾌﾙｰﾄ試奏体験ｺｰﾅｰ実施 ﾌｫｰﾚ 　 ：即興曲/ｼｼﾘｴﾝﾇ/幻想曲

アークホール 協力：株式会社村松フルート製作所 ﾎﾞﾙﾇ　　：ｶﾙﾒﾝ幻想曲　ほか

H27. 7.26(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」 「ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ｺﾞｰ｣「この素晴らしき世界」 ① 590

②15:00開演 ズーラシアンブラス＆弦うさぎ 「A列車で行こう｣「小さな世界」　ほか ② 551

マーキーホール

７事業　計 7,543

入場者数事　　　　業　　　　名 内　　　　容
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  ○特別企画演奏会

日　　時
会　　場

H27. 4.26(日) ウィーン少年合唱団 ＜曲目＞ 1,497

15:00開演 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ：美しく青きﾄﾞﾅｳ

ｳｪﾙﾅｰ     ：野ばら

ｱｰﾚﾝ      ：虹の彼方に

アークホール 共催：株式会社ジャパンアーツ 菅野よう子：花はさく　ほか

H27. 6.13(土) フジコ・ヘミング ＜曲目＞ 1,898

14:00開演 ピアノソロコンサート２０１５ ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：「月の光」「雨の庭」

ｼｮﾊﾟﾝ   ：ﾊﾞﾗｰﾄﾞ第1番 Op.23

アークホール 共催：株式会社サンライズプロモーション東京 ﾘｽﾄ     ：ﾗ･ｶﾝﾊﾟﾈﾗ　ほか

H27.10.24(土) 女神の出逢い ＜曲目＞ 1,370

15:00開演 森麻季（Sop.)＆仲道郁代（Pf.） ｼｮﾊﾟﾝ     ：華麗なる大円舞曲、小犬のﾜﾙﾂ

          ：幻想即興曲、英雄ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ

山田耕筰　：からたちの花、赤とんぼ

アークホール 共催：株式会社ジャパンアーツ 菅野よう子：花は咲く　ほか

H27.12.31(木) ズーラシアンブラス ＜曲目＞ 1,897

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」「大聖堂の狸囃子」

「ﾃｰﾙｹﾞｰﾄｷﾝｸﾞ」「うさぎのｱｲﾘｯｼｭﾀﾞﾝｽ」

「羊は安らかに草を食み」「ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ名曲ﾒﾄﾞﾚｰ」

「動物紅白歌合戦2015」

アークホール 共催：株式会社スーパーキッズ 「未来を照らす蛍の光」

H28. 2.14(日) 樫本大進（Vn.） ＜曲目＞ 1,398

15:00開演 コンスタンチン・リフシッツ（Pf.） ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ 第7番ﾊ短調op.30

デュオリサイタル ﾌﾞﾗｰﾑｽ   ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ 第2番ｲ長調op.100

アークホール ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ 第1番ﾊ短調op.32

５事業　計 8,060

  ○ピアノ・シリーズ企画

日　　時
会　　場

H27. 5.16(土) WEEKEND PIANO SERIES ＜曲目＞ 1,137

15:00開演 アリス＝紗良・オット ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第17番「ﾃﾝﾍﾟｽﾄ」

ピアノ・リサイタル ﾘｽﾄ      ：愛の夢　第2番/第3番

アークホール ﾘｽﾄ      ：「ﾗ･ｶﾝﾊﾟﾈﾗ｣　ほか

H27.11.29(日) WEEKEND PIANO SERIES ＜曲目＞ 1,751

17:00開演 クリスチャン・ツィメルマン ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：7つの軽快な変奏曲　ﾄ長調

ピアノ・リサイタル        ：ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第20番 ｲ長調 D.959

アークホール        ：ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ 第21番変ﾛ長調 D.960

H28. 2.21(日) WEEKEND PIANO SERIES ＜曲目＞ 997

15:00開演 コンスタンチン・リフシッツ ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ｱﾝﾀﾞﾝﾃ･ﾌｧｳﾞｫﾘ ﾍ長調WoO.57

ピアノ・リサイタル ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第21番 ﾊ長調op.53

          「ｳﾞｧﾙﾄｼｭﾀｲﾝ｣

アークホール ｼｮﾊﾟﾝ    ：24の前奏曲op.28「全曲」

３事業　計 3,885

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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≪ポピュラー≫

日　　時
会　　場

H27. 5.16(土) 谷本賢一郎 出演／谷本賢一郎　ほか 542

14:00開演 ファミリーコンサート

マーキーホール

H27. 5.24(日) ＨＡＰＡ 出演／ﾊﾞﾘｰ･ﾌﾗﾅｶﾞﾝ 832

17:00開演 　　　ｶﾎﾟﾉ･ﾅｲﾘｲﾘ

　　  ﾀｰﾋﾞﾝ･ﾏｷｱ

アークホール 共催：株式会社プランクトン 　　　ﾗﾀﾞｰｼｬ･ﾎｵﾌﾘ

H27. 6.19(金) フォレスタ ＜曲目＞ 1,585

18:00開演 「美しき天然」「故郷」「夏は来ぬ」

「荒城の月」「あざみの歌」「ﾛｰﾚﾗｲ」

アークホール 「ｻﾝﾀﾙﾁｱ」「川の流れのように」　ほか

H27.10. 3(土) 熱帯ジャズ楽団 出演／ｶﾙﾛｽ・菅野（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)　ほか 591

18:00開演 特別参加／埼玉県立芸術総合高校吹奏楽部

マーキーホール

H27.10.24(土) 沖仁フラメンコ・ギター ＜曲目＞ 491

18:30開演 Misson Impossible, Lupin The Third

今夜はDon't Stop, Spain, September　ほか

マーキーホール

H27.11. 7(土) 中村雅俊コンサート 出演／中村雅俊 669

17:00開演 「COLOR OF HEART」

マーキーホール

H27.12.12(土) ウイ・バンジョー・スリー 出演／ｳｨ･ﾊﾞﾝｼﾞｮｰ･ｽﾘｰ 521

15:00開演 ＆ハンバート・ハンバート 　　  ﾊﾝﾊﾞｰﾄﾊﾝﾊﾞｰﾄ

マーキーホール 共催：株式会社プランクトン

H27.12.12(土) ディズニーオン・クラシック ＜曲目＞ 1,868

17:00開演 まほうの夜の音楽会２０１５ 新演出『美女と野獣』より

組曲「ｽﾀｰ･ｳｫｰｽﾞ」　ほか

アークホール 共催：株式会社サンライズプロモーション東京

H27.12.13(日) グローリー・ゴスペルシンガーズ 出演／ｸﾞﾛｰﾘｰ･ｺﾞｽﾍﾟﾙ･ｼﾝｶﾞｰｽﾞ 1,023

14:00開演

アークホール 共催：株式会社テイト・コーポレーション

H27.12.25(金) 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 527

18:30開演 Vol.１３ 　　　つのだ☆ひろ（Vocal&Drum）

　　　岡本真夜　　（Vocal）

マーキーホール 　　　小沼ようすけ（Guitar）

H28. 3.31(木) 財津和夫コンサート ＜曲目＞ 697

19:00開演 スペシャルゲスト／姫野達也 「ｻﾎﾞﾃﾝの花」「心の旅」「青春の影」

「虹とｽﾆｰｶｰの頃」「ﾃﾈｼｰﾜﾙﾂ」

マーキーホール 「ﾘﾝｺﾞ追分」「ｽｶﾞﾎﾞﾛﾌｪｱｰ」　ほか

１１事業　計 9,346

※ｺﾞｽﾍﾟﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者(40名)による
　ｳｪﾙｶﾑﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ実施

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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≪演劇等（舞台公演）≫

日　　時
会　　場

H27. 7.29(水) 劇団四季ファミリーミュージカル 688

18:30開演 「人間になりたがった猫」

　　　　

マーキーホール

H27. 9. 5(土) 加藤健一事務所 出演／加藤健一、加藤忍 348

15:00開演 「滝沢家の内乱」

マーキーホール

H27.11.28(土) 東京ヴォードヴィルショー 出演／佐藤Ｂ作、佐渡稔、石井愃一 300

14:00開演 「パパのデモクラシー」 　　　あめくみちこ、たかはし等、まいど豊

　　　山本ふじ子、井之上隆志　ほか

マーキーホール

H27.12. 6(日) がーまるちょばSHOW! 出演／がーまるちょば 777

13:30開演

マーキーホール 共催：株式会社サンライズプロモーション東京

H27.12.19(土) 劇団四季ミュージカル 出演／劇団四季 693

13:00開演 「コーラスライン」

マーキーホール 共催：四季株式会社

H28.1.15(金) 劇団チョコレートケーキ 出演／戸田惠子、高田聖子（劇団☆新感線） 364

19:00開演 with バンダ・ラ・コンチャン 　　　近藤芳正　ほか

「ラインの向こう」

マーキーホール

H28. 3. 6(日) 現代狂言Ⅹ 出演／南原清隆、野村万蔵 547

15:00開演 古典狂言「千切木（ちぎりき）」 　　　佐藤弘道、ｾｲﾝ・ｶﾐｭ　ほか

新作現代狂言「不思議なフシギな鳥獣茶会」 　　　　　　　　　　　　　　

マーキーホール

H28. 3.18(金) よしもとお笑いまつり in 所沢 出演／ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ、NON STYLE、COWCOW 1,640

19:00開演 　　　とにかく明るい安村、ﾊﾟﾝｻ-

　　　ｼﾞｬﾙｼﾞｬﾙ、天狗　ほか

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

８事業　計 5,357

≪寄席≫

日　　時
会　　場

H27. 4.17(金) 第８６回所沢寄席 出演／桂文治 662

19:00開演 「桂文治・林家たい平　二人会」 　　　林家たい平

　　　桧山うめ吉（俗曲）　ほか

マーキーホール 「幽霊の辻」「不動坊」

H27. 7.17(金) 第８７回所沢寄席 出演／柳亭市馬 554

19:00開演 「三つ巴落語会～落語三都巡り～」 　　　桂南光

　　　三遊亭円丈　ほか

マーキーホール 「片棒」「義眼」「ｼﾝﾃﾞﾚﾗ伝説」

H27.11.13(金) 第８８回所沢寄席 出演／柳家小三治 763

19:00開演 「柳家小三治一門会」 　　　柳家小かじ

　　　柳家福治　ほか

マーキーホール 「道具や」「安兵衛狐」「禁酒番屋」

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. 1. 9(土) 第８９回所沢寄席 出演／柳家さん喬、桂米助、三遊亭遊雀 710

14:00開演 「恒例初笑い！開運らくご会」 　　　三遊亭鬼丸、三遊亭小円歌、

　　　ﾎﾞﾝﾎﾞﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽ　ほか

マーキーホール

４事業　計 2,689

≪映像・展示≫

　○展示

日　　時
会　　場

H27. 8.21(金) トリックアート展 6,623

～ 9. 6(日)

9:00～18：00

ザ・スクエア ※8/25（火）休館日

１事業　計 6,623

　○映画

日　　時
会　　場

H28. 3.19(土) ミューズシネマセレクション１６

①13:30開演 ①「あん」 ① 602

②16:15開演 ②「ぼくたちの家族」 ② 294

マーキーホール

H28. 3.20(日) ミューズシネマセレクション１６

①11:00開演 ①「滝を見にいく」 ① 294

②13:45開演 ②「夢は牛のお医者さん」 ② 271

③16:30開演 ③「岸辺の旅」 ③ 294

マーキーホール

H28. 3.21(月･祝) ミューズシネマセレクション１６

①11:00開演 ①「トイレのピエタ」 ① 223

②14:15開演 ②「ジヌよさらば～かむろば村へ～」 ② 400

③17:30開演 ③「野火」 ③ 312

マーキーホール

１事業　計 2,690

≪その他共催事業≫

日　　時
会　　場

H27. 5.22(金) デア･リング東京オーケストラ ＜曲目＞ 201

14:00開演 公開レコーディング ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ：交響曲第9番「新世界より」

ﾌﾞﾗｰﾑｽ　　 ：交響曲第2番

アークホール 共催：有限会社エヌ・アンド・エフ

１事業　計 201

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

　○公開レコーディング

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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≪市民参加型事業（体験型事業）≫

日　　時
会　　場

H27. 6.29(月) 劇団四季こころの劇場 29日 733

～ 6.30(火) 「むかしむかしゾウがきた」 738

30日 735

マーキーホール 共催：所沢市教育委員会、四季株式会社 737

H27. 7.29(水) 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 ① 36

②12:15開演 ｵﾙｶﾞﾝ演奏体験 ② 38

③15:00開演 ③ 38

アークホール

H27. 8.22(土) MUSE first ACT ２０１５ 出演／ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者（29名） 164

14:00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

H27. 8.30(日) 能楽講座 出演／遠藤喜久　ほか　能楽囃子方 223

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（48名）

②能楽のｽｽﾒ～お囃子体験講座

キューブホール ③能「橋弁慶」

H27. 9. 5(土) ところざわ夢あかり音楽会 出演／有尾文也（ｳﾞｫｰｶﾙ） 600

18:00開演 　　　宮本小菜美（ﾋﾟｱﾉ）

　　　二見勇気（ﾋﾟｱﾉ）

　　　井嶋啓介（ﾍﾞｰｽ）

情報市場 主催：ところざわ夢あかり音楽会実行委員会 　　　市川心之輔（ﾄﾞﾗﾑ）

５事業　計 4,042

≪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

H27.11. 9(月) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／春風亭柳橋　（落語）「転失気」 244

美原小学校 寄席入門～落語体験～江戸曲独楽～落語 　　　雷門小助六　（落語）「つる」

（４～６年生） 　　　三増紋之助　（江戸曲独楽）

　

H27.11. 9(月) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／春風亭柳橋　（落語）「御神酒徳利」 約 100

国立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 寄席入門～江戸曲独楽～落語 　　　雷門小助六　（落語）「初天神」

　　　三増紋之助　（江戸曲独楽）

　

H27.11.13(金) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／春風亭柳橋　（落語）「転失気」 215

中央小学校 寄席入門～落語体験～江戸曲独楽～落語 　　　雷門小助六　（落語）「つる」

（４～６年生） 　　　三増紋之助　（江戸曲独楽）

　

H27.11.13(金) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／春風亭柳橋　（落語）「転失気」 175

中富小学校 寄席入門～落語体験～江戸曲独楽～落語 　　　雷門小助六　（落語）「つる」

（４～６年生） 　　　三増紋之助　（江戸曲独楽）

H27.11.27(金) 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

並木小学校 寄席入門～落語体験～江戸太神楽～落語 　　　春風亭柏枝　（落語）「転失気」

（４～６年生） 　　　鏡初音　　　（江戸太神楽）
生涯学習センターで実施 　

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 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
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日　　時
会　　場

H27.11.27(金) アウトリーチ事業　出前寄席 出演／柳家喬之助　（落語）「初天神」 400

南小学校 寄席入門～落語体験～江戸太神楽～落語 　　　春風亭柏枝　（落語）「転失気」

（４～６年生） 　　　鏡初音　　　（江戸太神楽）

　

H27.11.30(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」 261

伸栄小学校 寄席入門～落語体験～紙切り～落語 　　　春風亭柏枝　（落語）「転失気」

（４～６年生） 　　　林家楽一　　（紙切り）

　

H27.11.30(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」 175

松井小学校 寄席入門～落語体験～紙切り～落語 　　　春風亭柏枝　（落語）「転失気」

（４～６年生） 　　　林家楽一　　（紙切り）

　

８事業　計 1,690

　○まちづくりセンター共催事業

日　　時
会　　場

H27. 6. 6(土) 中国雑技 雑技「皿回し」「こま回し」 154

14:00開演 「チャイナでやっちゃいな」 　　「一輪車の芸」

音楽「ニ胡演奏」「ﾌﾙｽ･ﾊﾞｰｳｰ演奏」

吾妻まちづくりセンター 変面ショー

H27. 6.13(土) 番外・所沢寄席「富岡亭」 出演／春雨や雷蔵（落語） 109

14:00開演 　　　三遊亭遊喜（落語）

　　　翁家喜楽・喜乃（太神楽曲芸）

富岡まちづくりセンター 「洒落小町」「小言題目」「熊の皮」

H27. 6.20(土) 杉山兄弟スーパーシャボン玉ショー 出演／杉山兄弟 221

14:00開演

柳瀬まちづくりセンター

H27. 6.27(土) 番外・所沢寄席「中央亭」 出演／春風亭小柳枝（落語） 192

14:00開演 　　　三遊亭春馬（落語）

　　　宮田陽・昇（漫才）

所沢まちづくりセンター 「抜け雀」「相撲場風景」

H27. 7.25(土) 劇団かかし座 出演／劇団かかし座 94

14:00開演 「長靴をはいたねこ」（影絵劇）

並木まちづくりセンター

H27. 7.26(日) ロバの音楽座 ＜曲目＞ 176

14:00開演 「オンガッカイ」 「道化の踊り」「風の歌」「ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ」

「歩く」「はてなのﾋﾐﾂ」

小手指まちづくりセンター 「ｶﾞﾗﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ」　ほか

H27.11.22(日) 中国雑技 雑技「皿回し」「こま回し」 208

14:00開演 「チャイナでやっちゃいな」 　　「一輪車の芸」「鞭の芸」

音楽「ニ胡演奏」「ﾌﾙｽ･ﾊﾞｰｳｰ演奏」

松井まちづくりセンター 変面ショー

H27.12. 5(土) 番外・所沢寄席「新所沢東亭」 出演／三遊亭円馬（落語） 84

14:00開演 　　　一龍斎貞寿　（講談）

　　　柳貴家雪之介（太神楽曲芸）

新所沢東まちづくりセンター 「試し酒」「真柄のお秀」

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. 2. 6(土) 番外・所沢寄席「三ヶ島亭」 出演／三笑亭夢太朗（落語） 237

14:00開演 　　　春風亭柳好　（落語）

　　　林家楽一　　（紙切り）

三ヶ島まちづくりセンター 「長屋の花見」「宮戸川」

H28. 2.13(土) 杉山兄弟スーパーシャボン玉ショー 出演／杉山兄弟 215

14:00開演

新所沢まちづくりセンター

H28. 3.26(土) 劇団かかし座 出演／劇団かかし座 149

14:00開演 「三匹のこぶた」

小手指公民館分館

１１事業　計 1,839

　○音楽のあるまちづくり協力事業

日　　時
会　　場

H27. 5.29(金) 音まちコンサートVol.４ ＜曲目＞ 約 500

12:20開演 ブルー・オーロラ・ ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ：ﾕﾓﾚｽｸ

サクソフォン・カルテット ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾙｻｺﾌ：熊ん蜂の飛行

ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ　 ：月の光

市役所ロビー J.S.ﾊﾞｯﾊ   ：ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ ﾆ短調BWV.565　ほか

H27.11. 5(木) 音まちコンサート番外編 ＜曲目＞ 約 250

12:10開演 友吉鶴心　薩摩琵琶コンサート 「壇ノ浦」

市役所ロビー

H27.12.28(月) 音楽のあるまちづくり協力事業 ＜曲目＞ 約 500

12:15開演 長富彩ピアノ・リサイタル ﾓｰﾂｧﾙﾄ ：「ｷﾗｷﾗ星」の主題による12の変奏曲

ｼｮﾊﾟﾝ　：幻想即興曲

ｸﾞﾗﾅﾄﾞｽ：『ｺﾞｲｪｽｶｽ』より「愛の言葉」

市役所ロビー ﾘｽﾄ　　：ﾗ･ｶﾝﾊﾟﾈｯﾗ

３事業　計 1,250

≪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

H27. 6. 7(日) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 972

13:00開演 新倉瞳（Vc.) J.S.ﾊﾞｯﾊ ：無伴奏ﾁｪﾛ組曲第1番

ｻﾝ=ｻｰﾝｽ  ：白鳥

アークホール ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾁｪﾛ･ｿﾅﾀ第3番　ほか

H27.10. 4(日) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 992

13:00開演 ブルーオーロラ・サクソフォン・カルテット J.S.ﾊﾞｯﾊ：ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ ﾆ短調BWV.565

        ：主よ人の望みの喜びよBWV.147

ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：『ﾍﾞﾙｶﾞﾏｽｸ』より｢月の光｣

アークホール         ：亜麻色の髪の乙女　ほか

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

H27.12. 3(木) 大人のための５００円コンサート ＜曲目＞ 935

13:00開演 上野由恵（Fl.) ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ：亜麻色の髪の乙女

景山梨乃（Hp.) ﾋﾞｾﾞｰ　 ：ｱﾙﾙの女よりﾒﾇｴｯﾄ

※ﾌﾙｰﾄ試奏体験ｺｰﾅｰ実施 ﾌｫｰﾚ 　 ：即興曲/ｼｼﾘｴﾝﾇ/幻想曲

アークホール 協力：株式会社村松フルート製作所 ﾎﾞﾙﾇ　　：ｶﾙﾒﾝ幻想曲　　　ほか

３事業　計 2,899

日　　時
会　　場

H28. 1.23(土) ミューズ・ニューイヤー ＜曲目＞ 625

15:00開演 オペラ・ガラ・コンサート 『ｾｳﾞｨﾘｱの理髪師』～

鈴木愛美(ｿﾌﾟﾗﾉ)、嘉目真木子(ｿﾌﾟﾗﾉ) 　「私は町の何でも屋」「今の歌声は」

富岡明子(ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ)、鳥木弥生(ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ) 『蝶々夫人』～「ある晴れた日に」

押川浩士(ﾊﾞﾘﾄﾝ)、樋口達哉(ﾃﾉｰﾙ) 『ﾄｩｰﾗﾝﾄﾞｯﾄ』～「誰も寝てはならぬ」

与儀巧(ﾃﾉｰﾙ)、上本訓久(ﾃﾉｰﾙ) 『ﾄｽｶ』～「星は光りぬ」

寺田功治(ﾊﾞﾘﾄﾝ)、赤星裕子(ﾋﾟｱﾉ) 『椿姫』～「乾杯の歌」　ほか

マーキーホール 萩森花菜（司会）

１事業　計 625

日　　時
会　　場

H27.10.24(土) 所沢市民フェスティバル参加企画 ＜内容＞ 24日 2,000

H27.10.25(日) 「レッツ☆ゴー!!ミューズ横丁」 落語（柳家喬之助） 25日 3,000

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、

針金細工、似顔絵

情報市場 ﾁﾝﾄﾞﾝ屋、駄菓子屋、ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙすくい

１事業　計 5,000

日　　時
会　　場

H27.11. 5(木) 所沢市単身高齢者保養事業 出演／林家木久扇 550

13:00開演 「笑って健康になる！ 　　　桂米助

　お楽しみスペシャル公演」 　　　三遊亭小円歌、ﾏｼﾞｯｸﾏﾎﾟﾚｵﾝｽﾞ

マーキーホール ※所沢市受託事業 「明るい選挙」「猫と金魚」

１事業　計 550

内　　　　容 入場者数

内　　　　容 入場者数

入場者数

事　　　　業　　　　名

　○市民フェスティバル参加企画

事　　　　業　　　　名

　○受託事業

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

事　　　　業　　　　名 内　　　　容
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H27. 5.31(日) 国立音楽大学 実習者／国立音楽大学　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ学生1名

内容／さまざまなﾎｰﾙ形態と、それに合わせた事業の

　　　多様性をホール見学を経て実習

　　　

H27. 6. 13(土) 昭和音楽大学 実習者／昭和音楽大学　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ学生1名

～8.22(土)

＊期間中9日間

　　　

H27. 9. 5(土) 武蔵野音楽大学 実習者／武蔵野音楽大学 音楽環境運営学科

～12.28(月) 　　　　ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾈﾝﾄｺｰｽ学生1名

＊期間中10日間 内容／自主事業の広報宣伝、公演準備、公演実施補佐等

　　　

H27. 8. 3(月) 所沢市立所沢中学校 人数／1年生 2名

H27. 8. 4(火) 内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等

H27. 8. 5(水)

H27.11.10(火) 所沢市立美原中学校 人数／1年生 2名

H27.11.11(水) 内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等

H27.11.12(木)

H27.11.25(水) 所沢市立向陽中学校 人数／1年生 2名

H27.11.26(木) 内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等

H27.11.26(木) 所沢市立小手指中学校 人数／2年生 2名

H27.11.27(金) 内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等

H28. 1.20(水) 所沢市立中央中学校 人数／1年生 2名

H28. 1.21(木) 内容／自主事業事務及び広報宣伝業務補助作業等

日　　時
会　　場

H27. 6.25(木) オルガン・クリニック①

H27. 6.29(月) （個人レッスン） 受講者数 25名

H27.11.11(水) オルガン・クリニック②

H27.11.13(金) （個人レッスン） 受講者数 23名

H27.11.26(木)

H27.11.27(金)

アークホール

H27. 7. 3(金) オルガノン発表会

入場者数 約60名

アークホール

講師／松居直美、ｼﾞｬﾝ=ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾒﾙｶｰﾙﾄ　ほか

講師／松居直美、ｼﾞｬﾝ=ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾒﾙｶｰﾙﾄ　ほか

出演19名　ｵﾙｶﾞﾉﾝ会員、ｵﾙｶﾞﾝｽｸｰﾙ修了生

事　　　　業　　　　名

　○『オルガノン』例会（共催分）

内　　　　容

　○近隣大学の学生インターン等の受入れ

学　　　　校　　　　名 内　　　　容日　程

　　　事業企画模擬企画書制作実習及び模擬予算書作成

　　　公演実施補佐等

内容／自主事業の企画立案、広報宣伝、公演準備、

　○市内中学生の職場体験の受入れ

日　程 学　　　　校　　　　名 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 

○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。 

○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６

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。 

○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自主事業サ

プライズ招待券の配布を行った。 

○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。 

○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。 



- 19 - 

○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。（チェロ、サクソフォンカルテット、フルート＆

ハープ） 

○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。 

○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の

円滑な遂行に協力した。 

工   期 工   事   内   容 

H28. 1.15(金)～ 2.12(金) 

＊29日間 

大ホールホワイエ１階 

  女性トイレ洋式化改修工事 

H28. 1.29(金)～ 2.26(金) 

＊29日間 

中ホールホワイエ２階 

  女性トイレ洋式化改修工事 

H28. 2.22(月)～ 2.26(金) 

＊15日間 

中ホール 

  舞台機構設備操作盤改修工事 

H28. 3.22(火) 

 

中ホール 

  舞台用カメラ・守衛室モニター部分改修工事 

H28. 3.22(火) 

 

管理棟４階 

  和室引き戸改修工事 
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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。 

○利用者より要望が多かった、オムツ交換台1台を大ホールホワイエ 1階南側身 

 障者用トイレに設置した。 

○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（７月・１２月・３月）を実施した。 

○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 

 

H27. 4. 8(水) 

 

大ホール 

大ホール前正面広場 

中ホール前正面広場 

 

埼玉地域情報番組撮影 

 

株式会社 

アルコグランデ 

 

H27. 5.21(木) 

 

中ホール前正面広場 

 

所沢観光大使 

JAY’S GAERDEN 

ポスター撮影 

 

所沢市 産業経済部 

商業観光課 

 

H27. 8.22(土) 

H27.10.27(火) 

 

大ホール前正面広場 

中ホール前正面広場 

 

自主制作映画撮影 

 

日本大学芸術学部 

学生 

 

H28. 2.18(木) 

 

大ホール前正面広場 

中ホール前正面広場 

情報市場 

 

自主制作ドラマ 

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３公演を実施した。（ブルー オーロラ サクソフォン カルテッ

ト、友吉鶴心 薩摩琵琶コンサート、長富 彩 ピアノリサイタル） 

○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』における

ホール公演事業を受託し、「笑って健康になる！お楽しみスペシャル公演」と

題して寄席の公演を実施した。 
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（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 

○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 

 

H27. 4.13(月) 

 

大ホール 

 

ピックルスコーポレーション

ＣＭ撮影 

「ご飯がススムキムチ」 

 

株式会社 

ティー・ワイ・オー 

 

H27. 5.12(木) 

 

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 ドライブ」 

 

株式会社 

東映テレビ 

プロダクション 

 

H27. 8.25(火) 

 

大ホール 

大ホール前正面広場 

 

テレビ東京ドラマ撮影 

「ウルトラマンＸ」 

 

株式会社 

円谷プロダクション 

 

H27.11.16(月) 

H27.12.18(金) 

 

地下駐車場 

大ホール前正面広場 

中ホール前正面広場 

小ホール 

情報市場 

 

テレビ東京ドラマ撮影 

「牙狼～魔戒列伝～」 

 

株式会社 東北新社 

 

H28. 1. 7(木) 

H28. 1. 8(金) 

 

中ホール 

中ホール前正面広場 

 

ＷＯＷＯＷドラマ撮影 

「メガバンク最終決戦」 

 

株式会社 

ツインズジャパン 

 

H28. 2.19(金) 

 

中ホール 

会議室 

 

テレビ朝日ドラマ撮影 

「仮面ライダー ゴースト」 

 

株式会社 

東映テレビ 

プロダクション 

 

H28. 3.11(月) 

 

大ホール前正面広場 

 

フジテレビ ドラマ撮影 

「フラジャイル」 

 

株式会社 

共同テレビジョン 
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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 

 

 

【施設利用状況表】 
    （平成２７年４月１日～平成２８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 300  259 86.3 898       694 77.3 192,341 

中ホール 295  241 81.7 883 641 72.6 112,050 

小ホール 326  264 81.0 978 648 66.3 41,196 

展示室 328  309 94.2 984 836 85.0 51,281 

第２展示室 328  306 93.3 984 736 74.8 31,580 

会議室１号 328  309 94.2 984 681 69.2 3,308 

会議室２号 328  285 86.9 984 609 61.9 7,177 

会議室３号 328  293 89.3 984 642 65.2 3,471 

会議室４号 328  255 77.7 984 520 52.8 3,937 

和室１号 328  191 58.2 984 313 31.8 637 

和室２号 328  224 68.3 984 432 43.9 2,115 

第１練習室 328  318 97.0 984 727 73.9 5,584 

第２練習室 328  323 98.5 984 829 84.2 8,271 

リハーサル室 329  192 58.4 987 407 41.2 2,373 

計 4,530  3,769 83.2 13,586 8,715 64.1 465,321 

前年度実績  82.3  63.0 454,316 
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