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１  概要 
 

  ２０２１年度は、前年度に引き続いて、新型コロナ禍による制約がある中での事業活動と

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、国や県の要請の都

度「感染拡大防止ガイドライン」の見直しを行い、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、埼玉県立芸術総合高等学校との連携協定に基づき、世界的チェリストであ

る宮田大による同校への訪問・交流コンサートを実施したほか、所沢駅の複合商業施設「グ

ランエミオ所沢」と連携し駅舎広場で「ＬＥＯ（今野玲央）［筝］ミニライブ」を実施した。

また、毎年恒例の「夢あかり音楽会」では、所沢観光大使である「ＪＡＹ ’Ｓ ＧＡＲＤＥ

Ｎ（歌）」や埼玉県立所沢北高等学校ＯＧで結成された「ＣＨＥＥＫＹＳ（ダンス）」といっ

た、所沢ゆかりのアーティストを起用するなど、２０２１年４月に新たに設置した「連携事

業企画室」が中心となって、地域や他団体と連携した事業の拡充に努めた。 

施設貸与・施設管理では、貸出備品のうち利用の頻度が多い「小型練習用オルガン」の空

き状況をホームページ上で閲覧可能にするなど施設利用者サービスの向上を図ったほか、小

ホールにおいて、一般のお客様に来場いただく公演形式の避難訓練（「避難訓練寄席」）を実

施し、館内スタッフの避難誘導等災害時対応スキルの向上にも努めた。また、来場者サービ

スの充実に向けて準備を進めていた「飲食サービス」について、２０２２年春のレストラン

オープンに先立ち、２０２１年９月にカフェ（「イーフォレストカフェ」）の営業を再開した。 

法人運営では、理事及び評議員の任期満了に伴う改選にあたり、新たな選任基準に基づき

公益法人制度で求められる理事及び評議員の役割に沿った選任を行い、ガバナンス体制の強

化を図った。また、２０２２年４月以降の業務効率化と利用者サービスの更なる向上に向け

て、事務分掌の見直しを行い、事業課の所管業務であった貸館業務を総務課に移管すること

とした。 

２０２１年度は、前年度に引き続き、新型コロナ感染症対策に追われた１年であったが、

自主事業の来場者や施設利用において徐々に回復の傾向が見られるなど、明るい兆しが見え

た１年でもあった。 

なお、自主事業全体の来場者数は39,209人、施設全体の来館者数は210,956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 ２０２１年度末現員 

理 事 １４名 

監 事  ２名 

評議員  ７名 

計 ２３名 

 

（２）理事会の開催 

   ２０２１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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. 5.21（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 １ 号 ２０２０年度事業報告について 

議案第 ２ 号 ２０２０年度収支決算について 

議案第 ３ 号 処務規程の一部を改正する規程制定につ

いて 

議案第 ４ 号 定時評議員会の招集について 

 

＜報告事項＞ 

⑴ ２０２０年度統計資料について 

⑵ ２０１８年度～２０２１年度運営方針における  

２０１９年度取組実績報告について 

 

第２回理事会 
 

2021. 6. 7（月） 議案第 ５ 号 理事長の選定について 

議案第 ６ 号 常務理事の選定について 

議案第 ７ 号 常務理事の報酬額について 

議案第 ８ 号 常務理事に事務局長職を委嘱する件につ

いて 

議案第 ９ 号 ２０２２年度～２０２６年度運営方針に

ついて 

議案第１０号 次期（２０２２年度～２０２６年度）所沢

市民文化センター指定管理者指定申請書

について 
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会 議 名 開 催 日 議  案 

第３回理事会 2021. 10.18（月） 議案第１１号 専決処分の承認を求めることについて 

       （2021年度収支補正予算＜第1号＞） 

議案第１２号 ２０２１年度収支補正予算＜第2号＞につ

いて 

議案第１３号 ２０２２年度自主事業の概要について 

議案第１４号 臨時評議員会の招集について 

 

＜報告事項＞ 

⑴ 所沢市民文化センター次期指定管理について 

⑵ 職務執行状況の報告について 

 

第４回理事会 2022. 2.22（火） 議案第１５号 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」2021 年 12

月1日施行） 

議案第１６号 ２０２１年度収支補正予算＜第３号＞に

ついて 

議案第１７号 処務規程の一部を改正する規程制定につ

いて 

議案第１８号 就業規則の一部を改正する規則制定につ

いて 

議案第１９号 契約職員の就業等に関する規則の一部を

改正する規則制定について 

議案第２０号 育児・介護休業規則の一部を改正する規則

制定について 

議案第２１号 無期雇用契約職員の就業等に関する規則

を廃止する規則制定について 

議案第２２号 ２０２２年度事業計画について 

議案第２３号 ２０２２年度収支予算について 

議案第２４号 臨時評議員会の招集について 

 

＜報告事項＞ 

⑴ 職務執行状況の報告について 

 



- 4 - 

（３）評議員会の開催 

   ２０２１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 

２０２１年５月１７日、２０２０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 2021. 6. 7（月） 議案第 １ 号 ２０２０年度決算書（計算書類等）承認

の件 

議案第 ２ 号 理事選任の件 

議案第 ３ 号 評議員選任の件 

議案第 ４ 号 監事選任の件 

 

＜報告事項＞ 

⑴ ２０２０年度事業報告の内容報告の件 

⑵ ２０２０年度統計資料について 

⑶ ミューズ運営方針２０２０年度実績報告について 

⑷ ２０２２～２０２６年度運営方針について 

⑸ 所沢市民文化センター次期指定管理者指定申請書

について 

 

臨時評議員会 2021.11. 5（金） ＜報告事項＞ 

⑴ 所沢市民文化センター次期指定管理者について 

⑵ ２０２２年度自主事業の概要について 

⑶ 事業団の主な取り組み等について 

⑷ Management Policy 2022→2026 について 

 

臨時評議員会 

 

2022. 3.14（月） 議案第 ５ 号 評議員選任の件 

 

＜報告事項＞ 

⑴ ２０２２年度事業計画について 

⑵ ２０２２年度収支予算について 

⑶ 事業団の主な取り組み等について 

⑷ 避難訓練寄席の実施結果について 

 



≪ワークショップ≫ 　

日　　時
会　　場

2021.4月 パイプオルガン・スクール 講師／三原麻里　原田真侑 20

～2022.3月 開講式・オリエンテーション

年間レッスン20回

ＡＶ室

アークホール

2021.11.23（火） パイプオルガン・スクール 講師／三原麻里　原田真侑 18

14:00開始 生徒勉強会 ＜内容＞

パイプオルガンの構造

世界のオルガン　レジストレーション

会議室２号

2022. 3.26（土） パイプオルガン・スクール 出演／パイプオルガン・スクール 226

13:15開演 修了記念コンサート 　　　生徒19名

講師演奏：三原麻里　原田真侑

アークホール

2021. 7.10（土） 観て・聞いて・楽しむ 出演・講師／遠藤喜久 111

10:00開演 能楽プレ講座 ＜内容＞

６５０年の歴史

能面の秘密

キューブホール 源平の物語

2021. 8.22（日） 第１６回伝統芸能普及事業 出演／遠藤喜久　ほか　能楽囃子方 196

13:00開演 触れてみよう！能楽の世界 ＜内容＞

能『巴』 お囃子の解説

装束の着付け解説

キューブホール 能『巴』の上演

2021.12. 5（日） ＮＢＡバレエ団×所沢ミューズ 講師／峰岸千晶 53

親子の部11:00開始 はじめてのバレエ体験ワークショップ 出演／ＮＢＡバレエ団

大人の部14:00開始 ＜内容＞

バレエ体験レッスン

リハーサル室 『くるみ割人形』のデモンストレーション

６事業　計 624

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

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

受講者数
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≪クラシック≫

○オーケストラ

日　　時
会　　場

2021. 4.10（土） フジコ・ヘミング［ピアノ］ ＜曲目＞ 963

15:00開演 Ｎ響メンバーによる室内オーケストラ ヴィヴァルディ：四季

モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番

リスト：ラ・カンパネラ　ほか

アークホール 共催：サンライズプロモーション東京

2021.10.30（土） ＮＨＫ交響楽団　 ＜曲目＞ 1,796

14:00開演 ヘルベルト・ブロムシュテット［指揮］ ステンハンマル：セレナード

ベートーヴェン：交響曲5番「運命」

アークホール

2022. 1. 8（土） 所沢ミューズ・ニューイヤーコンサート 出演／小山実稚恵［ピアノ］ 1,266

14:00開演 　　　秋山和慶［指揮］　東京交響楽団

＜曲目＞シュトラウス：ワルツ「春の声」

ショパン：ピアノ協奏曲第1番

アークホール 共催：入間市振興公社 ドヴォルジャーク：交響曲第９番「新世界より」

2022. 2.18（金） メンバーズ感謝企画・公開リハーサル ＜曲目＞ 645

18:00開演 ジャパン・ナショナル・オーケストラ メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲

反田恭平［ピアノ・指揮］ ショパン：ピアノ協奏曲第１番

岡本誠司［ヴァイオリン］

アークホール ★芸術総合高校参加

2022. 2.19（土） ジャパン・ナショナル・オーケストラ ＜曲目＞ 1,804

14:00開演 反田恭平［ピアノ・指揮］ メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲

岡本誠司［ヴァイオリン］ ショパン：ピアノ協奏曲第１番

アークホール

５事業　計 6,474

○室内楽・リサイタルシリーズ

日　　時
会　　場

2021. 9.18（土） 森麻季［ソプラノ］ 出演／山岸茂人［ピアノ］ 443

14:00開演 ＜曲目＞

ラフマニノフ：ヴォカリーズ

アーレン：オーバー・ザ・レインボー

アークホール コルンゴルト：『死の都』より　ほか

2021.10.19（火） 諏訪内晶子［無伴奏ヴァイオリン］ ＜曲目＞ 580

14:00開演 J.S.バッハ

無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第１番

無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番　ほか

マーキーホール

2021.11.29（月） エマニュエル・パユ［フルート］ ＜曲目＞ 629

14:00開演 バンジャマン・アラール J.S.バッハ：フルート・ソナタ

［チェンバロ］ BWV1030／BWV1032／BWV1034

J.S.バッハ：フランス組曲第6番 

マーキーホール F.クープラン：クラヴサン奏法　　ほか

３事業　計 1,652

　【主催公演事業】

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 入場者数内　　　　容
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○ピアノ・シリーズ

日　　時
会　　場

2021.11. 2（火） エフゲニー・キーシン［ピアノ］ ＜曲目＞ 1,299

19:00開演 モーツァルト：アダージョ

ショパン：マズルカ第5番

ショパン：アンダンテ・スピアナート

アークホール と華麗なる大ポロネーズ　ほか

2021.12. 4（土） クリスチャン・ツィメルマン ＜曲目＞ 1,725

17:00開演 ［ピアノ］ J.S.バッハ：パルティータ 第2番

ブラームス：3つの間奏曲

ショパン：ピアノ・ソナタ第3番　ほか

アークホール

2事業　計 3,024

○オルガン

日　　時
会　　場

2021. 8.21（土） 夏だ～　ミューズ 出演／三原麻里　原田真侑［オルガン］ 86

① 9:30開始 “とことこ”探検ツアー ＜内容＞

②12:30開始 ホール探検・照明お仕事体験

③15:30開始 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　オルガンクイズ

2022. 2.11（金・祝） ホールオルガニスト企画 ＜曲目＞ 436

14：00開演 〜愛をめぐる音楽たち〜 J.S.バッハ：「主よ、人の望みの喜びよ」

原田真侑［オルガン］ J.S.バッハ：前奏曲とフーガ BWV548

ゲスト：吉田誠［クラリネット］ ハキム：『聖母のミンストレル』　ほか

アークホール

２事業　計 522

○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

2021. 4. 3（土） ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団 ＜曲目＞ 722

15:00開演 結成10周年記念 ヴェニスの謝肉祭

ズーラシアンブラスカーニバル わらべうたバッハ組曲

仮面舞踏会2021

アークホール 共催：スーパーキッズ ずいずいずっころばし即興曲（世界初演）ほか

2021. 7.24（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［金菅五重奏］ 1,062

①10:30開演 『音楽の絵本』 　　　弦うさぎ［弦楽四重奏］

②14:30開演 ＜曲目＞

パプリカ　ボギー大佐

マーキーホール ルスランとリュドミラ序曲　ほか

2021.12.31（金） 2021ズーラシアンブラス ＜曲目＞ 1,401

15:00開演 ジルベスター音楽祭 俳句でブラス

風のファンタジー（世界初演）

じょんがら即興曲

アークホール 共催：スーパーキッズ 動物紅白歌合戦2021　ほか

３事業　計 3,185

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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○特別企画演奏会

日　　時
会　　場

2021. 7.24（土） 小山実稚恵［ピアノ］ ＜曲目＞ 536

15:00開演 ベートーヴェン：

ピアノ・ソナタ第30・31・32番

アークホール

2021. 8.27（金） 特別公開リハーサル 出演／山田和樹［指揮］ 389

18:30開演 ぱんだウインドオーケストラ・メンバー 　　　上野耕平［サクソフォン］

によるアンサンブルのつくり方 　　　ぱんだウインドオーケストラ・

　　　メンバー

アークホール ★芸術総合高校参加

2021. 9. 3（金） 公開レコーディング ＜曲目＞ 120

19:00開演 廣津留すみれ［ヴァイオリン］ バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ

　　　　第2番より「シャコンヌ」

アークホール 共催：デア・リング東京オーケストラ

2021. 9. 4（土） デア・リング東京オーケストラ ＜曲目＞ 459

16:00開演 西脇義訓［指揮］ メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲

廣津留すみれ［ヴァイオリン］ ブルックナー：交響曲第7番

アークホール 共催：デア・リング東京オーケストラ

2021. 9.19（日） 北村朋幹［ピアノ］ ＜曲目＞ 222

15:00開演 　開演前に白石美雪のプレトーク ケージ：プリペアド・ピアノの

　終演後にプリペアド・ピアノ見学 ためのソナタとインターリュード

マーキーホール ★芸術総合高校参加

2021. 9.23（木・祝） 村治佳織［ギター］ ＜曲目＞ 605

14:00開演 ゲスト：村治奏一［ギター］ ルビーラ：禁じられた遊び

ピアソラ：ブエノスアイレスの冬

モリコーネ：ニュー・シネマ・パラダイス　ほか

アークホール

2022. 1.22（土） 若手オペラ歌手による 出演／森谷真理［ソプラノ］ 698

14:00開演 ニューイヤー・オペラ・ガラ 　　　伊藤晴［ソプラノ］

コンサート 　　　樋口達哉［テノール］

　　　与那城敬［バリトン］

アークホール 協力：所沢市合唱連盟 　　　赤星裕子［ピアノ］　ほか

2022. 3.20（日） バッハ・コレギウム・ジャパン 出演／鈴木優人［チェンバロ］ 500

15:00開演 鈴木雅明［指揮・チェンバロ］ 　　　大塚直哉［チェンバロ］

『バッハの誕生日を祝って』 　　　松井亜希［ソプラノ］

　　　櫻田亮［テノール］　ほか

アークホール 共催：バッハ・コレギウム・ジャパン ＜曲目＞3台のチェンバロのための協奏曲 第1番　ほか

８事業　計 3,529

内　　　　容 入場者数事　　　　業　　　　名
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≪ポピュラー音楽≫

日　　時
会　　場

2021. 5.23（日） 津軽三味線あべや ＜曲目＞ 375

14:00開演 　阿部金三郎［津軽三味線］ 津軽じょんがら節

　阿部銀三郎［津軽三味線］ 津軽よされ節

　根本麻耶［唄・踊り］ 安来節

マーキーホール 　安藤龍正［鼓・踊り］ 南部俵積み唄 ほか

2021. 9.24（金） 石丸幹二［歌・語り］ ＜曲目＞ 323

14:00開演 つのだたかし［リュート・ギター］ イギリス民謡：恋人の黒髪

～リュートと紡ぐ歌と詩の世界～ ピアフ：愛の讃歌

武満徹：翼　ほか

マーキーホール 共催：入間市振興公社

2021. 9.26（日） 小坂忠 with Friends 出演／小坂忠　ＢＥＧＩＮ 678

14:30開演 ～希望の響きを所沢に～ 　　　宮沢和史＋高野寛

　　　前川真悟（かりゆし58）

＊空飛ぶ音楽祭の中止に伴いアークホールで 　　　Meg & Piano Koji　ほか

アークホール 　ミューズの単独主催公演として実施

2021.11.15（月） 純烈コンサート2021 出演／酒井一圭　後上翔太 1,786

①14:00開演 　　　白川裕二郎　小田井涼平

②18:00開演

アークホール 共催：アイエス

2022. 1.29（土） 平原綾香と開くクラシックの扉 出演／渡辺俊幸［指揮］ 1,141

16:30開演 コンサート2022 　　　東京ニューシティ管弦楽団

＜曲目＞

G線上のアリア

アークホール 共催：スキヤキ・ライブ・プロダクション Jupiter　おひさま　ほか

2022. 2. 5（土） 水森かおりコンサート ＜曲目＞ 538

15:00開演 ～歌謡紀行～ 鳥取砂丘

鳴子峡

五能線　ほか

アークホール 主催：入間市振興公社

2022. 3. 5（土） 寺井尚子 出演／寺井尚子［ヴァイオリン］ 287

17:00開演 コンサート2022 “Message” 　　　北島直樹［ピアノ］

　　　仲石裕介［ベース］

　　　荒山諒［ドラム］

マーキーホール ＜曲目＞トゥーランドット　ほか

2022. 3.24（木） 所沢ミューズ民謡特選 出演／加賀山昭　高橋キヨ子 251

15:00開演 令和に生きる“ふるさと・こころの唄” 　　　笹本壽　　所沢市民謡連盟　ほか

三味線集団 笹本壽＆“みやび” ＜曲目＞

狭山茶作り唄　三崎甚句

マーキーホール 越中おわら節　ソーラン節　ほか

８事業　計 5,379

内　　　　容事　　　　業　　　　名 入場者数
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≪演劇等（舞台公演）≫

日　　時
会　　場

2021. 5.15（土） 劇団四季ミュージカル 出演／劇団四季 642

13:00開演 『The Bridge～歌の架け橋～』 　　　青山弥生　分部淳平

　　　坂井菜穂　山下啓太　ほか

構成・台本／高橋知伽江

マーキーホール 共催：四季

2021. 5.22（土） よしもとお笑いライブin所沢２０２１ 出演／マヂカルラブリー 727

19:00開演 　　　ニューヨーク　ミルクボーイ

　　　パンサー　おかずクラブ

　　　パンクブーブー　相席スタート

アークホール 共催：吉本興業 　　　おばたのお兄さん　野生爆弾

2021. 5.29（土） ＮＢＡバレエ団『ドン・キホーテ』 出演／ＮＢＡバレエ団 1,268

①12:00開演 　　　①新井悠汰　野久保奈央

②16:00開演 　　　②高橋真之　勅使河原綾乃　ほか

芸術監督／久保綋一

マーキーホール 共催：ＮＢＡバレエ団

2021. 8.22（日） 第１６回伝統芸能普及事業 出演／遠藤喜久　ほか　能楽囃子方 196

13:00開演 触れてみよう！能楽の世界 ＜内容＞

能『巴』 お囃子の解説

装束の着付け解説

キューブホール 能『巴』の上演

2021. 9.16（木） 劇団四季ファミリーミュージカル 出演／劇団四季 553

17:30開演 『はじまりの樹の神話 　　　寺元健一郎　斎藤洋一郎　ほか

～こそあどの森の物語』 演出／山下純輝

マーキーホール

2021.10.8（金） こまつ座『雨』 出演／山西惇　倉科カナ　ほか 460

13:30開演 原作／井上ひさし

演出／栗山民也

マーキーホール 共催：こまつ座

2021.11.13（土） 舞台『かいけつゾロリと 原作／原ゆたか 488

①11:30開演 なぞのスパイ・ローズ』 脚色・演出／西秋元喜

②14:30開演

マーキーホール 共催：キョードー・ファクトリー

2021.11.21（日） 社会風刺コント集団 出演／福本ヒデ　山本天心 536

14:00開演 ザ・ニュースペーパー 　　　浜田太一　石坂タケシ

　　　渡部又兵衛　竹内康明

　　　松下アキラ　土谷ひろし　ほか

マーキーホール

2021.12.11（土） 加藤健一事務所『叔母との旅』 出演／加藤健一事務所 264

14:00開演 　　　加藤健一　天宮良　清水明彦

　　　加藤義宗　ほか

演出／鵜山仁

マーキーホール 共催：入間市振興公社

入場者数内　　　　容事　　　　業　　　　名
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日　　時
会　　場

2021.12.24（金） ＮＢＡバレエ団『くるみ割り人形』 出演／ＮＢＡバレエ団 1,851

①15:00開演 　　　①勅使河原綾乃　大森康正

2021.12.25（土） 　　　②野久保奈央　　新井悠汰

②12:00開演③16:00開演 　　　③須谷まきこ　　孝多佑月

マーキーホール 共催：ＮＢＡバレエ団 芸術監督／久保綋一

2022. 3.13（日） 人形浄瑠璃　文楽 出演／竹本千歳太夫［太夫］ 845

①13:00開演 〜解説・字幕付き〜 　　　豊澤富助［三味線］

②17:00開演 ①昼の部『一谷嫰軍記』 　　　吉田和生［人形・人間国宝]　ほか

②夜の部『曽根崎心中』 制作／文楽協会

マーキーホール

10事業　計 7,830

≪寄席≫

日　　時
会　　場

2021. 4.23（金） 第106回所沢寄席 出演／瀧川鯉昇　古今亭菊之丞 251

18:30開演 よったり寄ったり競演会 　　　立川生志　三遊亭兼好

マーキーホール

2021. 7.16（金） 第107回所沢寄席 出演／春風亭小朝　ほか 525

18:30開演 春風亭小朝独演会

マーキーホール

2021.10. 9（土） 第108回所沢寄席 出演／桂米團治　柳亭市馬 419

14:00開演 桂米團治・柳亭市馬東西二人会 　　　立花家橘之助　ほか

マーキーホール

2021.11.17（水） 番外・所沢寄席 出演／神田伯山［講談］ 681

18:30開演 神田伯山　独演会

マーキーホール

2022. 1. 9（日） 第109回所沢寄席 出演／柳家権太楼　林家たい平　桂宮治 585

14:00開演 初笑い！開運らくご会 　　　田辺いちか　鏡味味千代　ほか

　　　重松流のお囃子（賑やかし）

マーキーホール

５事業　計 2,461

内　　　　容事　　　　業　　　　名 入場者数

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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≪映像・展示≫

日　　時
会　　場

2021. 4.16（金） 所沢ミューズ　シネマ・セレクション ①なぜ君は総理大臣になれないのか 225

①13：00開演 世界が注目する日本映画たち ②糸

②16：45開演 Part19 ゲスト／①大島新

　　　　②瀬々敬久

マーキーホール

2021. 4.17（土） ①カレーライスを一から作る 564

①10：30開演 ②３７セカンズ

②14：00開演 ③スパイの妻＜劇場版＞

③17：40開演 ゲスト／①前田亜紀

マーキーホール 　　　　②黒沢清　ほか

2021. 4.18（日） ①プリズン・サークル 346

①12：00開演 ②風の電話

②16：00開演 ゲスト／①坂上香

　　　　②諏訪敦彦

マーキーホール

１事業　計 1,135

≪市民参加型事業（体験型事業）≫

日　　時
会　　場

2021.4月 パイプオルガン・スクール 講師／三原麻里　原田真侑 20

～2022.3月 開講式・オリエンテーション

年間レッスン20回

ＡＶ室

アークホール

2021.11.23（火） パイプオルガン・スクール 講師／三原麻里　原田真侑 18

14:00開始 生徒勉強会 ＜内容＞

パイプオルガンの構造

世界のオルガン　レジストレーション

会議室２号

2022. 3.26（土） パイプオルガン・スクール 出演／パイプオルガン・スクール 226

13:15開演 修了記念コンサート 　　　生徒19名

講師演奏：三原麻里　原田真侑

アークホール

2021. 7.10（土） 観て・聞いて・楽しむ 出演・講師／遠藤喜久 111

10:00開演 能楽プレ講座 ＜内容＞

６５０年の歴史

能面の秘密

キューブホール 源平の物語

2021. 8.21（土） 夏だ～　ミューズ 出演／三原麻里　原田真侑［オルガン］ 86

① 9:30開始 “とことこ”探検ツアー ＜内容＞

②12:30開始 ホール探検　照明お仕事体験

③15:30開始 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

内　　　　容 入場者数

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 入場者数事　　　　業　　　　名
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日　　時
会　　場

2021.10.24（日） 第17回ところざわ夢あかり音楽会 出演／JAY'S GARDEN、木山裕策［歌］ 644

16:00開演 　　　斬波［歌・ダンス］

　　　三原麻里［オルガン］

　　　佐藤秀嗣＆TAIKO-LAB［和太鼓］

アークホール 協力：所沢青年会議所・小手指メンズクラブ 　　　CHEEKYS　桜＊style［ダンス］

2021.12. 5（日） ＮＢＡバレエ団×所沢ミューズ 講師／峰岸千晶 53

親子の部11:00開始 はじめてのバレエ体験ワークショップ 出演／ＮＢＡバレエ団

大人の部14:00開始 ＜内容＞

バレエ体験レッスン

リハーサル室 『くるみ割人形』のデモンストレーション

７事業　計 1,158

≪アウトリーチ事業≫

日　　時
会　　場

2021. 6. 5（土） 平田耕治［バンドネオン］ 出演／平田耕治［バンドネオン］ 96

14:00開演 ～魅惑のタンゴの響き～ 　　　永易理恵［電子ピアノ］

＜曲目＞

ピアソラ：ブエノスアイレスの冬

新所沢東まちづくりセンター 共催：新所沢東まちづくりセンター ロドリゲス：ラ・クンパルシータ　ほか

2021. 6.18（金） 音まちコンサート関連アウトリーチ ＜内容＞ 80

10:30開始 宮田大［チェロ］ コンサート（芸術総合高校講師との共演）

芸術総合高校での交流コンサート 生徒演奏＆ミニレッスン（ピアノ・フルート）

★芸術総合高校参加 質問コーナー・生徒との交流

芸術総合高校 共催：所沢市

2021. 9.11（土） グランエミオ所沢１周年 出演／ＬＥＯ（今野玲央）［箏］ 159

①11:30開演 ＬＥＯ（今野玲央）［箏］ ＜曲目＞

②12:30開演 ミニライブ 今野玲央：Deep Blue

③14:00開演 半田弘：さくら替手五段

グランエミオ所沢 協力：グランエミオ所沢 沢井忠夫：甦る5つの歌　ほか

2021.10.16（土） 番外・所沢寄席　中央亭 出演／三遊亭鬼丸　柳家喬之助 171

14:00開演 柳家喬之助　三遊亭鬼丸

所沢まちづくりセンター 共催：所沢まちづくりセンター

2022. 2.20（日) 説経浄瑠璃の世界 説経浄瑠璃「葛の葉」 85

14:00開演 若松若太夫［説経浄瑠璃師］ 説経浄瑠璃の解説

新所沢まちづくりセンター 共催：新所沢まちづくりセンター

2022. 3.10（木） 長富彩［ピアノ］ ＜曲目＞ 115

14:00開演 1912年製スタインウェイを弾く！ ショパン：ポロネーズ第6番 「英雄」

リスト：バラード第2番

ラフマニノフ：前奏曲「鐘」　ほか

吾妻まちづくりセンター 共催：吾妻まちづくりセンター

６事業　計 706

内　　　　容 入場者数事　　　　業　　　　名

事　　　　業　　　　名 内　　　　容 入場者数
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≪音楽のあるまちづくり事業≫

日　　時
会　　場

2021. 6.18（金） 音まちコンサート関連アウトリーチ ＜内容＞ 80

10:30開始 宮田大［チェロ］ コンサート（芸術総合高校講師との共演）

芸術総合高校での交流コンサート 生徒演奏＆ミニレッスン（ピアノ・フルート）

★芸術総合高校参加 質問コーナー・生徒との交流

芸術総合高校 共催：所沢市

2021. 6.27（日） 音まちコンサート特別公演 ＜曲目＞ 1,134

14:00開演 宮田大［チェロ］ ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

大萩康司［ギター］ サティ：ジュ・トゥ・ヴ

★芸術総合高校参加 ピアソラ：ブエノスアイレスの冬　ほか

アークホール 共催：所沢市

2021.12.23（木） 音まちコンサート特別公演 ＜曲目＞ 954

14:00開演 金子三勇士［ピアノ］ ショパン：ノクターン 嬰ハ短調「遺作」

ベートーヴェン＝リスト：交響曲第9番

リスト：ラ・カンパネッラ　ほか

アークホール 共催：所沢市

３事業　計 2,168

日　　時
会　　場

2021.10.24（日） 第17回ところざわ夢あかり音楽会 出演／JAY'S GARDEN、木山裕策［歌］ 644

16:00開演 　　　斬波［歌・ダンス］

　　　三原麻里［オルガン］

　　　佐藤秀嗣＆TAIKO-LAB［和太鼓］

アークホール 協力：所沢青年会議所・小手指メンズクラブ 　　　CHEEKYS　桜＊style［ダンス］

2022. 1.22（土） 若手オペラ歌手による 出演／森谷真理［ソプラノ］ 698

14:00開演 ニューイヤー・オペラ・ガラ 　　　伊藤晴［ソプラノ］

コンサート 　　　樋口達哉［テノール］

　　　与那城敬［バリトン］

アークホール 協力：所沢市合唱連盟 　　　赤星裕子［ピアノ］　ほか

2022. 2.11（金・祝） ホールオルガニスト企画 ＜曲目＞ 436

14：00開演 〜愛をめぐる音楽たち〜 J.S.バッハ：「主よ、人の望みの喜びよ」

原田真侑［オルガン］ J.S.バッハ：前奏曲とフーガ BWV548

ゲスト：吉田誠［クラリネット］ ハキム：『聖母のミンストレル』　ほか

アークホール

2021. 5.23（日） 能　半蔀（はじとみ） 出演／遠藤喜久 150

14:00開演 源氏物語　生け花のある能 　　　横井紅炎［華道家］

　　　善竹十郎［狂言方］

矢来能楽堂 遠藤喜久・矢来能楽堂との連携事業

４事業　計 1,928

事　　　　業　　　　名 内　　　　容

内　　　　容

入場者数

≪育成・支援≫

入場者数事　　　　業　　　　名
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2021. 8.25（水） 昭和音楽大学

～11.13（土）

＊期間中10日間

2021. 9.16（木） 国立音楽大学

～11.29（月）

＊期間中４日間

２事業　計 2

2021. 4.30（金） 岡村孝子「女神の微笑み」

Music Video ～special edition～

YouTube57,000回再生

アークホール

2021. 5.10（月） 宮田大［チェロ］

with チェロ・オーケストラ

Music Video Project

YouTube16,000回再生

アークホール

2021. 5.12（水） 長編アニメ『竜とソバカスの姫」

～ 5.14（金） サウンドトラック収録

アークホール

2021.12. 6（月） ＮＨＫクラシック倶楽部

フォーレ四重奏団番組収録

マーキーホール

４事業　　

＜曲目＞

マーラー：ピアノ四重奏曲断章

ムソルグスキー：展覧会の絵　ほか

　　　ビデオプロジェクトの収録を行った。

　　　

内容／7月に公開された細田守監督による話題作の

　　　サウンドトラックの収録を行った。

○動画配信・ＣＤ・ＤＶＤ等収録協力

日　程 事　　　　業　　　　名 内　　　　容

内容／闘病を経て復帰した岡村孝子のアルバムの特

　　　典映像の収録を行った。

　　　

内容／ミューズにゆかりの世界的チェリスト宮田大

　　　と世界のチェリストがオンラインで共演する

内容／世界屈指のピアノ四重奏団のＢＳプレミアム

　　　の番組収録を行った。

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１名

　　　公演実施補佐等

　　　

○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／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
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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。 

○アートマガジン「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。 

○テレビ埼玉、ＪＣＯＭ、音楽雑誌などに自主事業の広報を行い、広く情報を

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、２０２１

年度の年間ホームページアクセス件数は４４０，９６３件であった。 

○ポスター・ちらし・デジタルサイネージによる広告を、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（2021年度末会員数：4,821名／前年同期比

330名増）にダイレクトメールによる自主事業情報等を毎月提供した。 

○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）とは、オンライン等で自主

事業に関する公演情報を共有し、相互に広報戦宣伝を行った。 

○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。 

 



 

- 17 - 

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・支援を行った。 

○地元のボーカルグループ、太鼓フループ、ダンスチームなどを起用し「夢あか

り音楽会」を実施した。また、若手オペラ歌手を支援する「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。 

○２０２０年度より２名のホールオルガニストが就任し、今年度は原田真侑によ

るオリジナル企画を実施するなど、若いオルガニストの育成と支援を行った。 

〇能楽事業に出演する遠藤喜久（重要無形文化財「能楽」保持者）が、神楽坂の

矢来能楽堂で実施する「半蔀」公演の広報宣伝に協力し、遠藤喜久及び矢来能

楽堂を支援し連携を図った。 

〇コロナ禍におけるアーティスト活動の支援として、動画配信、ＣＤ録音、テレ

ビ番組収録などの取組を支援した。岡村孝子、宮田大、映画サウンドトラック

収録、ＮＨＫテレビ番組収録の４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 

2022. 2.24（木）1日間 【非常放送設備】 

  管理棟1階カフェ内露出スピーカの交換工事 

【自動火災報知設備】 

  煙感知器の移設工事 

  （小ホール楽屋事務室、管理棟3階更衣室・印刷室） 

【防排煙設備】 

  管理棟3階排煙口是正工事 

【防火設備】 

  大ホール3階防火シャッター開閉器交換工事 
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工   期 工   事   内   容 

2022. 2.25（金）1日間 【防火設備】 

  中ホール3階防火シャッター開閉器交換工事 

【避難器具】 

  中ホール4階救助袋の交換工事 

 

2022. 3. 8（火）1日間 【消火設備】 

 ・スプリンクラー用補給水槽ボールタップ交換工事 

 ・連結送水管用屋上補給水槽逆止弁の交換工事 

 

○施設及び設備の経年劣化等に伴う修繕を３１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及び所沢警察署

協力のもと、避難訓練寄席を２月２５日（金／休館日）に実施した。 

 

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

特別公演として6月に「宮田大［チェロ］＆大萩康司［ギター］」、12月に「金

子三勇士［ピアノ］」の２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 
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・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 2021.  4.26（月） 

 

中ホール 

・中ホール

前広場 

WOWOWドラマ「黒鳥の湖」 ㈱共同テレビジョン 

２ 2021.  4.30（金） 大ホール MV撮影「岡村孝子」 レスパスフィルム㈱ 

３ 2021.  5. 6（木） 大ホール MV撮影「Novelbright」 ㈱UNITED PRODUCTIONS 

４ 2021. 7. 21（水） 中ホール 演劇「スタンディングオ

ベーション」で使用する

映像 

マックロータス㈱ 

５ 2021. 8.22（日） 大ホール MV撮影 

「Angels’Temptetion」 

アネリス東京 

６ 2021. 8.29（日） 大ホール MV撮影「徒花TOXiC」 個人名 

７ 2021. 9. 1（水） 中ホール 「ちーるあうと」ドラマ

撮影（YouTube） 

㈱LIFEis 

８ 2021. 9. 4（土） 中ホール CM撮影「PicsArt Japan」 ㈱ギークピクチャーズ 

９ 2021.10.20（水） 小ホール テレビ朝日ドラマ「当確

師」 

㈱オフィスクレッシェン

ド 

10 2021.11.19（金） 中ホール 映画「TELL ME」 ㈱メディアミックスジャ

パン 

 

※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 2021. 4. 9（金） 

 

情報市場 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 

２ 2021. 6. 1（火） 

  ～ 3（木） 

2021. 6. 7（月） 

情報市場 

・大ホール

前広場 

テレビ東京ドラマ「ビッ

友×戦士 キラメキパワ

ーズ！」 

㈲楽映舎 
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No. 利用日 利用場所 利用内容 利用者名 

３ 2021. 9.21（火） 

 

大ホール前

広場・中ホ

ール前広場 

テレビ朝日ドラマ「機界

戦隊ゼンカイジャー」 

㈱東映テレビプロダク

ション 

４ 2021.12. 9（木） 情報市場 

・大ホール

前広場 

テレビ朝日ドラマ「仮面

ライダーリバイス」 

㈱東映テレビプロダク

ション 

５ 2021.12.15（水） 

2022. 2.16（水） 

2022. 2.24（木） 

中ホール前

広場・情報

市場 

ネット配信ドラマ「華衛

士F8ABAジザリス」 

㈱シスト 

６ 2022. 3. 8（火） 

 

情報市場 

 

MV撮影「大宮I★DOLL」 ㈱ドリーミングワーク

ス 

 

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】 
    （２０２１年４月１日～２０２２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 328 228 69.5 984 583 59.2 87,126 

中ホール 321 189 58.9 963 506 52.5 50,761 

小ホール 330 221 67.0 988 521 52.7 20,546 

展示室 330 266 80.6 993 666 67.1 21,250 

第２展示室 330 219 66.4 990 512 51.7 11,976 

会議室１号 330 230 69.7 990 404 40.8 1,724 

会議室２号 330 233 70.6 990 469 47.4 4,962 

会議室３号 330 204 61.8 990 387 39.1 1,477 

会議室４号 330 245 74.2 990 478 48.3 3,298 

和室１号 330 113 34.2 990 183 18.5 265 

和室２号 330 211 63.9 990 317 32.0 1,049 

第１練習室 330 274 83.0 990 565 57.1 1,924 

第２練習室 330 266 80.6 990 549 55.5 2,604 

リハーサル室 331 167 50.5 993 336 33.8 1,994 

計 4,610 3,066 66.5 13,831 6,476 46.8 210,956 

2020年度実績  49.0  32.2 99,967 
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