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１  概要 
 

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

 施設貸与・施設管理運営部門では、所沢市民文化センターの大規模改修による長期休館

（2018年12月10日～2020年3月31日）に伴い、施設利用者に適切な情報提供を行うとと

もに、改修工事が円滑に実施されるよう同文化センターの設置者である所沢市及び改修事業

者と密な連携を図った。また、長期休館中の自主事業チケットの販売及び２０２０年４月以

降の施設利用に係る申請事務に対応するため、２０１９年１月より同敷地内の仮設事務所に

おいて、チケット販売及び施設利用申請受付の営業を開始した。 

事業部門では、運営方針に掲げる『優れた芸術文化の提供・発信』『文化振興を通じた豊

かな社会づくりへの貢献』に関連する事業として、＜体験・活動等事業＞において、オルガ

ンスクール及び能楽お仕舞い体験講座、フルート講座を実施し、市民が芸術文化に身近に触

れ、主体的に芸術文化活動に参加する機会を提供したほか、＜主催公演事業＞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、同文化センターの長期休館以降は、所沢市の「音楽のあるまちづくり」に

関連した事業として、『市役所ロビーコンサート』『所沢駅前商業施設におけるコンサート』

を実施するとともに、市内まちづくりセンターや国立障害者リハビリテーションセンターに

おいて「アウトリーチ事業」を実施するなど、地域と連携した芸術文化の振興に努めた。 

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、チケット購入者への利便性の向上を図るため、チケッ

ト販売システムを刷新し、インターネットによるチケットの予約・販売とクレジットカード

決済のほか、コンビニエンスストアでのチケット発券を可能とした。 

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、

５８，９１７名、施設全体の来館者数は、３５５，２８１名であった。 
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２  理事会・評議員会・監査 

（１）役員の現員 

区 分 ２０１８年度末現員 

理 事 １２名 

監 事   ２名 

評議員 １０名 

計 ２４名 

 

（２）理事会の開催 

   ２０１８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 ２０１８年 ５月２８日 

・専決処分の承認を求めることについて

（職員給与規定の一部改正） 

・専決処分の承認を求めることについて

（2017年度収支補正予算＜第5号＞） 

・２０１７年度事業報告について 

・２０１７年度収支決算について 

・２０１８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＞ 

・職務執行状況の報告について 

・２０１８年度～２０２１年度運営方針

について 



- 3 - 

会 議 名 開 催 日 議  案 

第２回理事会 ２０１８年１１月１６日 

・２０１８年度収支補正予算（第２号）

について 

・公益認定法における変更届について 

・第１回臨時評議員会の招集について 

＜報告事項＞ 

・職務執行状況の報告について 

・２０１９年度自主事業について 

・所沢市民文化センター長期休館中にお

ける窓口営業体制について 

第３回理事会 ２０１９年 ２月２７日 

・嘱託職員の就業等に関する規則等の一

部改正について 

・ミューズアドバイザー設置規程を廃止

する規程制定について 

・２０１９年度事業計画について 

・２０１９年度収支予算について 

・第２回臨時評議員会の招集について 

＜報告事項＞ 

・２０１９年度の事業団の人員体制につ

いて 

・所沢市民文化センターにおける改修事

業のＰＲについて 

・ミューズメンバーズ倶楽部会員のアン

ケート結果について 

第４回理事会 
２０１９年 ３月２５日 

（決議の省略の方法による） 
・第３回臨時評議員会の招集について 

第５回理事会 
２０１９年 ３月２９日 

（決議の省略の方法による） 

・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 

   ２０１８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  

２０１８年５月１７日、２０１７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 ２０１８年 ６月１２日 

・２０１７年度決算書（計算書類等）承

認の件 

・理事１名選任の件 

＜報告事項＞ 

・２０１７年度事業報告の内容の件 

第１回 

臨時評議員会 
２０１８年１１月３０日 

・監事１名選任の件 

＜報告事項＞ 

・２０１９年度自主事業について 

・所沢市民文化センター長期休館中にお

ける窓口営業体制について 

第２回 

臨時評議員会 
２０１９年 ３月１８日 

＜報告事項＞ 

・２０１９年度事業計画について 

・２０１９年度収支予算について 

・今後の事業団運営体制について 

・２０１９年度の事業団の人員体制につ

いて 

・所沢市民文化センターにおける改修事

業のＰＲについて 

・ミューズメンバーズ倶楽部会員のアン

ケート結果について 

第３回 

臨時評議員会 

２０１９年 ３月２７日 

（決議の省略の方法による） 
・理事１名選任の件 



≪ワークショップ≫ 　

日　　時
会　　場

2018. 5月 所沢ミューズ・パイプオルガン ①上級クラス 10

～2018.11月 スクール 　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

2018.11.30（金） 所沢ミューズ・パイプオルガン 出演／2018年度パイプオルガン 220

18:15開演 スクール生徒発表会 　　　スクール修了生15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

2018. 4.27（金） 第1回　所沢ミューズ 講師／松居直美、梅干野安未 54

18:00開演 パイプオルガン特別講座

～パイプオルガンのし・く・み～

アークホール

2018.10.21（日） 第2回　所沢ミューズ 講師／松居直美、梅干野安未 31

18:00開演 パイプオルガン特別講座

～オルガンの歴史・時代・楽器・

作品～

キューブホール

2018. 7.12（木） 能楽ワークショップ ①一般の部(6回) ① 34

　～8.26（日） お仕舞い体験講座 7/12・19・26・8/2・9・23 ② 10

リハーサル室 ②小学生の部(3回)

第２練習室 8/21・22・23

生涯学習推進センター

2018. 8.26（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 205

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44名

②お話『能楽のススメ』

③能「小鍛冶」　ほか

キューブホール

2018.11.18（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 16

①11:00 講座 ② 15

②14:00 ③ 7

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

3事業ワークショップ等参加者計 612

運営方針『優れた芸術文化の提供・発信』『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

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】

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 受講者数
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≪クラシック≫

  ○オーケストラ

日　　時
会　　場

2018. 6.24（日） ロシア・ナショナル管弦楽団 ＜曲目＞ 1,541

15:00開演 ミハイル・プレトニョフ[指揮] チャイコフスキー 

反田恭平[ピアノ]  ：ピアノ協奏曲第1番

ストラヴィンスキー 

アークホール  ：バレエ音楽『火の鳥』　ほか

2018.10. 8（月） 東響プレミアム・コンサート 出演／アンドレイ・フェーヘル 1,042

15:00開演 「ロシア音楽の真髄」 　　　神尾真由子

共演 ＜曲目＞

埼玉県立芸術総合高校生徒3名 ムソルグスキー

アークホール  ：交響詩「禿山の一夜」　ほか

2018.11.17（土） アシュケナージ指揮 ＜曲目＞ 1,935

15:00開演 アイスランド交響楽団 ショパン　：ピアノ協奏曲第2番

ピアノ：辻井伸行 シベリウス：カレリア組曲

　　　　　：交響曲第2番　

アークホール 共催：インタースペース

2018.12. 9（日） パーヴォ・ヤルヴィ ＜曲目＞ 1,046

15:00開演 [芸術監督／指揮] シューベルト：交響曲第8番

ドイツ・カンマーフィルハーモ  　　　　　　「ザ・グレイト」ほか

ニー管弦楽団 ＊休館お別れパーティー（メンバーズ対象）

アークホール 　ヤルヴィ、楽団員との交流会70名

4事業　計 5,564

  ○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

2018. 5.27（日） 森麻季[ソプラノ]　 ＜曲目＞ 1,110

15:00開演 仲道郁代[ピアノ] 山田耕筰　：からたちの花

新井満　　：千の風になって

プッチーニ：私の愛しいお父さま

アークホール 共催：ジャパン・アーツ 　　　　　　　　　　　　　　　ほか

2018. 6.30（土） 樫本大進[ヴァイオリン] ＜曲目＞ 1,778

15:00開演 キリル・ゲルシュタイン[ピアノ] ベートーヴェン

 ：ヴァイオリン・ソナタ第6番

ブラームス

アークホール  ：ヴァイオリン・ソナタ第2番　ほか

2018.10.28（日） ジュリアード弦楽四重奏団 ＜曲目＞ 510

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」

ベートーヴェン

アークホール  ：弦楽四重奏曲第3番　ほか

3事業　計 3,398

　【主催公演事業】

内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

運営方針『優れた芸術文化の提供・発信』に関連する事業

事　　　　業　　　　名
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  ○WEEKEND PIANO SERIES 2018

日　　時
会　　場

2018. 9. 9（日） WEEKEND PIANO SERIES 2018 ＜曲目＞ 505

15:00開演 アレクサンダー・ガヴリリュク ショパン：バラード第2番

[ピアノ] プロコフィエフ

 ：ピアノ・ソナタ第7番

アークホール 　「戦争ソナタ」　ほか

2018. 9.29（土） WEEKEND PIANO SERIES 2018 ＜曲目＞ 568

15:00開演 萩原麻未[ピアノ] ドビュッシー没後100年メモリアル

 ：2つのアラベスク

 ：ベルガマスク組曲

アークホール  ：喜びの島　ほか

2018.11.10（土） WEEKEND PIANO SERIES 2018 ＜曲目＞ 1,122

15:00開演 ファジル・サイ[ピアノ] ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ

　　　　　　　　第8番「悲愴」

　　　　　　　　第14番「月光」

アークホール 　　　　　　　　第23番「熱情」　ほか

3事業　計 2,195

  ○オルガン

日　　時
会　　場

2018. 7.16（月） トン・コープマン ＜曲目＞ 579

15:00開演 オルガン・リサイタル J.S.バッハ

 ：小フーガ ト短調BWV578

 ：前奏曲とフーガ 変ホ長調BWV552

アークホール 　　　　　　　　　　　　　　ほか　

2018.11. 3（土） ホールオルガニスト梅干野安未 出演／梅干野安未 496

15:00開演 プレゼンツ　バッハ生誕333年 ゲスト／岡本誠司

J.S.バッハの散歩道 ＜曲目＞

J.S.バッハ：トッカータとフーガ

アークホール 　　　　　　　　　　　　　　ほか

2事業　計 1,075

  ○音楽普及事業

日　　時
会　　場

2018. 6.15（金） “お昼どき”パイプオルガン ＜対象／曲目＞ ① 300

①11:00開演 500円コンサート ①０歳から／ジブリメドレー ② 338

②14:30開演 梅干野安未［オルガン］ ②大人向け／ボエルマン：ゴシック組曲

萩森花菜[司会] 　　　　　　　　　　　　　　ほか

アークホール ＊オルガン体験37名

2018.10. 5（金） “お昼どき”パイプオルガン ＜対象／曲目＞ ① 545

①11:00開演 500円コンサート ①０歳から／J.S.バッハ：トッカータとフーガ② 563

②14:30開演 冨田一樹［オルガン］ ②大人向け／J.S.バッハ：パッサカリア

ほか

アークホール ＊オルガン体験33名

事　　　　業　　　　名

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

入場者数内　　　　容

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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日　　時
会　　場

2018. 4.26（木） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 989

13:00開演 デンハーグピアノ五重奏団 シューベルト：ピアノ五重奏曲

　　　　　　　「ます」　ほか

アークホール ＊オリジナル楽器の見学会250名

2018. 9.10（月） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 975

13:00開演 Ｎ響メンバーによる室内楽の ハイドン

愉しみ  ：弦楽四重奏曲第67番「ひばり」

モーツァルト

アークホール  ：弦楽四重奏曲第17番「狩」　ほか

2018. 7.28（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 ① 531

①10:30開演 「音楽の絵本」 　　　弦うさぎ ② 466

②14:30開演 ＜曲目＞

金管五重奏の為のじょんがら即興曲

マーキーホール 愛の挨拶、星に願いを　ほか

2018.11.16（金） 所沢ミューズ・オペラ・ガラ 出演／髙橋絵理、鈴木愛美 1,000

15:00開演 コンサート 　　　長谷川忍、向野由美子

　　　西村悟、村上公太

　　　押川浩士、成田博之

アークホール 協力：マーガレット企画 　　　赤星裕子

6事業　計 5,707

  ○特別企画演奏会

日　　時
会　　場

2018. 5. 5（土） フジコ・ヘミング ＜曲目＞ 1,846

15:00開演 ピアノソロコンサート リスト　　　：ラ・カンパネラ

ショパン　　：ポロネーズ第6番「英雄」

ドビュッシー：月の光　ほか

アークホール 共催：サンライズプロモーション東京

2018. 8.21（火） アクロス弦楽合奏団 出演／アクロス弦楽合奏団 546

15:00開演 夕涼み名曲コンサート 　　　リーダー・ヴァイオリン景山誠治

（アクロス福岡との連携事業） ＜曲目＞

J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲

アークホール 　　　　　　第6番　ほか

2018. 9. 5（水） 東京六人組 出演／上野由恵、荒絵理子 392

15:00開演 　　　金子平、福士マリ子

　　　福川伸陽、三浦友理枝

＜曲目＞

マーキーホール プーランク：六重奏曲　ほか

2018.10.12（金） J.S.バッハ生誕333年 出演／寺神戸亮、前田りり子 242

15:00開演 J.S.バッハ　音楽の捧げもの 　　　上村かおり、曽根麻矢子

＜曲目＞

J.S.バッハ：音楽の捧げもの

キューブホール 　　　　　　　　　　　　 ほか

2018.10.13（土） 宮田大　 ＜曲目＞ 866

15:00開演 無伴奏チェロ・リサイタル J.S.バッハ

 ：無伴奏チェロ組曲第3番

リゲティ

アークホール  ：無伴奏チェロ・ソナタ　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

2018.11. 4（日） J.S.バッハ生誕333年 ＜曲目＞ 314

15:00開演 佐藤俊介　無伴奏ヴァイオリン J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ＆

　　　　　　パルティータ全曲

キューブホール

2018.11.23（金） 2018 ズーラシアンフィル ＜曲目＞ 1,822

15:00開演 ハーモニー管弦楽団 アルビレオの誘惑

ミューズ・スペシャル 少犬のワルツ

格言ブラス

アークホール 共催：スーパーキッズ 窓辺のシンフォニア（世界初演）　ほか

7事業　計 6,028

≪ポピュラー≫

日　　時
会　　場

2018. 4.13（金） 第3回埼玉歌謡祭 in ミューズ 出演／岸田敏志、山口瑠美 ① 674

①11:00開演 　　　瀬口侑希、山口ひろみ ② 639

②15:00開演 　　  入山アキ子、葵かを里

　　　パク・ジュニョン、杜このみ

マーキーホール 共催：テレビ埼玉 　　　羽山みずき、中澤卓也

2018. 6. 2（土） ハアヘオ来日公演 出演／ハーブ・オオタ・ジュニア 407

17:00開演 ～ハワイアン・ミュージック＆ 　　　カポノ・ナイリイリ

フラ・コンサート 　　　チャド・タカツギ

　　　ラダーシャ・ホオフリ

アークホール 共催：株式会社プランクトン ＊フラダンス教室4団体68名参加

2018. 6. 9（土） 島津亜矢コンサート2018 ＜曲目＞ ① 1,451

①11:30開演 帰らんちゃよか ② 1,478

②15:30開演 感謝状～母へのメッセージ～

道　ほか

アークホール 共催：東京労音

2018. 7. 5（木） チャボロ・シュミット・トリオ 出演／チャボロ・シュミット 304

19:00開演 ～ジャズ・ナイト in パリ～ 　　　マヨ・ユベール

　　　クロディウス・デュポン

ゲスト／太田惠資

キューブホール

2018. 7.22（日） 山下洋輔 出演／山下洋輔、金子健 635

16:00開演 スペシャル・ビッグバンド 　　　高橋信之介、エリック宮城

　　　佐々木史郎、木幡光邦　ほか　

＜曲目＞

アークホール 共催：プラネットアーツ ラヴェル：ボレロ　ほか

2018. 9.30（日） カニサレス・フラメンコ・ ＜曲目＞ 441

15:00開演 クインテット 真珠の首飾り（アレグリアス）

アルペジオの架ける橋（タンゴス）

魂のストリング（ルンバ）

マーキーホール 魂の楽園（ブレリアス）　ほか

2018.10.28（日） 悠久の響き　聲明の世界 出演／昴　聲明の会　 637

15:00開演 　　　迦陵頻伽聲明研究会

　　　真言宗豊山派僧侶

マーキーホール

入場者数事　　　　業　　　　名 内　　　　容

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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日　　時
会　　場

2018.11.24（土） 三浦一馬キンテート2018 ＜曲目＞ 626

15:00開演 タンゴ＆ピアソラ ロドリゲス：ラ・クンパルシータ

ピアソラ　：リベルタンゴ

　　　　　：天使の死　ほか

マーキーホール

2018.12. 5（水） フォレスタ コンサート in 所沢 ＜曲目＞ 1,076

14:00開演 荒城の月、この道

遠くへ行きたい

カンツォーネメドレー

アークホール 大空と大地の中で　ほか

2018.12. 7（金） カトリオーナ[ハープ]＆ ＜曲目＞ 291

15:00開演 クリス[フィドル] Louise's Waltz

～神秘のケルティック・ハープ Seeker Reaper

と幻想のヴァイオリン～ A Home Under Any Time

キューブホール Dealer in Hope　ほか

2018.12. 7（金） 稲垣潤一コンサート2018 ＜曲目＞ 594

19:00開演 クリスマスキャロルの頃には

ドラマティック・レイン

ロング・バージョン　ほか

マーキーホール

2018.12. 8（土） ディズニー・オン・クラシック 出演／ブラッド・ケリー［指揮］ 1,658

18:00開演 ～まほうの夜の音楽会2018 　　　THE ORCHESTRA JAPAN　ほか

Find Your Hero ＜曲目＞

～そして君のもとへ 『ヘラクレス』　ほか

アークホール 共催：サンライズプロモーション東京

12事業　計 10,911

≪演劇等（舞台公演）≫

日　　時
会　　場

2018. 4.28（土） リサとガスパール THE MUSICAL 出演／大宮千莉、古賀瑠 457

14:30開演 「ダンス！ダンス！ダンス！」 　　　服部杏奈、蓮城まこと

　　　坂上梨々愛、茅森優那　ほか

マーキーホール 共催：キョードーファクトリー

2018. 6.23（土） 加藤健一事務所公演 出演／加藤健一、山本郁子（文学座） 458

14:00開演 「煙が目にしみる」 　　　天宮良、加藤忍

　　　佐伯太輔、菊地美香

　　　新井康弘　ほか

マーキーホール

2018. 7. 7（土） きかんしゃトーマス 出演／安藤玲奈、塩月綾香 ① 584

①10:00開演 ファミリーミュージカル 　　　富田千尋、高松修司 ② 640

②12:30開演 ソドー島のたからもの 　　　木村雅彦　ほか ③ 565

③15:00開演

マーキーホール 共催：キョードーファクトリー

2018. 7.15（日） 劇団四季ファミリーミュージカル 出演／澁谷陽香、大塚道人 701

17:00開演 「魔法をすてたマジョリン」 　　　小林英恵、高橋徹　ほか

　

マーキーホール ＊筑波大学付属坂戸高校生徒3名が実習

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

2018.10. 6（土） 演劇集団キャラメルボックス 出演／関根翔太、西川浩幸 423

14:00開演 「ながれぼしのきもち」 　　　石川寛美、岡田さつき

真柴あずきオリジナル新作初演 　　　小林春世、金城あさみ

　　　大滝真実、森下亮　

マーキーホール

2018.11.17（土） ＮＢＡバレエ団 出演／伊東由希子、勅使河原綾乃 ① 581

①11:00開演 「くるみ割り人形」 　　　清水勇志レイ、大森康正 ② 609

②15:00開演 　　　　　　　　　　　　　　ほか

マーキーホール 共催：ＮＢＡバレエ団

2018.12. 4（火） よしもと冬のお笑いまつり　　 出演／宮川大助・花子、銀シャリ 1,495

19:00開演 in 所沢2018 　　　トータルテンボス、パンサー

　　　ウーマンラッシュアワー

　　　とろサーモン、ゆにばーす

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 　　　ゆりやんレトリィバァ　ほか

7事業　計 6,513

≪寄席≫

日　　時
会　　場

2018. 4.14（土） 第98回所沢寄席 出演／三遊亭遊雀、立川談笑 690

17:30開演 「よったり寄ったり競演会」       林家三三、三遊亭鬼丸 ほか

「代り目」「時そば」

「転宅」「新岸柳島」

マーキーホール

2018. 7.20（金） 第99回所沢寄席 出演／柳亭市馬、立川志らく 762

18:30開演 「柳亭市馬・立川志らく 二人会」　　　鏡味正二郎（太神楽曲芸）ほか

「船徳」「死神」

マーキーホール

2018.10.27（土） 第100回所沢寄席 出演／一龍斎貞寿（講談） 324

14:00開演 ミューズ特選名人会～輝き～ 　　　柳家わさび、春風亭昇々

　　　桂宮治　ほか

「石川一夢」「亀田鵬斎」

マーキーホール 「最終試験」「蜘蛛駕籠」

2018.10.27（土） 第100回所沢寄席 出演／柳家さん喬、三遊亭円楽 763

17:00開演 ミューズ特選名人会～極み～ 　　　笑福亭松喬、桂文治

　　　立花家橘之助（浮世節） ほか

「幾代餅」「読書の時間」

マーキーホール 「月に群雲」「鈴ヶ森」

4事業　計 2,539

入場者数

入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容

事　　　　業　　　　名 内　　　　容
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≪映像・展示≫

　○展示

日　　時
会　　場

2019. 2.19（火） 山路眞護と内田晃展 山路眞護：「巴里」「旗とポーリー」 327

～2.24（日） ～所沢ゆかりの二人の画家 　　　　　など11点

9：00～19：00 内田晃　：作曲家シリーズ

共催：公益財団法人所沢市公共施設管理公社 　　　　　「バッハ」など10点

所沢駅東口市民ギャラリー 後援：所沢市

1事業　計 327

　○映画

日　　時
会　　場

2018.11.19（月） 所沢ミューズ名画シアター ①不知火検校 ① 56

①11:00開演 ～時代を超越する異端のヒーロー ②次郎長三国志 ② 61

②13:00開演 たち～

マーキーホール 共催：文化庁・国立映画アーカイブ

2018.11.20（火） 所沢ミューズ名画シアター ①網走番外地 ① 125

①11:00開演 ～時代を超越する異端のヒーロー ②人生劇場　飛車角と吉良常 ② 133

②13:00開演 たち～

マーキーホール 共催：文化庁・国立映画アーカイブ

2019. 3.23（土） ミューズ・シネマ・セレクション ①「人生フルーツ」 ① 95

①11:45開演 世界が注目する日本映画たち ②「モリのいる場所」 ② 95

②14:10開演 レッツシネパーク特別編

新所沢レッツシネパーク

2019. 3.24（日） ミューズ・シネマ・セレクション ①「夜明け告げるルーのうた」 ① 50

①11:45開演 世界が注目する日本映画たち ②「ある精肉店のはなし」 ② 96

②14:10開演 レッツシネパーク特別編

新所沢レッツシネパーク

2事業　計 711

≪市民参加型事業（体験型事業）≫

日　　時
会　　場

2018. 6. 4（月） 劇団四季ミュージカル 出演／内田圭、澁谷智也 2,983

2018.6.5(火) こころの劇場 　　　秋山舞、鎌滝健太

①10:00開演 「王様の耳はロバの耳」（４回公演） 　　　宇都宮千織、中橋耕平

②14:00開演 （所沢市内小学6年生全員招待） 　　　鈴本務、前田員範

マーキーホール 共催：所沢市教育委員会・劇団四季 　　　柴本優澄美　ほか

2018. 8.26（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 205

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44名

②お話『能楽のススメ』

③能「小鍛冶」　ほか

キューブホール

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 入場者数

内　　　　容 入場者数

入場者数内　　　　容事　　　　業　　　　名

事　　　　業　　　　名
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日　　時
会　　場

2018. 8.27（月） 夏休み！ミューズ“とことこ” 出演／梅干野安未、三原麻里 ① 41

① 9:30 探検ツアー 〈内容〉 ② 37

②12:30 ・ホール探検　・照明お仕事体験 ③ 25

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

2018. 9. 8（土） 第14回ところざわ夢あかり音楽会 出演／Conductor of the Earth 500

18:00開演 　　　武蔵野音大生による弦楽アン

　　　サンブル

　　　斉藤慶、CHEEKYES

情報市場 主催：ところざわ夢あかり音楽会実行委員会

2018.11.18（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 16

①11:00 講座 ② 15

②14:00 ③ 7

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

2018.11.30（金） 所沢ミューズ・パイプオルガン 出演／2018年度パイプオルガン 220

18:15開演 スクール生徒発表会 　　　スクール修了生15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 4,049

≪アウトリーチ（地域活性）≫

　○淵の森、国立障害者リハビリテーションセンターへの訪問公演

日　　時
会　　場

2019. 1.20（日） 淵の森　清掃活動・下草刈り 出演／東京パイプバンド 300

9:00開始 でのミニコンサート ＜曲目＞

さんぽ、となりのトトロ

テルーの唄、Waltz

淵の森 Scotland the Brave　ほか

2019. 3.15（金） アウトリーチ出前寄席 出演／柳家喬之助、三遊亭吉馬 136

15:30開演 　　　林家楽一（紙切り）

国立障害者

リハビリテーションセンター 協力：国立障害者リハビリテーションセンター

2事業　計 436

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

事　　　　業　　　　名 入場者数内　　　　容
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　○まちづくりセンター共催事業

日　　時
会　　場

2018. 6.16（土） NHK交響楽団メンバーによる 出演／矢津将也、小野聡 154

14:00開演 フルート四重奏の名曲の数々 　　　西山健一、中村淳二

＜曲目＞

モーツァルト：フルート四重奏第1番

富岡まちづくりセンター 坂本九メドレー　ほか

2018. 6.30（土） 番外・所沢寄席「中央亭」 出演／春風亭柳好、入船亭小辰 94

14:00開演 　　　柳家紫文（粋曲）

所沢まちづくりセンター

2018. 7.29（日） XK徒 イリュージョニスト慶 出演／イリュージョニスト慶 175

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

吾妻まちづくりセンター

2018. 8. 5（日） 番外・所沢寄席「三ケ島亭」 出演／桂米福、柳家さん光 97

14:00開演 　　　鏡味よし乃（太神楽曲芸）

三ヶ島まちづくりセンター

2018. 8.11（土） 映画『この世界の片隅に』 制作／片淵須直、こうの史代　ほか 82

14:00開演

小手指まちづくりセンター

2018.11.25（日） XK徒 イリュージョニスト慶 出演／イリュージョニスト慶 164

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

松井まちづくりセンター

2018.12. 1（土） 東京交響楽団メンバーによる 出演／鈴木浩司、立岡百合恵 95

14:00開演 弦楽四重奏 　　　木村正貴、白神あき絵

＜曲目＞

モーツァルト

新所沢東まちづくりセンター  ：ディヴェルティメント　ほか

2019. 2. 9（土） たにけんのファミリーステージ 出演／谷本賢一郎、Fuming 189

14:00開演 ＜曲目＞

LOVEをプレゼント

あしたははれる

柳瀬まちづくりセンター さんぽ、なまえ　ほか

2019. 2.16（土） 番外・所沢寄席「新所沢亭」 出演／桂米福、春風亭柏枝 204

14:00開演 　　　林家楽一（紙切り）

新所沢まちづくりセンター

入場者数内　　　　容事　　　　業　　　　名
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日　　時
会　　場

2019. 2.24（日） 金子三勇士［ピアノ］ ＜曲目＞ 194

14:00開演 ショパン：英雄ポロネーズ

リスト　：愛の夢第3番　ほか

山口まちづくりセンター

2019. 3. 9（土） XK徒 イリュージョニスト慶 出演／イリュージョニスト慶 210

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

並木まちづくりセンター

2019. 3.23（土） ロバの音楽座 236

14:00開演 「ゆかいなコンサート」

小手指公民館分館

12事業　計 1,894

≪音楽のあるまちづくり協力事業≫

日　　時
会　　場

2018. 5.22（火） 音楽のあるまちづくり協力事業 ＜曲目＞ 600

12:20開演 音まちコンサートVol.10 ピアソラ　：アディオス・ノニーノ

三浦一馬[バンドネオン] ロドリゲス：ラ・クンパルシータ　

　　　　　　　　　　　　　　　ほか

市役所ロビー

2018.12.28（金） 音楽のあるまちづくり協力事業 ＜曲目＞ 750

12:20開演 音まちコンサートVol.11 リスト　　　：ラ・カンパネッラ

金子三勇士[ピアノ] 　　　　　　：愛の夢

ショパン　　：小犬のワルツ

市役所ロビー ドビュッシー：月の光　ほか

2019. 3. 9（土） まちなかコンサートvol.42 出演／平野公崇、田中拓也 250

11:30開演 ブルー・オーロラ 　　　加藤里志、本堂誠

サクソフォン・カルテット ＜曲目＞

ハーライン：星に願いを

グランエミオ所沢 グランエミオ、所沢市との連携事業 日本民謡　：津軽じょんがら節　ほか

3事業　計 1,600

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

入場者数内　　　　容事　　　　業　　　　名
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≪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

2018. 4.26（木） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 989

13:00開演 デンハーグピアノ五重奏団 シューベルト：ピアノ五重奏曲

　　　　　　　「ます」　ほか

アークホール ＊オリジナル楽器の見学会250名

2018. 9.10（月） 大人のための500円コンサート ＜曲目＞ 975

13:00開演 N響メンバーによる室内楽の ハイドン

愉しみ  ：弦楽四重奏曲第67番「ひばり」

モーツァルト

アークホール  ：弦楽四重奏曲第17番「狩」　ほか

2事業　計 1,964

日　　時
会　　場

2018.11.16（金） 所沢ミューズ・オペラ・ガラ 出演／髙橋絵理、鈴木愛美 1,000

15:00開演 コンサート 　　　長谷川忍、向野由美子

　　　西村悟、村上公太

　　　押川浩士、成田博之

アークホール 協力：マーガレット企画 　　　赤星裕子

1事業　計 1,000

2018. 5.10（木） 国立音楽大学

2018. 5.25（金） 武蔵野音楽大学

～9.8（土）

＊期間中11日間

2018. 7. 3（火） 国立音楽大学

～9.8（土）

＊期間中8日間

2018. 7.15（日） 筑波大学付属坂戸高校

　　　

　　　公演実施補佐等

　　　

実習者／１年生３名

内容／劇団四季公演の実施の補佐、お客様対応等

　○近隣大学の学生インターン等の受入れ

日　程 学　　　　校　　　　名 内　　　　容

実習者／マネジメントコース学生７名

　　　則した事業について実習

　　　

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、

　　　公演実施補佐等

事　　　　業　　　　名

入場者数

入場者数

　○若手演奏家によるオペラ・ガラ・コンサート

事　　　　業　　　　名

内　　　　容

　　　

実習者／マネジメントコース学生６名

内容／自主事業の企画立案、広報宣伝、公演準備、

内　　　　容

内容／ミューズﾞの３つのホールを見学し、ホール特性に
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2018.11. 1（木） 所沢市立小手指中学校

2018.11. 2（金）

2018.11.27（火） 所沢市立美原中学校

2018.11.28（水） 所沢市立向陽中学校

2018.11.29（木）

2018.11.30（金）

日　　時
会　　場

2018. 5.28（月） オルガン・クリニック

2018. 5.30（水） （個人レッスン） 　　　J-P.メルカールト、松浦光子、吉田恵

2018. 6. 1（金） 受講者数 30名

アークホール 主催：オルガノン

2018. 7. 6（金） オルガノン発表会 出演18名 入場者

オルガノン会員、オルガンスクール修了生 124

アークホール 主催：オルガノン

≪その他の事業≫

日　　時
会　　場

2018.10.27（土） 所沢市民フェスティバル ・落語（春風亭柏枝） 27日 2,300

2018.10.28（日） 「レッツ☆ゴー!!ミューズ横丁」 ・紙切り（林家八楽） 28日 2,700

10:00～16：00 ・バナナのたたき売り

・ガマの油売り

情報市場 ・あめ細工　ほか

1事業　計 5,000

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／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

講師／松居直美、梅干野安未、川越聡子　

　○オルガン関連団体支援事業

事　　　　業　　　　名 内　　　　容

　○市内中学生の職場体験の受入れ

日　程 学　　　　校　　　　名 内　　　　容

人数／2年生 2名

　○市民フェスティバル参加企画

事　　　　業　　　　名 入場者数内　　　　容
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日　　時
会　　場

2018.11. 9（金） 所沢市介護予防普及啓発講演会 第1部：小久保晴代講演会 620

14:00開演 第2部：落語会「お楽しみ寄席」

出演／三遊亭好楽、笑福亭鶴光

　　　柳家紫文、鏡味よし乃

マーキーホール 所沢市受託事業 　　　　　　　　　　　　　　ほか

1事業　計 620

日　　時
会　　場

2018. 4.23（月） 蓄音機ミニ・コンサート ＜曲目＞ 36

15:00開演 SPレコードで聴く世紀の歌声 カルーソー、スキーパ

ジョー・スタッフォード

世紀の歌手による名曲　ほか

レストラン響

2018. 9.27（木） 蓄音機ミニ・コンサート ＜曲目＞ 41

15:00開演 ベスト・オブ・SPレコード クライスラー、セゴビア

アームストロング、ベイシー

プレスリー　ほか

レストラン響

2事業　計 77

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数

　○レストラン協力事業

事　　　　業　　　　名

　○受託事業

内　　　　容 入場者数
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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KITARA、新潟りゅーとぴあ、すみだトリフォニーホール、京都コンサー

トホール、アクロス福岡、所沢市民文化センター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。また、アクロス福岡の

合奏団と所沢ゆかりのアーティストが共演する連携事業を実施した。 

○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」（年12回）、総合ちらし（年１回）、ポスティングち

らし（年３回）を広域に配布し、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、２０１８年度の年間ホームページアクセス件数は、２８３，２９５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（２０１８年度末会

員数：４，５１８名／前年同期比１４２名減）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：１５２名／申込者：７６名、招待券配布枚数：９４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。 

２０１８年度は全４公演の入場者数３，７１０名の６．１％にあたる２２７

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２公演実施した。（ピアノ五重奏、弦楽四重奏） 

○若手演奏家を支援するための事業として「所沢ミューズ 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。 

○所沢市民文化センターの大規模改修工事（２０１８年１２月１０日～２０２０

年３月３１日）に伴い、施設利用者へ適切な情報提供を行うとともに、改修工

事が円滑に行われるよう所沢市及び改修事業者との密な連携を図った。 
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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 

2018.11.22（木）～2019. 3.25（月） 

＊124日間 

所沢市民文化センター 

中ホール前外階段石補修他修繕 

○施設及び設備の経年劣化等に伴う修繕を２４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及び埼玉県

警察本部所沢警察署の協力のもと、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（４６２名）に参加いただき、５月９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（出演／大萩康司［ギター］）」

をマーキーホール（中ホール）で実施した。 

○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 

2018. 5.18（金） 情報市場 個人的な趣味の撮影 一般市民の方 

2018. 8.10（金） 大ホール前正面広場 埼玉県吹奏楽コンクー

ル高等学校Ａの部特別

番組制作 

テレビ埼玉営業部 

2018. 9.25（火） 地下駐車場 映像作品の撮影 日本大学芸術学部 

映画学科監督コース 

2018.11.25（日） 情報市場 結婚式のお祝い動画 一般市民の方 

2018.11.30（火） レストラン前広場 埼玉県西部地域まちづ

くり協議会交流事業（動

画制作） 

埼玉県西部地域まち

づくり協議会；所沢

市経営企画部経営企

画課 

2019. 1. 9（水） 事業団所有の大ホー

ル客席内画像提供 

SUUMOウェブページ 

所沢エリア紹介コンテ

ンツに掲載 

ウェブページ制作者 
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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。（三浦一馬［バンドネオン］、金子三勇士［ピ

アノ］） 

○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『所沢市介護予防普及啓発講演会』を受

託し、「落語会：お楽しみ寄席」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 

○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 

2018. 4.26（木） 中ホール前正面広場 中島組 映画「来る」撮

影 

株式会社ギークサイ

ト 

2018. 6.26（火） 

 

大中小ホールホワイ

エ・大中ホール前正

面広場 

ＴＢＳ連続ドラマ 

「チアダン」撮影 

株式会社 

イメージフィールド 

2018. 9.11（火） 大中ホール前正面広

場・情報市場 

テレビ朝日ドラマ「怪盗

戦隊ルパンレンジャー

VS 警察戦隊パトレンジ

ャー」撮影 

株式会社東映テレビ

プロダクション 

2018.12. 8（土） 大ホール前正面広場 ウェブCM ブランドムー

ビー 

株式会社 

エレファントストー

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 
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施 設 利 用 状 況 表 

    （２０１８年４月１日～２０１８年１２月９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 232  209 90.1 694      564 81.3 170,412 

中ホール 228  182 79.8 684 472 69.0 75,320 

小ホール 236  187 79.2 706 460 65.2 27,564 

展示室 236  225 95.3 708 604 85.3 39,932 

第２展示室 236  220 93.2 708 544 76.8 22,285 

会議室１号 236  210 89.0 708 445 62.9 1,619 

会議室２号 236  185 78.4 708 380 53.7 4,313 

会議室３号 236  184 78.0 708 340 48.0 1,270 

会議室４号 236  145 61.4 708 262 37.0 1,597 

和室１号 236  128 54.2 708 210 29.7 425 

和室２号 236  170 72.0 708 297 41.9 1,578 

第１練習室 236  215 91.1 708 488 68.9 3,186 

第２練習室 236  223 94.5 708 547 77.3 4,293 

リハーサル室 236  129 54.7 708 293 41.4 1,487 

計 3,292  2,612 79.3 9,872 5,906 59.8 355,281 

前年度実績 

(2017.4～2018.3) 
 81.4  61.0 473,656 
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