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１  概要 

  ２０１８年１２月からの大規模改修に伴う１６ヶ月間に及んだ休館が終わり、いよいよ 

リニューアルオープンとなった２０２０年度は、新型コロナウィルス感染症の拡大と共に始

まり、４月に発令された緊急事態宣言に伴って４月から６月の自主事業が全て中止となるな

ど、想定外の幕開けとなった。しかしながら、事業団では、芸術文化で所沢を元気にするた

め「新型コロナに負けま宣言」を発出し、独自に策定した「感染拡大防止ガイドライン」に

基づき、感染拡大防止に努めながら積極的に事業活動を展開した。  

 自主事業では、検温のためのサーマルカメラの導入や座席移動に対応するための 

「安心振替席」の設定、会場内でのマスク着用と入場時の手指消毒の徹底、整列退場など 

万全の感染対策のもと積極的に事業を展開したほか、不要不急の外出自粛が要請される状況

においてもコンサートを楽しんでいただけるよう、「ズーラシアン・ブラス」公演やホール

オルガニストのパイプオルガン演奏等の動画配信にも取り組んだ。また、芸術文化を担う 

人材の育成と地域の芸術文化活動の充実を図るため、埼玉県立芸術総合高等学校と「芸術文

化の連携に関する協定」を締結したほか、まちづくりセンターでの公演をはじめ、地元所沢

を拠点に活動するＮＢＡバレエ団の公演や、所沢市と共同で美術展「ところざわ アートの

潮流」を開催するなど、地域と連携した事業にも積極的に取り組んだ。 

施設貸与・施設管理においては、「感染防止対策確認票」によるリスク評価に基づき施設

利用者と双方で対策実施の確認を行い、安全・安心な施設の貸し出しに努めたほか、施設利

用の取消に伴うキャンセル料の免除や、「密」を回避するための利用施設の振り替えなど 

施設利用者の不安に寄り添った対応を行い、地域の芸術文化活動の支援に努めた。 

法人運営においては、２０２１年度に予定される理事及び評議員の改選に向けて役員及び

評議員の選任基準の見直しを行い、ガバナンス体制の強化を図るための環境を整備したほか 

新たに制定した資産運用規程に基づき、基本財産の一部について長期の債券運用を開始する

など、法人運営のための財源確保にも努めた。 

２０２０年度は、新型コロナ感染症対策に終始した１年であったが、終わってみれば 

“自粛”続きで閉塞感漂う日常に喜びと笑顔をもたらす “芸術文化の力”と、“芸術文化で

地域を元気にする”という事業団の使命を再認識した１年であった。 

なお、自主事業全体の来場者数は17,378人、施設全体の来館者数は 99,967人であった。 
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２  理事会・評議員会・監査 

（１）役員の現員 

区 分 ２０２０年度末現員 

理 事 １１名 

監 事   ２名 

評議員 １０名 

計 ２３名 

（２）理事会の開催 

 ２０２０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 2020. 7.15（水） ・２０１９年度事業報告について

・２０１９年度収支決算について

・公益認定法における「変更届出書」について

・専決処分の承認を求めることについて

（「2020年度収支補正予算（第1号）」）

・２０２０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を改正する規則制定につ

いて

・定時評議員会の招集について

＜報告事項＞ 

・職務執行状況の報告について

・２０１９年度統計資料について

・２０１８年度～２０２１年度運営方針における２０

１９年度取組実績報告について

・埼玉県芸術総合高等学校との連携協定の締結

（2020.5.29）について
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会 議 名 開 催 日 議  案 

第２回理事会 2020.11.17（火） ・専決処分の承認を求めることについて

（「2020年度収支補正予算＜第3号＞」）

・２０２０年度収支補正予算＜第４号＞について

・資産運用規程の制定について

・２０２１年度自主事業の概要について

・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

・運営方針(2022～2026年度)の骨子(案)について

・役員選任に関する基準の改正(案)の概要について

第３回理事会 2021. 2.25（木） ・専決処分の承認を求めることについて

（「職員給与規程の一部改正」） 

・職員給与規程の一部を改正する規程制定について

・処務規程の一部を改正する規程制定について

・職員給与規程の一部を改正する規程制定について

＜報告事項＞ 

・基本財産を原資とした債券の購入について

・現レストラン運営事業者との協定終了(2021.3.31 ま

で)について

・コロナ禍対応について

第４回理事会 2021. 3.23（火） ・特定費用準備資金の保有について

・２０２０年度収支補正予算（第5号）について

・２０２１年度事業計画について

・２０２１年度収支予算について

・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

・役員選任基準の一部改正について

・運営方針(2022～2026年度)の骨子(案)について
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（３）評議員会の開催 

   ２０２０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 

２０２０年７月３日、２０１９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 2020. 7.31（金） ・評議員１名選任の件

・理事２名選任の件

・２０１９年度決算書（計算書類等）承認の件

＜報告事項＞ 

・２０１９年度事業報告の内容報告の件

・２０１９年度統計資料について

・２０１８～２０２１年度運営方針における２０１９

年度取組実績報告について 

臨時評議員会 2020.12. 4（金） ＜報告事項＞ 

・２０２１年度自主事業の概要について

・運営方針(2022～2026年度)の骨子(案)の概要につい

て

・役員選任に関する基準の改正（案）の概要について

・前回の評議員会（7.31）以降における事業団の主な

取り組み等について

臨時評議員会 2021. 3.30（火） ＜報告事項＞ 

・２０２１年度事業計画について

・２０２１年度収支予算について

・役員選任基準の一部改正について

・運営方針(2022～2026年度)の骨子(案)について

・前回の評議員会（12.4）以降における事業団の主な取

り組み等について 



≪ワークショップ≫

日　　時
会　　場

2020. 5月 所沢ミューズ・パイプオルガン ①上級クラス 4

～2021.3月 スクール 講師／梅干野安未

レッスン10回

②初級クラス 20

ＡＶ室 講師／三原麻里　原田真侑

アークホール レッスン20回

2020.8.23（日） 第15回伝統芸能普及事業 出演／遠藤喜久　ほか能楽囃子方 86

13:00開演 能楽講座 能楽のススメ

触れてみよう！能楽の世界 お囃子の解説

装束の着付け解説

キューブホール 能「雷電」

2020.12.26（土） オルガンスクール生徒勉強会 講師／三原麻里・原田真侑 22

14:00開始 ＜内容＞

パイプオルガンの構造

世界のオルガン

会議室２号

2021.3.27（土） 所沢ミューズ・パイプオルガン 出演／2020年度パイプオルガン 370

13:00開演 スクール修了記念コンサート スクール修了生24名

講師演奏：梅干野安未（上級クラス講師）

：三原麻里  （初級クラス講師）

アークホール

4事業ワークショップ等参加者計 502

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

2020.12.27（日） 読売日本交響楽団 出演／森谷真理　バウムガルトナー 861

15:00開演 ベートーヴェン「第九」 　AJ・グルッカート　大沼徹

セバスティアン・ヴァイグレ 新国立劇場合唱団　三原麻里

［指揮］ ＜曲目＞

アークホール ベートーヴェン：交響曲第9番　ほか

2021.1.9（土） 所沢ミューズ ＜曲目＞ 789

15:00開演 ニューイヤー・コンサート2021 ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番

小山実稚恵［ピアノ］ ドヴォルジャーク：交響曲第9番

秋山和慶［指揮］ 「新世界より」

アークホール 東京交響楽団 ほか

2事業　計 1,650

○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

2020.10.18（日） 東京六人組 出演／上野由恵　荒絵理子　福士マリ子 343

15:00開演 金子平　　福川伸陽　三浦友理枝

＜曲目＞

ラヴェル：ラ・ヴァルス（委嘱新作）

マーキーホール ダンディ：サラバンドとメヌエット　ほか

2021.1.10（日） 樫本大進［ヴァイオリン］ ＜曲目＞ 625

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9番「クロイツェル」

フランク：ヴァイオリン・ソナタ

アークホール ほか

2事業　計 968

○WEEKEND PIANO SERIES 2020

日　　時
会　　場

2021.1.17（日） キリル・ゲルシュタイン［ピアノ］＜曲目＞ 222

15:00開演 ドビュッシー　：12の練習曲

ベートーヴェン：幻想曲ト短調 op.77

ハイドン　　　：幻想曲ハ長調

アークホール ほか

2021.3.13（土） 牛田智大［ピアノ］ ＜曲目＞ 865

14:00開演 ショパン：夜想曲第16番

：ピアノ・ソナタ第2番「葬送」

：舟歌 嬰ヘ長調

アークホール ほか

2事業　計 1,087

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

　【主催公演事業】

入場者数

事 業 名 内 容 入場者数

内 容
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○ズーラシアン・ブラスとのパートナーシップに基づく事業

日　　時
会　　場

2020.12.31（木） ズーラシアンブラス ＜曲目＞ 935

15:00開演 ジルベスター音楽祭 ぼよよん行進曲

ラプソディ・イン・ブルー

ラプソディ・イン・“ブル”（世界初演）

アークホール 共催：スーパーキッズ 動物紅白歌合戦2020 ほか

1事業　計 935

○特別企画演奏会

日　　時
会　　場

2020.7.2（木） ミューズリニューアルVol.1 出演／三原麻里　原田真侑 214

14:00開演 新ホールオルガニスト就任記念 ＜曲目＞

Re：START J.S.バッハ：小フーガト短調

ヴィエルヌ：ウェストミンスターの鐘

アークホ―ル ほか

2020.8.6（木） ミューズリニューアルVol.2 出演／細川千尋　井上陽介 175

17:00開演 細川千尋トリオ セバスティアン・カプテイン

ＣＬＡＳＳＩＣ×ＪＡＺＺ ＜曲目＞

ジョゼフ・コズマ：枯葉

アークホ―ル 細川千尋 ：エスポワール　ほか

2020.9.21（月・祝） 鈴木優人[指揮] 出演／澤江衣里　　松井亜希 512

15:00開演 バッハ・コレギウム・ジャパン 布施奈緒子　西村 悟

［合唱・オーケストラ］ 　加耒 徹

J.S.バッハ　ミサ曲ロ短調 ほか

アークホール

2020.12.12（土） 宮田大［チェロ］ 出演／西尾真実［ピアノ］ 478

15:00開演 ＜曲目＞

サン＝サーンス：白鳥

バルトーク　　：ルーマニア民俗舞曲

マーキーホール ほか

2021.1.31（日） 辻井伸行［ピアノ］ ＜曲目＞ 1,340

14:00開演 シューマン：	蝶々

：子供の情景〈全13曲〉

リスト　　：リゴレット・パラフレーズ

アークホール 共催：インタースペース ：愛の夢 第3番　　　 ほか

2021.3.20（土） 千住真理子［ヴァイオリン］ 出演／丸山滋［ピアノ］ 501

15:00開演 ＜曲目＞

ヴィターリ：シャコンヌ

モンティ　：チャルダッシュ

アークホール モーツァルト：トルコ行進曲  ほか

6事業　計 3,220

内 容 入場者数

事 業 名 入場者数内 容

事 業 名
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≪ポピュラー音楽≫

日　　時
会　　場

2020.10.31（土） 小野リサコンサート ＜曲目＞ 461

16:00開演 Love Joy and Bossa Nova 愛の讃歌　コーヒールンバ

ＱＵＥ ＳＥＲＡ ＳＥＲＡ

ほか

マーキーホール

2021.1.15（金） 東京大衆歌謡楽団コンサート 出演／髙島孝太郎　高島雄次郎 182

14:00開演 ～古き良き時代が甦る！ 髙島龍三郎　髙島圭四郎

懐かしい昭和歌謡の数々～ ＜曲目＞

東京ラプソディ　旅の夜風、

マーキーホール 青い山脈　誰か故郷を想わざる　 ほか

2021.1.30（土） 南こうせつ ＜曲目＞ 426

16:30開演 コンサートツアー2021 赤ちょうちん　マキシーのために

～いつも歌があった～ 妹　神田川　満点の星

ほか

アークホール

2021.3.21（日） 三浦一馬［バンドネオン］ 出演／石田泰尚［ヴァイオリン］ほか 525

15:00開演 東京グランド・ソロイスツ ＜曲目＞

～ピアソラ生誕100年～ ピアソラ：フーガと神秘

：アディオス・ノニーノ

アークホール ほか

4事業　計 1,594

≪演劇等（舞台公演）≫

日　　時
会　　場

2020.9.6（日） よしもとお笑いライブin所沢 出演／中川家　レイザーラモン 806

19:00開演 トータルテンボス　和牛

プラス・マイナス　ミキ

トレンディエンジェル

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 ジャングルポケット　相席スタート

2020.9.11（金） 舞台「スケリグ」 出演／浜中文一 151

18:30開演 イギリスのファンタジー児童文学 大東立樹［ジャニーズJr］

の舞台化 金子昇　瀬戸カトリーヌ

ほか

マーキーホール

2020.10.17（土） 人形浄瑠璃文楽 出演／豊竹呂太夫［太夫］ ① 272

①13:30開演 ［字幕・解説つき］ 鶴澤清治［三味線・人間国宝］ ② 230

②18:00開演 ①昼の部「二人三番叟」 桐竹勘十郎［人形］

「摂州合邦辻」 ほか

マーキーホール ②夜の部「本朝廿四孝」「釣女」

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

2020.12.19（土） ＮＢＡバレエ団「白鳥の湖」 出演／大森康正　高橋真之 ① 512

①12:00開演 久保紘一［芸術監督］ 竹田仁美　宮内浩之 ② 593

②16:00開演 峰岸千晶　佐藤圭

ほか

マーキーホール 共催：ＮＢＡバレエ団

2021.1.9（土） 新春能「土蜘蛛」 出演／観世喜正　善竹十郎 212

14:00開演 遠藤喜久　ほか

＜演目＞

素謡「神歌」　狂言「宝の槌」

マーキーホール 能「土蜘蛛」

5事業　計 2,776

≪寄席≫

日　　時
会　　場

2020.10.10（土） 第103回所沢寄席 出演／春風亭一之輔 393

14:00開演 春風亭一之輔独演会 林家二楽［紙切り］

ほか

マーキーホール

2020.12.6（日） 神田伯山［講談］独演会 ＜演目＞ 728

14:00開演 寛永宮本武蔵伝より「狼退治」

青龍刀権次（一）（二）

赤穂義士銘々伝より

マーキーホール 共催：ショッパー 「神崎与五郎の詫び証文」

2021.1.10（日） 第104回所沢寄席 出演／三遊亭好楽　春風亭柳橋 266

14:00開演 初笑い！開運らくご会 一龍斎貞友　柳亭小痴楽

ほか

マーキーホール

2021.2.17（水） 第105回所沢寄席 出演／桂雀々　柳家喬太郎 307

14:00開演 桂雀々・柳家喬太郎　東西二人会 宮田陽・昇

ほか

マーキーホール

4事業　計 1,694

事 業 名 入場者数内 容

事 業 名 内 容 入場者数
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≪映像・展示≫

○展示

日　　時
会　　場

2020.11.15（日） 市制施行70周年記念事業 参加作家／戸谷成雄　坂牛幹雄　遠藤利克 300

～12.6（日） 現代美術展 多和圭三　多和英子　伊藤誠

10:00～17：00 「ところざわ アートの潮流」 ほか

情報市場 共催：所沢市

2020.11.27（金） 市制施行70周年記念事業 参加作家／山路眞護　上村次敏　中山正樹 938

～12.6（日） 現代美術展 高見澤文雄　祐成政徳

10:00～17：00 「ところざわ アートの潮流」 ほか

ザ・スクエア 共催：所沢市

2020.11.28（土） 「ところざわ アートの潮流」 出演／第１部：前山裕司　森啓輔 60

①14：00開演 トークイベント 第２部：伊藤誠　　小穴琴恵

②15：00開演 「アートの潮流をめぐって」 加茂昴　　前山裕司

森啓輔

キューブホール 共催：所沢市

3事業　計 1,298

≪市民参加型事業（体験型事業）≫

日　　時
会　　場

2020.8.22（土） 夏だー！ミューズ“とことこ” 出演／三原麻里　原田真侑［オルガン］ ① 31

① 9：30 探検ツアー ＜内容＞ ② 30

②12：30 （３回ツアー／各回32名限定） ホール探検　照明お仕事体験 ③ 30

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

2020.8.23（日） 第15回伝統芸能普及事業 出演／遠藤喜久　ほか能楽囃子方 86

13:00開演 能楽講座 能楽のススメ

触れてみよう！能楽の世界 お囃子の解説

装束の着付け解説

キューブホール 能「雷電」

2020.9.26（土） 第16回ところざわ夢あかり音楽会 出演／天宮菜生[ヴォーカル] 403

18:00開演 サーム[ピアノ＆ヴォーカル]

原田真侑[オルガン]

 協力：所沢青年会議所 武蔵野音大生による弦楽トリオ

アークホール ：小手指メンズクラブ CHEEKYS［ダンス］

2020.10.3（土） 所沢ミューズのアークホールで 1区分（55分）につき最大5名様まで 30

10:00～21:00 スタインウェイＤ274を弾こう！ 高校生以上対象（11区分）

アークホール

4事業　計 610

事 業 名

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

内 容 入場者数

事 業 名 入場者数内 容
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≪アウトリーチ（地域活性）≫

○まちづくりセンター共催事業

日　　時
会　　場

2020.11.28（土） ＮＢＡバレエ団 出演／宮内浩之　峰岸千晶 142

14:00開演 「眠れる森の美女」 田山修子　古道貴大

　ダイジェスト版 鈴木正彦　宋遼香

ほか

所沢まちづくりセンター 共催：所沢まちづくりセンター

2020.12.26（土） あべや　 出演／阿部金三郎　阿部銀三郎 130

13:00開演 津軽三味線スペシャルライブ ＜曲目＞

青くとも紅く　嵐

津軽じょんがら節

並木まちづくりセンター 共催：並木まちづくりセンター ほか

2事業　計 272

≪音楽のあるまちづくり協力事業≫

日　　時
会　　場

2020.12.15（火） 音まちコンサート特別公演 ＜曲目＞ 254

13：00開演 原田真侑［オルガン］ J.S.バッハ　 　：G線上のアリア

ザ・レヴ・サクソフォン ラヴェル ：クープランの墓

クヮルテット チャイコフスキー：

アークホール 共催：所沢市 「くるみ割り人形」作品71aより　 ほか

1事業　計 254

≪育成・支援≫

日　　時
会　　場

2021.2.7（日） ニューイヤー　オペラ・ガラ 出演／押川浩士［バリトン］ 597

15:00開演 コンサート 赤星裕子［ピアノ］　　　　ほか

＜曲目＞

プッチーニ：『トゥーランドット』

アークホール 協力：マーガレット企画 ～「誰も寝てはならぬ」ほか

1事業　計 597

2020. 7.23（木） 武蔵野音楽大学

～8.29（土）

＊期間中10日間

2020.10.31（土） 国立音楽大学

～12.27（日）

＊期間中8日間

２事業　計 7

○近隣大学の学生インターン等の受入れ

日　程 学 校 名 内 容

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

公演実施補佐等

実習者／アートマネジメントコース学生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

入場者数

事 業 名 入場者数

事 業 名 内 容

内 容

事 業 名 内 容

入場者数

○若手演奏家によるオペラ・ガラ・コンサート
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2020. 4.4（土） ズーラシアン・ブラス結成20周年

ズーラシアン・ブラス・カーニバル

動画ライブ配信

アークホール

2020.4月～5月 小菅優［ピアノ］動画配信

①フォーレ：舟歌第11番

②リスト：エステ荘の噴水

③武満徹：雨の樹素描

アークホール

2020.5.27（水） 鈴木優人［オルガン・指揮］

動画配信

アークホール

2020.6月～9月 新ホールオルガニスト就任披露

動画配信

①就任あいさつ・演奏

②パイプオルガンの仕組み

アークホール ③オルガンの内部構造

2020.6.11（木） 金子三勇士［ピアノ]動画配信

アークホール

2020.6.25（木） 反田恭平［ピアノ]

～6.27（土） ＣＤレコーディング

メンデルスゾーン作品集

アークホール

2020.9.27（日） 若手アーティストによる

「リビコン」動画配信

菊池亮太［ピアノ］

亀井聖矢［ピアノ］

アークホール 西江辰郎［ヴァイオリン]　  ほか

2020.10.17（土） 押川浩士［バリトン]

ＣＤレコーディング

キューブホール

2020.10.25（日） 氷川きよし［歌手]

ミュージックビデオ収録

マーキーホール

の「紫のタンゴ」ミュージックビデオの収録

を行った。

内容／所沢ミューズのニューイヤー・オペラ・ガラ

に出演している日本屈指のバリトン押川浩士

のＣＤ収録を行った。

内容／広い世代から愛されている歌手・氷川きよし

内容／テレビマンユニオンと日本コロムビアによる

動画配信「リビングルームコンサート」４番

組の撮影を行った。

内容／新進気鋭のピアニスト反田恭平の自社レーベ

ル初となるＣＤ「メンデルスゾーン：無言歌

集」の収録を行った。

信を行った。

内容／ハンガリーにルーツ持つ若手ピアニスト金子

三勇士がピアノ演奏を通じ、11月に開催予定

のハンガリー国立フィルのＰＲを行った。

配信した。

内容／9月に開催予定のバッハ：ミサ曲ロ短調のＰＲ

として作品解説とオルガン演奏の動画配信を

○アーティスト支援（動画配信・ＣＤ・ＤＶＤ等収録）

日　程 事 業 名 内 容

内容／新型コロナの影響により無観客で公演を実施。

　Youtubeでライブ配信を行った。

内容／世界的なピアニスト小菅優が2017年に行った

アークホールでのリサイタルの一部の動画を

行った。

内容／2020年4月より新たに就任したホールオルガニ

スト三原麻里・原田真侑による３本の動画配
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2020.11.11（水） 山本雅也［シンガーソングライター]

ミュージックビデオ収録

キューブホール

2021.2.2（火） 北村朋幹［ピアノ］

～2.4（木） ＣＤレコーディング

ケージ：プリペアドピアノのため

のソナタとインターリュード

キューブホール

2021.3.6（土） アニメ「ピアノの森」

～3.7（日） サントラＣＤレコーディング

高木竜馬[ピアノ]

アークホール

１２事業　　

内容／ＮＨＫなどで放映される人気テレビアニメ

「ピアノの森」に登場するピアノ作品を収録

するサントラＣＤの録音を行った。

内容／気鋭のシンガーソングライター山本雅也の新

曲のミュージックビデオ（テレビ埼玉の番組

等で放映）の収録を行った。

内容／現代音楽の分野で高い評価を受ける気鋭のピ

ピアニスト北村朋幹によるジョン・ケージの

作品のＣＤ収録を行った。

日　程 事 業 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 

○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（オンラインで開催）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。

○（公財）全国公立文化施設協会及び飯能市、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 Ｗ

ＯＲＫ）において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 

○イベントインフォメーション「ミューズ」、ポスティングちらしを発行し、

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、自主事業の詳細や公演の中止、出演者の変更など最

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、２０２０

度の年間ホームページアクセス件数は、271,658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。

○ミューズメンバーズ倶楽部会員（2020年度末会員数：4,491名／前年同期比

21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。

○所沢応援商品券について、主催公演のチケット、施設利用料等を対象に取扱

いを開始した。１０～１月までの期間に総額 442,000円の利用があった。

○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。 
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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。

○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。

〇コロナ禍により多くのイベントが中止・延期される状況において、動画配信、

ＣＤ録音、ＤＶＤ収録などアーティストによる情報発信の取組を支援した。 

１年間で、ズーラシアン・ブラス、反田恭平、氷川きよしなど、１２件の著名

なアーティストの収録・配信などに協力した。 

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 

2020年6月16日 1日間 男子トイレ小便器センサー更新工事（17箇所） 

2021年3月23日 1日間 大・小ホール客席扉コンシールドドアクローザー交

換工事（5箇所10扉） 

○施設及び設備の経年劣化等に伴う修繕を２１件実施した。

〇所沢市民文化センターの施設管理運営を所沢市より受託し、施設の円滑な管理

運営を図るため、PFI事業者が実施した施設維持管理業務の円滑な遂行に協力

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、自

衛消防訓練及び防災避難訓練を３月２３日（休館日）に実施した。 
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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

ロビーでのコンサートは断念したが、アークホールを会場に「音まちコンサー

ト特別編 原田真侑［オルガン］×ザ・レヴ・サクソフォン・クヮルテット」

の公演を開催した。 

○市内小中学校の合唱コンクールなどの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。

（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。 

※ホール等施設を利用したもの

No. 利用日 利用場所 利用内容 利用者名 

１ 2020. 7. 7（火） 

～ 9（木） 

中ホール テレビ東京ドラマ「レンタル

なんもしない人」 

㈱ビデオフォーカス 

２ 2020. 8.16（日） 小ホール ABEMAオリジナルドラマ 

「17.3 about a sex」 

㈱インナップ 

３ 2020. 8.23（日） 大ホール テレビ朝日ドラマ「相棒19」 ㈱東映テレビプロダ

クション 

４ 2020. 9. 1（火） 中ホール MV撮影「Ken Yokoyama」Woh On ㈱祭 

５ 2020.10. 5（月） 中ホール MV撮影「ガールズガールズ」 フォーサイドメディ

ア㈱ 

６ 2020.10.16（金） 大ホール MV撮影「平井大」 ㈱祭 
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No. 利用日 利用場所 利用内容 利用者名 

７ 2020.11.18（水） 

～20（金） 

小ホール WOWOW ドラマ「あんのリリッ

ク」 

㈱C.A.L 

８ 2020.11. 1（日） 

～ 2（月） 

2020.12.14（月） 

2020.12.21（月） 

～25（金） 

中ホール NHK BSプレミアムドラマ 

「カンパニー」 

マックロータス㈱ 

㈱TBSスパークル 

９ 2021. 1.28（木） 小ホール 

・展示室

WOWOW ドラマ「ザ・モキュメ

ンタリーズ」 

㈱ネットウェブ 

10 2021. 2.20（土） 小ホール ジャルジャルコントドラマ 合同会社アーツイノ

ベータージャパン 

11 2021. 2.23（火） 

26（火） 

大ホール 映画「ある男」 ㈱松竹撮影所 

12 2021. 3.30（火） 大ホール フジテレビドラマ「ラジエー

ションハウスⅡ」 

㈱フジテレビジョン 

※敷地内屋外を利用したもの

No. 利用日 利用場所 利用内容 利用者名 

１ 2020. 6.24（水） 

～25（木） 

情報市場 

・中ホール

前広場 

テレビ朝日ドラマ「魔進戦隊

キラメイジャー」 

㈱東映テレビプロダ

クション 

２ 2020. 7.27（月） 

8. 3（月）

情報市場 

・大ホール

前広場 

テレビ朝日ドラマ「仮面ライ

ダーセイバー」 

㈱東映テレビプロダ

クション 

３ 2020. 9.30（水） 大ホール

前広場 

NHKドラマ「ノースフライト」 ㈱ロボット 

４ 2020.10. 6（火） 情報市場 

・中ホール

前広場 

テレビ朝日ドラマ「仮面ライ

ダーセイバー」 

㈱東映テレビプロダ

クション 
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No. 利用日 利用場所 利用内容 利用者名 

５ 2020.10.12（月） 

～13（火） 

中ホール

前広場・情

報市場 

テレビ東京ドラマ「30歳まで

童貞だと魔法使いになれる

らしい」 

大映テレビ㈱ 

６ 2020.11. 6（金） 管理棟正

面入り口 

映画「jam2」 (有)ディープサイド 

７ 2021. 2. 8（月） 

～14（日） 

中ホール

前広場・情

報市場 

日本エレベータ協会機関紙

掲載 

日本オーチスエレベ

ータ㈱ 

８ 2021. 3. 5（金） 管理棟正

面入り口 

フジテレビドラマ「月 9；タ

イトル未定」 

㈱ラフ・アット 

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】 
（２０２０年４月１日～２０２１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 271 139 51.3 811  359 44.3 32,328 

中ホール 274 82 29.9 820 218 26.6 17,677 

小ホール 277 145 52.3 831 335 40.3 12,239 

展示室 281 181 64.4 843 459 54.4 18,021 

第２展示室 281 124 44.1 843 283 33.6 7,311 

会議室１号 281 154 54.8 843 253 30.0 1,421 

会議室２号 281 149 53.0 843 283 33.6 3,285 

会議室３号 281 111 39.5 843 179 21.2 1,268 

会議室４号 281 147 52.3 843 267 31.7 2,068 

和室１号 281 90 32.0 843 126 14.9 224 

和室２号 281 123 43.8 843 189 22.4 639 

第１練習室 281 199 70.8 843 338 40.1 1,090 

第２練習室 281 180 64.1 843 291 34.5 1,402 

リハーサル室 282 91 32.3 845 194 23.0 994 

計 3,914 1,915 48.9 11,737 3,774 32.2 99,967 

2017年度実績 81.4 61.0 473,656 

＊所沢市民文化センターは、２０１８年１２月～２０２０年３月まで大規模改修による全館休館でした。 
そのため、年間を通して施設の貸与事業を実施した２０１７年度の実績を参考値として記載します。 
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