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１ 平成２９年度公益財団法人草加市文化協会事業報告 
 
⑴ 概要 

 

  平成29年４月から、草加市文化会館の新たな５年間の指定管理期間が開始しました。 

平成29年度は、平成28年度に制定した当協会の基本理念及び基本方針や、「若い世代にも日本文化を広

めていきたい」という理事会及び評議員会の意向・方針のもと、「淡路人形浄瑠璃」「日本の響…草加の

陣」といったイベントを開催するとともに、「加賀美幸子と『おくのほそ道』を読む」や、草加出身のア

ーティストが出演した「草加に藝大がやってきた」、29回目を迎えた「国際ハープフェスティバル」等、

草加ならではの文化を取り上げた事業に注力しました。また、市民文化活動の育成・支援のため、引き

続き様々な市民団体との共催事業を開催し、役割分担を明確にしながら、団体の自律的な文化活動を促

進する働きかけを行いました。 

芸術文化振興事業の展開に必要な財源については、積極的に助成金の申請を行い、「淡路人形浄瑠璃」

への公益財団法人放送文化基金による助成金のほか、「日本の響…草加の陣」では、公益財団法人朝日新

聞文化財団、公益財団法人ロームミュージックファンデーション、公益財団法人花王芸術・科学財団か

らそれぞれ助成を獲得することができました。 

また、平成27年４月に開始した友の会制度では平成30年３月までに325名に入会いただいており、当協

会が発信するイベントの一定の支持層として定着しはじめているとみられます。賛助会員制度では、平

成30年３月までに、11社１個人にご入会いただき、18口90万円の寄附を集めることができました。 

  一方、文化会館の施設管理業務を行うなかで、ホール棟地下のトイレや舞台上のスプリンクラー配管

に老朽化が確認され、緊急対応を行いました。文化会館全体の設備や建物の改修については、今後草加

市と連携しながら対応を行ってまいります。 

法人運営面では、５月に評議員の任期満了に伴う改選のほか、９月には行政庁である埼玉県による立

入検査が行われました。 

 

 

⑵ 芸術文化振興事業 
 

 ■公益目的事業１（公１） 

  公１の事業については、日本の芸術文化に対する関心が世界的に高まっている現在、外国人にはもち

ろん、日本人にも日本の伝統文化の素晴らしさや日本文化の魅力を再認識してもらう企画に力を入れ、

第一線で活躍する邦楽の名手たちを招へいし、日本の伝統文化を堪能できる「日本の響…草加の陣」や

「淡路人形浄瑠璃」を平成28年度から継続して実施しました。また、世界で活躍する若手演奏家による

「草加に藝大がやってきた」や、オペラをコンサート形式で気軽に楽しむことができる「珠玉のオペラ・

コンサート」を実施し、クラシック音楽に気軽に親しむことができる機会を提供しました。29回目を迎

えた「国際ハープフェスティバル」では、草加市内のみならず市外や東京都内でプレコンサートなどを

開催することにより、広く事業実施をＰＲし、「音楽のまち」草加を発信しました。 

 

 ■公益目的事業２（公２） 

  公２は、「歌とダンスのファンタジー」では、前年度以上に多くの方に参加していただくとともに、新

たなジャンルとして、作詞のワークショップを実施し、新しい分野で芸術文化にふれていただく機会を

創出しました。また、草加にゆかりの深い「おくのほそ道」を題材として、元ＮＨＫアナウンサーの加

賀美幸子氏による朗読講座も実施し、市民のみなさんの多様な興味関心に応えるべく、様々なジャンル

の芸術文化にふれる機会を提供しました。 

 

 ■新たな指定管理業務・共催事業・ＰＲについて 

平成29年度から新たな指定管理業務として、公１では「音楽の森ミニコンサート」、公２では「次世代

舞台芸術鑑賞事業」が加わりました。これらの事業では、草加市民の芸術文化活動の機会や、市内小中

学生が芸術文化にふれる機会を提供しました。 

また、共催事業においては、団体の安定的な活動を促すよう、会場使用の優先予約や使用料免除、広

報面での支援を行いました。 

さらに、情報発信として、主催事業の「日本の響」において、５分間ではあるものの、ＮＨＫ Ｅテレ

での放送化の実現や、地域のケーブルテレビであるＪ：ＣＯＭでの放映など、これまでの紙媒体やＳＮ

Ｓに加えて、多様な方法で発信しました。 



■平成２９年度　芸術文化振興事業一覧

［公益目的事業１］芸術文化の振興に関する事業

① 優れた舞台芸術等の鑑賞機会を市民へ提供する事業 ------------------------------pp.4-6

主催事業 5月20日㈯ 人が舞い、人形が踊る「淡路人形浄瑠璃」草加公演2017

8月26日㈯ 草加に藝大がやってきた～スペシャルトリオ・コンサート～

9月9日㈯ 日本の響…草加の陣2017～邦楽のパイオニア達の共演～

10月7日㈯ 秋、草加　珠玉のオペラ・コンサート～名花・名優勢揃い～

共催事業 5月4日㈷ ミュージカル「３びきのこぶた」

5月28日㈰ That's が～まるちょばSHOW！＋ロッケンロールペンギン

6月2日㈮ 第47回草文キネマ劇場「逢いぞめ笠」

6月11日㈰ 魂のゴスペル＆Happyサウンド！

8月25日㈮

10月6日㈮ 第48回草文キネマ劇場「君の名は」

H30年3月2日㈮ 第49回草文キネマ劇場「眠狂四郎殺法帖」

H30年3月25日㈰ 映画上映会

② ハープを通じた音楽事業 ------------------------------------------------------ pp.6-8

「国際ハープフェスティバル2017-草加市」

 11月11日㈯、11月12日㈰ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」レバーハープ教室

11月13日㈪ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」０歳からのハープコンサート

11月18日㈯ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」フェスティバルコンサート

11月19日㈰ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」ファイナルコンサート

共催事業 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

　第29回日本ハープコンクール（プロフェッショナル部門）

③ アウトリーチ事業 ------------------------------------------------------------pp.8-9

主催事業 5月14日㈰ 音楽の森ミニコンサート（草加駅）

6月4日㈰ 音楽の森ミニコンサート（草加駅）

7月26日㈬ 音楽の森ミニコンサート（草加市立病院）

10月10日㈫ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」スクールコンサート（谷塚小／栄小）

10月13日㈮ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」スクールコンサート（高砂小／小山小）

10月21日㈯ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」北千住マルイスポットコンサート

10月26日㈭ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」草加市立病院スポットコンサート

11月3日㈷ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

　イオンレイクタウン kazeスポットコンサート

11月17日㈮ 「国際ハープフェスティバル2017－草加市」獨協大学前駅スポットコンサート

H30年3月3日㈯ 音楽の森ミニコンサート（(特養)アートフェリス）

H30年3月14日㈬ 音楽の森ミニコンサート（(特養)草加キングス・ガーデン）

H30年3月17日㈯ 音楽の森ミニコンサート（(特養)アートフェリス）

H30年3月25日㈰ 音楽の森ミニコンサート（(特養)柿木園）

11月15日㈬
11月16日㈭
11月18日㈯

第37回夏休み親子のつどい「白雪姫と７人の小びと／ヘンゼルとグレーテル」

主催事業
　第13回ポスターデザインコンクール　応募作品展

9月2日㈯～9月10日㈰
11月15日㈬～11月19日

㈰
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共催事業  5月16日㈫ 第116回草加落語会

9月14日㈭ 第117回草加落語会

H30年1月30日㈫ 第118回草加落語会

［公益目的事業２］市民の自主的な文化活動の支援及び育成に関する事業

① 市民参加型事業 ----------------------------------------------------------- pp.10-11

主催事業 6月24日㈯ 次世代舞台芸術鑑賞事業

7月2日㈰～12月23日㈷

　ワークショップ

12月24日㈰

共催事業 4月1日㈯～6月21日㈬ 第8回ソウカパインオペラコンサート 合唱練習

6月25日㈰ 第8回ソウカパインオペラコンサート「カルメン」

第9回ソウカパインオペラコンサート 合唱教室

② 市民交流型事業 ----------------------------------------------------------- pp.12-13

主催事業 9月18日㈷ 草加市民音楽祭　第6回吹奏楽フェスティバル

共催事業  10月29日㈰ 第8回草加ふささらダンスフェスティバル

H30年1月28日㈰ 第13回みんなでつくる「ドレミファそうかコンサート」

H30年3月4日㈰ 第13回草加ミュージック・フェスティバル

H30年3月11日㈰ チャリティコンサート

③ 文化団体育成事業 -------------------------------------------------------------- p.13

共催事業 11月2日㈭、11月3日㈷ 文化の広場2017　文化部門、呈茶

11月3日㈷ 文化の広場2017　舞台部門

事務局業務 通年 草加市文化団体連合会事務局業務

④ 人材育成事業-------------------------------------------------------------- pp.13-14

共催事業 5月14日㈰ 第14回クラシック音楽ジュニアコンクール

8月27日㈰ ハートフルコンサート出演者募集クラシック音楽オーディション

 11月26日㈰ ハートフルコンサート

⑤ 講座・体験事業 ------------------------------------------------------------ pp.14-15

主催事業

8月11日㈷ 避難訓練コンサート

共催事業 4月2日㈰ 観桜茶会

7月1日㈯～11月26日㈰ オペラ・オラトリオ塾ⅩⅣ

10月9日㈷ 秋の茶会

4月27日㈭～
H30年3月29日㈭

歌とダンスのファンタジーⅨ「Xmasに想像したこと ～遠い遠いいつかの私～」

歌とダンスのファンタジーⅨ「Xmasに想像したこと ～遠い遠いいつかの私～」

9月16日㈯～H30年3月31日㈯

加賀美幸子と「おくのほそ道」を読む
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①　優れた舞台芸術等の鑑賞機会を市民へ提供する事業

出演者

日　　程

725 人 設定席数

出演者

日　　程

436 人 設定席数

日　　程

777 人 設定席数

［公益目的事業１］芸術文化の振興に関する事業

目的Ⅰ 第一線で活躍するアーティストの公演などを実施し、質の高い舞台芸術にふれる機会を提供する。

1

淡路人形座

入場者数

内容

友の会

注　記 

１　会場名の記載のない場合、施設はすべて、草加市文化会館。部屋名の記載がない場合、会場はすべてホール。
２　事業名上段の「共催」に続く数字は、協会の共催回数を示す。
３　顧客満足度とは、アンケートにおいて「大変よかった」及び「よかった」と回答した割合。
４　「量的目標」とは、営業努力等の定量的目標。共催事業については、主として主催者に負う。
５　「質的目標」とは、事業の質や公益性を担保するため、価値ある成果をいかに提供できたか、ターゲット層や新規顧
　客など、鑑賞者をいかに獲得または育成できたかという定性的目標。
６　「社会的目標」とは、事業を通じたコミュニティへの貢献や、情報発信、話題性など、事業が広がりを見せ、成果を
　あげたかというもの。

500円

2,500円

小・中学生

一般

入 場 料

2

協会主催事業

5,000円

高校生以下

岡本彩香（Vn）／中木健二（Vc）／守田絢子（Pf）

入場者数 737 席

入 場 料

一般 2,000円

学生 500円

友の会 1,500円

日本の響…草加の陣2017
～邦楽のパイオニア達の共演～

地元の演奏家と、草加市近隣の音楽大学である東京藝術大学出身の演奏
家による、クラシック音楽のコンサートを実施した。

【量的・質的・社会的目標に対して】

入場率は59.2％、顧客満足度は92.4％。入場料金を低価格に抑えること
により、学生をはじめとする幅広い世代に鑑賞機会を提供した。

【量的・質的・社会的目標に対して】

入場率は71.3％、顧客満足度は88.1％。出演者のラインナップやジョイ
ント演奏など、ほかでは聴くことができないオリジナルの内容で構成し
た。国内のみならず海外からの来場者も少なからずあり、日本の伝統芸
能の鑑賞機会を広く提供した。

邦楽界の一流の演奏家が一堂に会し、各グループの演奏に加え、ジョイ
ント演奏も披露した。フィナーレではほぼ全出演者が共演し、ここでし
か観ることができない豪華なステージとなった。転換時には、司会者が
知見に富んだ内容の話でつなぎ、４時間30分という長時間の公演であり
ながら、飽きさせない内容となった。また、５分間ではあるが、ＮＨＫ
Ｅテレ「にっぽんの芸能」内、『旬の和題 みみより』に紹介され、全
国的に取り上げられた。朝日新聞文化財団、花王芸術・科学財団、ロー
ム ミュージック ファンデーションから助成を得て実施した。

内容

協会主催事業

5月20日㈯ 14:00

人が舞い、人形が踊る
「淡路人形浄瑠璃」

草加公演2017

草加に藝大がやってきた
～スペシャルトリオ・コンサート～

8月26日㈯ 14:00

3

協会主催事業

出演者

入 場 料

「式三番叟」「玉藻前曦袂 神泉苑の段、狐七化けの段」の３演目を上
演。座員による三味線、太夫、人形遣い解説と併せて、来場者に人形操
作を体験してもらい、日本の伝統芸能に対する理解を深めてもらった。
また、公演当日、会場入口において淡路島物産展を開催し、文化面に加
えて産業面からもイベントを盛り上げた。放送文化基金95万円の助成を
受けて実施した。

入場率は112.1％、顧客満足度は88.5％。全国から来場者があり、関東で
は上演機会の少ない伝統芸にふれる機会を提供した。

【量的・質的・社会的目標に対して】

野坂操壽×沢井一恵「変絃自在」（箏）／
藤原道山（尺八）＆国府弘子（Pf）／
高橋竹山（津軽三味線）／伶楽舎（雅楽）／
藤堂輝明（民謡）／ヒダノ修一 EnTRANS／
ピーター・バラカン、田中隆文（司会・監修）

入場者数 1,089 席

2,000円

Ｓ席300円引き
Ａ席200円引き

友の会

2,000円

4,000円Ａ席

Ｓ席

9月9日㈯ 14:00

647 席

内容
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日　　程

423 人 設定席数

共催 出演者

日　　程

入 場 料 519 人 設定席数

共催 出演者

日　　程

309 人 設定席数

出演者

日　　程

当日

346 人 設定席数

出演者

日　　程

午前の部 811 人

午後の部 475 人

内容

内容

入場者数

有限会社劇団東少

【量的・質的・社会的目標に対して】

名作童話「３びきのこぶた」に現代の状況を盛り込み、ミュージカル作
品にして上演。０歳から入場可能であり、鑑賞を通じて親子でふれあえ
る機会を提供した。

中学生以下 1,200円

友の会各200円引き

②子ども　 1,500円

社会福祉法人
草加市社会福祉協議会

1,162 席

【量的・質的・社会的目標に対して】

入場者数

夏休みの思い出づくりや親子のふれあいの場を提供し、児童の健全育成
に資することができた。

NPO法人子ども広場
草加おやこ劇場

Love=a Rainbow／KO-TANG

入場者数 642 席3,000円

当日 700円
設定席数

1,195 席

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加費

2 内容

【量的・質的・社会的目標に対して】

3

劇団銀河鉄道

名作童話２作品を、大型ぬいぐるみによる演劇作品にして上演。０歳か
ら入場可能であり、鑑賞を通じて親子でふれあえる機会を提供した。

5

株式会社ｻﾝﾗｲｽﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ東京

内容

が～まるちょば

入場者数

目的Ⅱ 未就学児も含め、家族が一緒に舞台芸術を鑑賞できる機会を提供する。

1

有限会社劇団東少

That's が～まるちょばSHOW！
＋ロッケンロールペンギン

共催⑪

1,137 席4,500円（友の会4,200円）

5月28日㈰ 14:00

入 場 料

2,000円大人

共催⑨

①②500円増

④大人ペア 4,000円

8月25日㈮ 11:00／14:00

第37回夏休み親子のつどい
「白雪姫と７人の小びと

／ヘンゼルとグレーテル」

入場者数 1,125 席

高校生以下 2,000円

Ａ席

Ｓ席

4,000円

4,500円

様々なオペラやオペレッタの名曲を通して、国内外で活躍する一流の歌
い手による歌唱と、オーケストラによる生演奏を楽しんでいただいた。
曲間では、プログラム曲が使われているオペラ作品の解説や見どころ・
聴きどころを、演奏者の目線から解説した。

澤畑恵美（Sop）／林美智子（Mez）／佐野成宏（Ten）／
キュウ・ウォン・ハン（Bar）／河原忠之（Cond）／
東京オーケストラＭＩＲＡＩ

出演者

内容

入場率は37.6％、顧客満足度は91.7％。入場者数は伸び悩んだものの、
国内外で活躍する一流の歌い手による歌唱とオーケストラによる生演奏
により、名曲を一度に堪能できた点は好評であった。

【量的・質的・社会的目標に対して】

秋、草加
珠玉のオペラ・コンサート

～名花・名優勢揃い～

Ｓ席300円引き
Ａ席200円引き
Ｂ席100円引き

友の会

4

協会主催事業

10月7日㈯ 14:00

Ｂ席 3,500円
入 場 料

【量的・質的・社会的目標に対して】

世界的なアーティストのパフォーマンスの鑑賞機会を、子どもから年配
の方まで幅広い世代の方に提供できた。

が～まるちょばによる一流のパフォーマンスを披露した。観客をステー
ジに上げる場面など客席との交流が多く、アドリブ満載のにぎやかな
ショーとなった。

入 場 料

魂のゴスペル＆Happyサウンド！

500円前売
入 場 料

わかりやすいストーリー構成などにより、幅広い世代が一緒に観劇を楽
しむことができた。観るだけではなく、かけ声で参加する場面もあり、
子どもたちの感受性や創造性の育成に資することができた。

ハイレベルなパフォーマンスを体感できる機会を提供し、子どもたちの
感受性や創造性の育成に資することができた。

ゴスペルの本場であるアメリカでの演奏経験豊富な歌手やパーカッショ
ニストによる客席参加型コンサート。事前にプロダンサーによる体験
ワークショップを開催し、ステージで披露した。ゴスペルの名曲の演奏
をはじめ、コール＆レスポンスなどにより出演者と客席が一体になって
熱いステージを創り上げた。

1,195 席

5月4日㈷ 14:00

ミュージカル
「３びきのこぶた」

③親子ペア 3,000円

①大人　　 2,500円

前売

6月11日㈰ 14:30
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共催⑯ 第47回

第48回

第49回

第47回 37 人

第48回 10 人

入 場 料 第49回 21 人

共催

会　　場

121 人 設定席数

②　ハープを通じた音楽事業

特別ｹﾞｽﾄ

日　　程

606 人 設定席数

目的Ⅰ
ハープフェスティバルを通じて、市民が気軽に音楽に親しむことができる機会を提供し、「音楽のま
ち」としての風土づくりと草加らしい文化の発信を図る。

1

協会主催事業

「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

フェスティバルコンサート

友の会 900円

2

ベアトリス・ギエルマン（Hp）／池城菜香（Hp）／
カフェ・ドゥ・ラ・ハープ／藤原秀章（Vc）／
鷺谷清子（Cond）／草加市レバーハープ・アンサンブル

学生 500円

出演者

Ｎ響メンバーとその仲間達によるブラスアンサン
ブル（金管十重奏）

株式会社東京現像所

【量的・質的・社会的目標に対して】

1,000円高校生以上
入 場 料

第１会議室

3月25日㈰
11:00／13:30／16:00

日　　程

映画上映会

入場者数

【量的・質的・社会的目標に対して】

1953年公開「君の名は」

無料

設定席数

80 席

80 席

【量的・質的・社会的目標に対して】

入場率は66.7％、顧客満足度は88.3％。これまでとは違う開演の様子や
ハープの様々な音色を楽しめた点に対する好意的な意見が多く寄せら
れ、概ねコンサートの内容に満足していただけた。

特別ゲストによるファンファーレで幕を開け、草加市レバーハープアン
サンブルなど市民団体の出演や、ハープのアンサンブルを中心としたプ
ログラムを提供した。ホールロビーでは、来場者にも気軽にハープに触
れることができるタッチ・ザ・ハープを実施し、ハープを通じて市民同
士が交流できた。

３歳以上

入場者数

春休みの思い出づくりや親子のふれあいの場を提供し、幼児や児童の健
全育成に資することができた。また、本格的な音響設備等を用いたこと
により、本物の映画館のような臨場感を味わえる場を提供することがで
きた。

11月18日㈯ 19:00

1,000円

300 席入場者数

909 席

一般

入 場 料

草加キネマ倶楽部

第47回：6月2日㈮ 18:30
1

年３回、往年の名作映画を楽しむ企画。会議室にスクリーンを設置し、
映写機とフィルムを使用した昔ながらの方法で上映した。

会　　場

上映
作品

市民や市民団体との協働により、様々な作品の鑑賞機会を提供する。

1963年公開「眠狂四郎殺法帖」

80 席

目的Ⅲ

映写機とフィルムを使用することにより、懐かしい雰囲気を感じながら
鑑賞できる場を提供することができた。入場者率が３割に満たない回が
あり、全体的に低いため、鑑賞者の裾野を広げることができたとはいえ
なかった。第49回：3月2日㈮ 18:30

1956年公開「逢いぞめ笠」

第47・48・49回
草文キネマ劇場

第48回：10月6日㈮ 18:30日　　程

内容

内容

内容

800円

レセプションルーム

昨年、アニメーション映画で人気を博した「怪盗グルーのミニオン大脱
走」のデジタルシネマを上映。日頃、劇場での鑑賞機会をもちづらい未
就学児と家族が一緒に楽しめる機会を提供した。
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特別ｹﾞｽﾄ

日　　程

1,149 人 設定席数

講師 協力

会　　場

参 加 費 19 人 定員

出演者

日　　程

会　　場

入 場 料 のべ170 人 設定席数

審査員

募集期間

参加費等 23 点 定数

「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

０歳からのハープコンサート

出演者

イオン・ジョーンズ（Hp）／井上久美子（Hp）／
大和田葉子（Fl）／グランドハープ・アンサンブル／
第29回日本ハープコンクール プロフェッショナル部門優勝者
（Hp）／篠﨑史子（Cond）

２日間にわたり、初心者向けのレバーハープ講座を開催。易しいメロ
ディの曲を２曲練習し、２日目に成果を披露した。

5月6日㈯～6月19日㈪

「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

第13回ポスターデザインコンクール
応募作品展

無料

参加者数無料

フリースペース

村治佳織（C･G）

18 人

【量的・質的・社会的目標に対して】

第１会議室

909 席

11月19日㈰ 13:30

入場者数

「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

ファイナルコンサート

500円

友の会

4

協会主催事業

【量的・質的・社会的目標に対して】

未就学児の子どもを持つ親が、子どもと一緒に音楽を聴くことができる
貴重な機会として、好評を得た。今回も早々に整理券の配布が終わり、
未就学児入場可能コンサートのニーズの高さを表している。当事業のメ
インコンサートに入場できない未就学児とその家族に、ハープ演奏の鑑
賞機会を提供できた。

０歳から鑑賞することができるハープのコンサート。クラシック音楽の
曲や幼児にもなじみのある選曲により、多くの家族が気軽にハープの音
色を楽しんだ。

入 場 料

100 席

一般

11月13日㈪ 10:30

11月11日㈯ 14:00
11月12日㈰ 14:00

日　　程

3

協会主催事業 鷺谷清子（Hp）

入場率は126.4％、顧客満足度は79.8％。昨年度以上の入場者を得ること
ができ、音楽文化の振興に寄与することができた。ハープと様々な楽器
との共演が充実していた点に対する好意的な意見が多く寄せられ、概ね
コンサートの内容に満足していただけた。

1,000円

【量的・質的・社会的目標に対して】

「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

レバーハープ教室

井田美幸（Hp）／田中淳子（Hp）

草加市ＬＨＥ

2

協会主催事業

無料

グランドハープ・アンサンブルの大人数での演奏や、ハープと様々な楽
器との共演などを披露した。コンサートの冒頭では、第29回日本ハープ
コンクールと第13回ポスターデザインコンクールの表彰式を行い、両コ
ンクールの優勝者に草加市長賞のトロフィーを授与した。

学生

5

協会主催事業 主催４団体　各１名／獨協大学１名

なし応募作品数

【量的・質的・社会的目標に対して】

応募作品数は前年より減少したが、10代の学生から80代まで幅広い世代
の応募があった。

ハープフェスティバルのＰＲの一環として、デザインを全国に公募し
た。最優秀作品は、フェスティバルのポスターなどに採用。作品展の実
施により、入賞作品を含む応募作品を披露するとともに、フェスティバ
ルのＰＲにもなった。

入場者数

会　場

作品展示
日程

①フリースペース
②ホールロビー

①9月2日㈯～9月10日㈰
②11月15日㈬～11月19日㈰

内容

内容

内容

内容

900円

参加者率105.6％。鑑賞だけではなく、楽器の演奏を体験したいという
ニーズに応え、音楽への関心をより一層高めることができた。幅広い世
代の参加があり、参加者間だけでなく講師とも交流しながら、終始アッ
トホームな雰囲気で練習を行った。
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共催⑰

本選共演者

14 人 定員

入場料 のべ170 人 設定席数

③　アウトリーチ事業

参 加 費 のべ545 人

① のべ600 人 ②

③ のべ800 人 ④

入 場 料 総来場者数

のべ390 人

ハープ奏者の登竜門として、1989年より毎年草加市で開催している。ア
ジアやアメリカからエントリーがあり、優勝者は、11月19日㈰開催の
「ファイナルコンサート」にて演奏を披露した。

会　　場

②レバーハープ・アンサンブル“アルペジオ”

内容

③清水梨紗（Hp）／清水彩華（Hp）／
　岩間由紀（Hp）／大竹智巳（Hp）

【量的・質的・社会的目標に対して】

無料

②10月26日㈭ 14:00

④獨協大学前駅<草加松原>
　コンコース 来場

者数

演奏回数６回、市外会場２ヵ所で実施し、ともに例年よりも増加した。
初めて開催した会場もあり、これまで当該コンサートを実施していない
地域にハープの鑑賞機会を設けるとともに、市外におけるハープフェス
ティバルの広報の役割を果たした。

メインのコンサートに先行して行うアウトリーチ活動の一つ。まちなか
の日常のひとコマに音楽を届けるとともに、コンサートに出向くことの
難しい方々に、ハープの音色を楽しんでいただいた。

1

出演者

【量的・質的・社会的目標に対して】

メインコンサートへの来場率は３％程度であったが、スポットコンサー
トを鑑賞するなど、音楽にふれる足掛かりを創出した。鑑賞に加え、児
童にハープに触れてもらったり、演奏者への質問時間を設けて交流を
図ったり、通常のコンサートでは経験できないような内容であった。

協会主催事業

日　　程

審査員

安良岡章夫（Comp）／イオン・ジョーンズ（Hp）／
ベアトリス・ギエルマン（Hp）／大竹香織（Hp）／
木村茉莉（Hp）／摩寿意英子（Hp）／山崎祐介（Hp）／
佐藤紀雄（C･G）／堀了介（Vc）

日本ハープ協会

目的Ⅱ
国際的なコンクールにより、世界に羽ばたく若手演奏家を支援するとともに、「音楽のまち」草加を
国内外にアピールする。

1

④カフェ・ドゥ・ラ・ハープ（Hp）

①ハープ＆フルートデュオ　ストレスフリー（Hp,Fl）

①10月21日㈯ 14:00／16:00

総参加者数

のべ60 人

のべ1,850人

④11月17日㈮ 16:00

③11月3日㈷ 15:00／18:00

「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

スポットコンサート

②草加市立病院ロビー

③イオンレイクタウンkaze
　１階　翼の広場

①北千住マルイ２階入口前

内容

目的Ⅱ
日常生活の中で音楽を楽しめる場を積極的に創り出し、市民と芸術文化をつなぐとともに、文化的風
土を高める。

無料

目的Ⅰ
文化会館の外に出向き、次代を担う若い世代に音楽の素晴らしさを直接感じてもらえる機会を積極的
に創り出し、市民と芸術文化をつなぐ。

1

①井田美幸（Hp）／田中淳子（Hp）
②カフェ・ドゥ・ラ・ハープ（Hp）

メインコンサートに先行して行うアウトリーチ活動の一つ。市内小学校
の児童に、ハープの演奏を間近で聴いてもらうだけでなく、演奏を体験
したり演奏者に質問したり、ハープについて楽しく学習してもらった。

内容

長尾洋史（Pf）

なし

入場者数 684 席

出演者

参加者数

一次予選：11月15日㈬
二次予選：11月16日㈭
本　　選：11月18日㈯

【量的・質的・社会的目標に対して】

参加者数の対前回比は77.8％と減少したが、日本国内はもとより、アジ
アやアメリカ合衆国など海外からも出場者が集まり、国内外に「音楽の
まち」草加をアピールすることができた。日　　程

「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

第29回日本ハープコンクール
（プロフェッショナル部門）

無料

 ①谷塚小学校／栄小学校
 ②高砂小学校／小山小学校

会　　場

①10月10日㈫ 11:00/14:00
②10月13日㈮ 11:00/13:45

日　　程

「国際ハープフェスティバル2017－草加市」

スクールコンサート

協会主催事業
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① のべ500 人 ②

③ のべ100 人 ④

⑤ のべ100 人 ⑥

⑦ のべ55 人 ⑧

入 場 料 総来場者数

共催⑱ 第116回

第117回

第118回

会　　場 第116回 282 人

第117回 245 人

第118回 380 人

市民団体との協働により、市内の会場で、市民が気軽に舞台芸術を楽しめる場を創る。

入 場 料

林家正蔵、柳家花緑、柳亭左龍、林家たこ平

内容

前売 2,600円

当日

⑤3月14日㈬ 14:00

③草加市立病院ロビー

①5月14日㈰ 15:00

⑤ヴェラドンナ・リリー（F.Cho）

③ヴェラドンナ・リリー（F.Cho）

まちなかの日常のひとコマに音楽を届けた。また、普段コンサートに出
向くことの難しい方々に、音楽を楽しんでいただくとともに、市内を中
心に演奏活動を行う市民団体等音楽愛好家に演奏機会を提供した。

④大井さやか（F.Vo）

②草加市民吹奏楽団（W-Orch）

【量的・質的・社会的目標に対して】

②草加駅コンコース

⑥酒井恵子（Hp）、酒井寛樹（Vn）

⑧草加中央吹奏楽団（W-Orch）

のべ1,400人の方に鑑賞機会を提供できた。中でも特養施設においては、
施設職員へのヒアリングから、鑑賞前後で入居者等の表情に変化がみら
れたことなど、音楽による効果が見受けられた。また、鑑賞イベントを
開催したいという施設側のニーズに対応した効果的な内容となり、顧客
満足度の視点から価値ある成果をあげることができた。

①草加フィルハーモニー管弦楽団（W-Orch）

⑦(特養)アートフェリス

のべ1,400人

来場
者数

のべ50 人

のべ120 人

【量的・質的・社会的目標に対して】

毎回著名な噺家が多く出演することに対し、来場者から満足の声が寄せ
られた。年間会員数が安定しており、リピーターも多くいる。伝統芸能
である落語を楽しんでいただくことができた。

設定席数入場者数

第118回：1月30日㈫ 18:30

第116回：5月16日㈫ 18:30

30年以上にわたり、中央公民館にて毎年３回開催している落語寄席。著
名な噺家による巧みな話術や名人芸の数々を、多くの方に堪能していた
だく機会を提供できた。

415 席

415 席

草加市立中央公民館ホール

④(特養)アートフェリス
会　　場

⑦フルートアンサンブル・コパン（Fl）

出演者

協会主催事業

内容

⑤(特養)草加ｷﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ

⑥(特養)草加ｷﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ

⑧(特養)柿木園

のべ450 人

無料

のべ25 人

3,100円 415 席

草加落語会

出演者 柳家さん喬、柳家小里ん、金原亭馬玉、柳家小んぶ

三遊亭小遊三、入船亭扇遊、古今亭菊太楼、三遊亭遊里

2
⑥3月14日㈬ 14:45

⑦3月17日㈯ 13:15

②6月4日㈰ 12:00

③7月26日㈬ 13:30

目的Ⅲ

④3月3日㈯ 13:15
日　　程

音楽の森ミニコンサート

①草加駅コンコース

⑧3月25日㈰ 14:00

1

第116・117・118回
草加落語会

日　　程 第117回：9月14日㈭ 18:30
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［公益目的事業２］市民の自主的な文化活動の支援及び育成に関する事業

①　市民参加型事業

西村達郎

日　　程

765 人 設定席数

朗読

日　　程

オリエンテーション

会　　場

参 加 費 97 人 定員

出演者

日　　程

参 加 費 232 人 定員

500円

1,000円

次世代の子どもたちに本格的な舞台芸術にふれてもらう機会を提供する。

出演者

一般市民参加者（ダンス69名／朗読28名）
草加市演奏家協会／草加市音楽家協会／草加市民吹奏楽団／
ヴェラドンナ・リリー／コール・ファンタジア／
歌ダンスペシャルバンド／さかはし矢波（Cond）

総監督･脚本･演出

内容

内容

内容

子ども

一般

歌とダンスのファンタジーⅨ
「Xmasに想像したこと

～遠い遠いいつかの私～」

12月24日㈰ 15:00

歌とダンスのファンタジーⅨ
「Xmasに想像したこと

～遠い遠いいつかの私～」
ワークショップ

入場者数

市内小中学生に、一流の芸術文化にふれる機会を提供するため、コン
サートのゲネプロを無料で公開した。また、作品解説や鑑賞マナーにつ
いてのレクチャーを加えることにより、舞台作品の鑑賞に関する知識も
養ってもらった。

参加者数

入場率は84.7％、顧客満足度は90.2％。作詞ワークショップを新たに設
けたことで、出演のみならず、幅広いジャンルにおいて舞台作品に関わ
る市民の裾野を広げることができた。また、前年度、団体で参加した方
が個人で参加したり、異なるジャンルに挑戦したりするなど、新たなこ
とに取り組む参加者を獲得した。

協会主催事業

500 人

6月24日㈯ 14:00

無料

オペラという総合芸術を、本番と変わらないクオリティで上演すること
により、児童・生徒の感受性や創造性の育成に資することができた。親
子で鑑賞できたことや子どもの鑑賞機会を設けたことに対して好意的な
意見が寄せられ、概ねコンサートの内容に満足していただくことができ
た。

【量的・質的・社会的目標に対して】

【量的・質的・社会的目標に対して】

一般公募により集まった市民と市民団体が協働し、「市民力」を結集さ
せて創り上げたオリジナルの音楽劇。オリジナルの物語を、合唱・ダン
ス・朗読・演奏など、様々なジャンルの出演者が展開した。

目的Ⅰ
舞台作品に能動的な関心を寄せる市民の自主性や創造性を活かし、参加や発表の場を提供することに
より、市民の文化力や可能性を広げ、草加らしい文化の発信を図る。

第８回ソウカパインオペラコンサート「カルメン」出演者

903 席500円参加者割引

参加者数

講師
ダンス

竹内靜香／曽我部智子／豊田純次
野口響（アシスタント）

ホールほか

7月2日㈰～12月23日㈷

高階經啓

12月24日㈰開催の「歌とダンスのファンタジーⅨ」の公演に向けたワー
クショップ。ダンスと朗読の２ジャンルで出演者を募集し、全23回にわ
たり、４歳から72歳の幅広い年齢層の市民が参加した。ダンス・朗読と
もに、基本の動きや発声の仕方といった基礎から学び、本番まで講師か
ら個々丁寧に指導を受けた。

10,000円

目的Ⅱ

1

2

協会主催事業

1

協会主催事業

入 場 料

次世代舞台芸術鑑賞事業

【量的・質的・社会的目標に対して】

参加者率は114.1％。特に小学生からは好評を得て、約５割が新規の参加
者であり、芸術文化にふれたいという多くの子どもの受け皿となった。
本事業を通じて、子ども間では友達ができたり、年長の子どもが年少の
子どもの面倒をみるなど、社会性を育んでもらうことができた。

7月2日㈰

85 人
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総監督 演出

日　　程

1,030 人 設定席数

田代誠

日　　程

会　　場

38 人 定員

田代誠

日　　程

会　　場

36 人 定員

内容

内容

一般社団法人
East Music Association

田代誠

Ｃ席 2,000円

Ｓ席

目的Ⅲ
舞台芸術に自ら参加することに関心を寄せる市民に、プロの演奏家と共演できる場を提供し、鑑賞だ
けでは得られない感動と刺激を体験してもらう。

共催⑧

入 場 料

第８回ソウカパインオペラコンサート

「カルメン」

共催⑧
ソウカパインオペラ合唱団（38名）／
新井義輝（Cond）／河野めぐみ／田代誠／伊藤和広／
中原和人／石塚幹信ほか
谷塚少年少女合唱教室／アルテ・エスペランサ／
チェンバーミュージックハウスオーケストラ

出演者

参加費等

3,000円

ステージ料 8,000円

音楽総監督

月額 3,000円

第１会議室 ほか

【量的・質的・社会的目標に対して】

平成30年6月24日㈰開催予定の「第９回ソウカパインオペラコンサート」
に向け、Ｊ.シュトラウスⅡ世作曲「こうもり」の合唱曲を16回にわたり
練習した。一般公募による参加者が、プロの丁寧な指導を受けながら各
パートの練習を行った。

4,500円

3

月額

2

一般社団法人
East Music Association

参加費等

第９回ソウカパインオペラコンサート
合唱教室

1

講師
佐々木久美子（Sop）／鈴木美恵子（Alt）／
浅山裕志・斉藤大輔・金井龍彦（Ten/Bar）／
井上紘奈・大嶋千暁・信久孝子（Pf）

佐々木久美子（Sop）／鈴木美恵子（Alt）／
浅山裕志・斉藤大輔・金井龍彦・稲垣啓輔（Ten/Bar）／
井上紘奈・大嶋千暁・大河内佐和（Pf）

内容

参加者数

【量的・質的・社会的目標に対して】

パート練習では講師から細かく指導を受けたり、ソリストやオーケスト
ラと本番さながらの合同練習を実施できた。また、ホールでの練習も行
うことにより、本番の雰囲気も感じてもらうことができた。

6月25日㈰開催の「第８回ソウカパインオペラコンサート」に向け、前年
度から引き続いて13回にわたり、一般参加者による合唱団がソリストや
オーケストラとの合同練習を行った。

50 人

音楽総監督

発声方法からアンサンブルの作り方まで、プロの声楽家による合唱指導
を楽しく受けられる機会を提供できた。

講師

源篤

入場者数 1,100 席

【量的・質的・社会的目標に対して】

参加者は、積み重ねてきた練習の成果を発揮し、本格的な舞台設置や衣
装を使用するという価値ある体験ができた。合唱やソリストのメンバー
には、リピーターも多く見受けられた。

平成28年度から継続して練習を重ねてきた一般公募の市民合唱団が、一
流のソリストやプロのオーケストラと共演するオペラ公演。今回はビ
ゼー作の「カルメン」（全４幕）を日本語上演し、市民合唱団は約半年
にわたる練習の成果を披露した。

参加者数 50 人

3,000円Ｂ席

6月25日㈰ 14:00

Ａ席

共催⑨

3,500円

一般社団法人
East Music Association

9月16日㈯～3月31日㈯

4月1日㈯～6月21日㈬

ステージ料 8,000円

第８回ソウカパインオペラコンサート
合唱練習

ホール ほか
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②　市民交流型事業

ゲスト

講　師

日　　程

入 場 料 のべ1,047 人 設定席数

参 加 費 9団体 定数

出演者

日　　程

入 場 料

のべ1,000人 設定席数

日　　程

会　　場

430 人 設定席数

日　　程

会　　場

249 人 設定席数

5団体

内容

出演者
川柳中学校／新栄中学校／草加中学校／花栗中学校／
谷塚中学校／草加高校／草加東高校／
草加ファミリーブラスどんぐり音楽隊／草加市民吹奏楽団

無料

協会主催事業

9月18日㈷ 13:00

無料

草加市民音楽祭
第６回吹奏楽フェスティバル

発表と交流の場を提供することにより、市民および市民団体の自主的な文化活動の活性化を図る。目的Ⅰ

入場者数

1

高校生以下 入場者数 410 席

出演者

1,100 席

参加団体数 8団体

さかはし矢波（指揮・指導）／京谷麻里子（Ｂ･Cl）

団体：18団体（328人）、個人参加112人

【量的・質的・社会的目標に対して】

各団体のパフォーマンス披露のほか、個人参加の部はリピーターからの
呼びかけにより新規参加者を多数獲得することができた。団体やサーク
ルの発表の場という色合いはあるが、参加者が互いのパフォーマンスを
鑑賞し、意識を高め合っている様子が見られた。個人参加の部は、市内
の他事業に参加するプログラムが組まれており、本公演にとどまらない
芸術文化体験を設けた。

市内ダンス団体／個人参加者

2

共催⑧

4

共催⑩
草加ミュージック・フェス

ティバル実行委員会

5,000円

3,000円

草加ふささら
ﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会

入場者数 1,195 席個人

当日

無料未就学児

【量的・質的・社会的目標に対して】

小中高生 500円

無料

入 場 料

400 席

内容

無料

入場者数

1月28日㈰ 13:30

草加市内外で活動する音楽家を中心に、ジャズやポップスなど様々な
ジャンルのアーティストが出演。ステージだけでなく、休憩中のロビー
でもライブを行い、公演を盛り上げた。

10,000円 参加者数
参 加 費

団体

3

出演者
保育魂／五錦雄互／ケセランパサラン／
池田なみwith Jimbo's ジャズオーケストラ／
トロンボーンデュオ　井上亮×北村竜

参加団体数

地元の音楽家に演奏の機会を提供し、活動の支援と育成に資することが
できた。また、ステージと客席の距離が近いことから、臨場感溢れる演
奏が来場者から好評を得た。

市内外のダンスサークルや愛好者が集結し、日頃の活動の成果を披露し
た。実行委員会による企画・運営のもと、団体ごとの発表だけでなく、
一般公募で集まった市民がレッスンを経て練習の成果を披露した。

【量的・質的・社会的目標に対して】

各団体及びフィナーレの全員参加による活気あふれる演奏が大変好評
だった。また、事前に講師によるクラリネット講習会を実施し、プロに
よる指導を受ける機会を設け、参加者から好評だった。

市内吹奏楽団体と中学校・高等学校吹奏楽部が一堂に会し、日頃の練習
の成果を披露するとともに、演奏を通じて交流した。合同演奏では、全
出演団体約180名による演奏を実施した。総出演者243名。

【量的・質的・社会的目標に対して】

学生出演者がプロの指導を受けられる機会や、出演者同士の交流の場を
設けるとともに、主催者が入場料収入の一部を市内中学校吹奏楽部への
楽器修理費などとして寄付し、次世代の音楽活動の活性化と音楽による
まちづくりに貢献できた。

草加市演奏家協会会員の指導による市内中学生のアンサンブルや、来場
者もそろって歌うことのできる演目など、様々な団体による多彩なプロ
グラムを披露した。

3月4日㈰ 15:30

アコスホール

2,500円前売

入 場 料

第13回
草加ミュージック・フェスティバル

内容

草加市立中央公民館ホール

一　般 1,000円

さかはし矢波（指揮・指導）

草加市内中学生有志アンサンブル（Sax）／
草加中学校吹奏楽部／草加鳶職組合／青柳こども会／
ドレミファハンドベル隊／草加市演奏家協会会員

10月29日㈰ 11:30

ドレミファそうかコンサート
実行委員会／

草加市演奏家協会

内容

第８回草加ふささら
ダンスフェスティバル

共催⑫

第13回みんなでつくる
「ドレミファそうかコンサート」
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共催⑦ 出演者

日　　程

会　　場

入 場 料 のべ113人 設定席数

③　文化団体育成事業

共催⑰

舞台部門 のべ800 人 設定席数

入 場 料 文化部門 のべ400 人 呈茶

日　　程

④　人材育成事業

共催⑭

日　　程

入 場 料 のべ726人 設定席数

参 加 費 67 人 定員

目的Ⅰ 音楽を学ぶ青少年や若手演奏家に対する支援・育成を通じて、地域の音楽文化の振興を図る。

1

3月11日㈰ 14:00

文化の広場2017

栄小学校児童、新栄小学校児童

無料

内容

通年

チャリティコンサート

内容

レセプションルーム

228 席

80 人5,000円

入場者数無料

草加市文化団体連合会
事務局業務

5月14日㈰ 10:00

草加市演奏家協会
審査員

審査委員長：堺康馬（Pf・武蔵野音楽大学教授）
草加市演奏家協会会員：長岡千枝（Mez）／木場亮（Cl）／
竹前景子（Vn）／北村香緒里（Pf）

80 席1,500円

草加市文化団体連合会が実施する事業への支援と協働を通じて団体を育成するとともに、草加らしい
文化を創造・発信する。

草加市文化団体連合会

内容

出演者・出品者 草加市文化団体連合会加盟団体（11団体）

ゲスト

来場者数
1,195 席

日　　程
文化部門　11月2日㈭・3日㈷
呈　　茶　11月3日㈷ 10:00
舞台部門　11月3日㈷ 13:30

会　　場

親しみやすいプログラムが大変好評で、想定以上の来場数であったた
め、多くの募金が集まり、事業目的を大いに達成した。

【量的・質的・社会的目標に対して】

音楽文化振興のため、市内公共施設への音楽備品寄贈を目的としたコン
サート。主催者が、収益金で市内公共施設にキーボードを寄贈すること
ができた。

【量的・質的・社会的目標に対して】

各加盟団体が１年間かけて準備してきた成果を披露し、団体間の交流を
もつことができた。「草加ふささら祭り」と同日開催により、幅広い世
代が来場した。

草加市文化団体連合会加盟団体による、総合芸術祭。協賛イベントとし
て、「草加ふささら祭り」に協力した。今回のテーマは「夢の宝箱」。
文化部門では、写真・書・短歌・俳句・生け花等の展示や、呈茶を実施
し、舞台部門では、恒例の「ミュージカル in 草加」を上演した。

のべ300人

プロの演奏家との協働によるチャリティ事業を通じて、市内音楽活動活性化の支援を行う。

2

1

目的Ⅱ

草加市演奏家協会

ホール、
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ、ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ

目的Ⅰ

1

草加市演奏家協会会員

入場者数

「文化の広場」や「草文文化講座」などでの会場確保や印刷物作成、受
講者の受け入れ準備や、総会及び理事会の準備、各種資料の作成など、
運営をサポートした。

内容

【量的・質的・社会的目標に対して】

理事会・総会等会議12回、２事業のサポートを行った。加盟団体の自律
的な活動には今一歩及んでいないが、「文化の広場」における両部門の
制作は、会員を中心として自律的に活動できた。

【量的・質的・社会的目標に対して】

参加者数が増え、市民団体が開催するコンクールとして定着しつつあ
る。保護者からは審査員の講評が勉強になるとコメントがあり、音楽を
学ぶ青少年を支援・育成ができ、有意義な演奏の場を提供することがで
きた。

音楽を勉強している青少年を応援するコンクール。ピアノ、声楽、管・
弦・打楽器を対象とし、小学生から高校生までの年齢別に５部門で審査
を行い、３回継続しての参加者には努力賞を授与した。各部門の優秀者
は、11月26日㈰開催の「ハートフルコンサート」にソリストとして出演
した。

参加者数

第14回
クラシック音楽ジュニアコンクール
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共催⑬

日　　程

入 場 料 のべ75人 設定席数

参 加 費 14 人 定員

共催⑭

日　　程

683 人 設定席数

⑤　講座・体験事業

講師

会　　場

のべ319 人 定員

出演者

日　　程

入 場 料 433 人 設定席数

3

2

1,000円

1,500円

学生・小人

一般

入 場 料

11月26日㈰ 13:30

埼玉県警察音楽隊

審査員

内容

無料

協会主催事業

草加市演奏家協会会員／ジュニアコンクール受賞者／
ハートフルコンサート出演者募集オーディション合格者／
オペラ・オラトリオ塾ⅩⅣ受講生ほか

【量的・質的・社会的目標に対して】

ハートフルコンサート

草加市演奏家協会

8月27日㈰ 18:00

10,000円

福田昌範（Euph・洗足学園音楽大学講師）／
堺康馬（Pf・武蔵野音楽大学教授）／
黒田彰（Bar・武蔵野音楽大学准教授）／

800 席

228 席

参加者数 15 人

目的Ⅰ 芸術文化活動への参加・体験の機会を市民に提供し、芸術文化に親しむ市民の裾野を広げる。

2

入場者数 500 席

1

公演中の地震発生を想定し、ホールからの避難訓練を行った。地震及び
火災の発生を想定し、来場者は安全が確認されるまで待機するなど、不
測の事態を想定した訓練を体験した。避難完了後は、埼玉県警察音楽隊
によるコンサートを再開し、来場者に演奏を楽しんでいただいた。

【量的・質的・社会的目標に対して】

入場率は86.6％、顧客満足度は84.2％。アンケートに、参考になったと
いう意見や、実際の地震時の不安点等、具体的な意見が寄せられ、非常
時における来場者の意識づくりを行うとともに、職員の対応について考
える機会となり、有意義な事業になった。演奏も大変好評だった。

無料

8月11日㈷ 15:00

避難訓練コンサート
内容

協会主催事業

受講者数 30 人

当日

前半：4月27日、5月25日、
6月22日、7月27日、
8月24日、9月28日
いずれも㈭ 10:00

受 講 料

加賀美幸子と
「おくのほそ道」を読む

後半：11月23日、
12月25日㈪、1月25日、
2月22日、3月29日、

12月以外いずれも㈭ 10:00

日　　程

前半(全6回) 9,000円

【量的・質的・社会的目標に対して】

市内外から応募があり、活動の場を求めている若い演奏家に発表の場を
提供することができた。合格者のほとんどが今後の草加市での音楽活動
に関心を寄せており、地域の文化活動に貢献する人材を発掘できた。

ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ、第1･2研修室、
第1会議室

入場者数

加賀美幸子

内容

ハートフルコンサート出演者募集
クラシック音楽オーディション

一年を通じて、11回に渡り「おくのほそ道」の全編講座を実施。講座で
は、本書に書かれていない出来事や、曽良旅日記との対比による加賀美
氏ならではの解説によって、作品により深くふれることができ、受講生
からは好評であった。草加市の歴史や文芸の振興に資することができ
た。

【量的・質的・社会的目標に対して】

5,500円

講師に、元ＮＨＫアナウンサーであり朗読やナレーションの第一線で活
躍する加賀美幸子氏を招いた。受講者は、草加ゆかりの「おくのほそ
道」を講師と一緒に朗読し、作品の魅力を声に出して味わった。また、
最終日には茶話会を開催し、講師と受講生、また受講生間の親睦を深め
ることができた。

11月26日㈰開催の「ハートフルコンサート」に出演する演奏者のオー
ディション。ピアノ、声楽、管・弦・打楽器の３部門で審査が行われ
た。合格者は、「ハートフルコンサート」にソリストとして出演し、演
奏を披露した。

内容

500円増し

プロや市民など様々な出演者が音楽によって交流した。また、コンクー
ル入賞者やオーディション合格者が演奏を披露する場を提供し、若い演
奏家の育成に貢献した。

地元のプロの演奏家団体である草加市演奏家協会によるコンサート。協
会会員の演奏をはじめ、新会員や「クラシック音楽ジュニアコンクー
ル」入賞者が演奏を披露したほか、「オペラ・オラトリオ塾ⅩⅣ」の受
講生と協会会員によるベートーヴェン作曲の「交響曲第９番 第４楽章
『喜びの歌』」を披露。３時間にわたり、観客を魅了し続けた。

後半(全5回)

草加市演奏家協会

入場者数

出演者
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共催⑯

日　　程

225 人 定員

共催⑭ 講師

日　　程

会　　場

52 人 定員

共催⑨

日　　程

入 場 料 280 人 定員

［草加市文化会館　友の会］友の会の運営に関する事業

会　費

会員数

（平成30年3月31日現在）

個人３２５人／法人２団体

個人1,000円／法人10,000円（ともに１年間）

40 人参加者数親子(２名)

会　　場

前日準備から当日の運営・片付けまで、主催者が主体となって、スムー
ズに行えた。定員を超える参加者が集まり、茶道文化に親しむ市民の裾
野を広げることができた。

気軽に楽しめるイス席から本格的な和室席まで、各会場で茶器や軸物等
に趣向を凝らし、来場者にゆったりとしたひとときを提供した。

内容

草加市演奏家協会会員

内容

学生 1,000円

観桜茶の湯を楽しむ会

入場者数 200 人

5

草加市茶道協会

参 加 費

【量的・質的・社会的目標に対して】

10,000円一般

10月9日㈷ 10:00

秋の茶会
【量的・質的・社会的目標に対して】

内容

3

4

17歳から84歳までの幅広い年齢層が参加し、参加者からは「第九の合唱
は初挑戦だったが、熱心な指導で毎回とても楽しく参加できた」「ソリ
ストとオーケストラの本格的な演奏と共演できた」という声が寄せら
れ、充実した内容が好評だった。

ベートーヴェン作曲「交響曲第９番 第４楽章『喜びの歌』」を13回にわ
たり練習。幅広い年齢層が参加し、受講生同士が交流しながら合唱曲を
練習した。練習の成果は、11月26日㈰開催の「ハートフルコンサート」
にて披露。オーケストラと共演し、プロの演奏家と一緒に歌いあげた。

【量的・質的・社会的目標に対して】

前日準備から当日の運営・片付けまで、スムーズに行えた。学生券を設
けたことにより、学生も気軽に参加できた。目標を超える入場者数があ
り、茶道に親しむ市民の裾野を広げることができた。

入場者数 250 人一般 2,500円

和室、ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ、
フリースペース

一般 2,500円

本格的な和室席と、気軽に体験できる２席の立礼席を用意し、日本の伝
統文化である茶道に親しめる機会を広く提供した。

17,000円

入 場 料

7月1日㈯～11月26日㈰

和室、ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ、
フリースペース

会　　場

4月2日㈰ 10:00

草加市演奏家協会

オペラ・オラトリオ塾ⅩⅣ

レセプションルーム　ほか

観桜茶会
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⑶　文化会館管理・運営事業

ⅰ）利用状況

件 数 人　数 件 数 人　数 件 数 人　数 件 数 人　数

音　楽 87 34,250 10 2,201 16 771 113 37,222

演　劇 2 2,266 2 1,250 1 340 5 3,856

舞　踊 36 8,788 2 800 5 2,106 43 11,694

演　芸 2 718 1 800 3 3,148 6 4,666

映　画 3 1,790 0 0 2 605 5 2,395

大　会 1 500 0 0 1 1,100 2 1,600

講演会 1 230 0 0 4 4,420 5 4,650

講習会 3 1,295 0 0 0 0 3 1,295

その他 23 4,822 0 0 3 921 26 5,743

158 54,659 15 5,051 35 13,411 208 73,121 64.2%

第１会議室 389 18,390 61 3,980 35 1,570 485 23,940 89.8%

ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ 503 18,032 16 673 63 2,445 582 21,150 95.6%

第２会議室 517 7,784 54 625 105 1,161 676 9,570 98.0%

第１研修室 396 3,867 32 298 61 450 489 4,615 98.8%

第２研修室 348 3,248 22 213 54 500 424 3,961 98.8%

第1・2研修室 323 7,167 4 213 6 116 333 7,496

音　楽　室 987 7,677 35 335 47 270 1,069 8,282 99.4%

実　習　室 226 3,990 7 101 30 341 263 4,432 65.0%

和　　　室 391 4,118 66 619 82 412 539 5,149 90.4%

4,080 74,273 297 7,057 483 7,265 4,860 88,595 92.0%

17,717

16,985

4,238 128,932 312 12,108 518 20,676 5,068 196,418 88.9%

※年間稼働率＝稼働日数÷開館日数×100

【参考】直近３年間の推移（全体）

件 数 人　数 件 数 人　数 件 数 人　数 件 数 人　数

ホール棟 208 75,895 195 65,527 208 73,121 13 7,594

コミュニティ棟 4,636 92,510 4,791 81,625 4,860 88,595 69 6,970

伝統産業展示室 15,522 12,992 17,717 4,725

フリースペース 16,215 15,857 16,985 1,128

合　計 4,844 200,142 4,986 176,001 5,068 196,418 82 20,417

【参考】直近３年間の推移（草加市）

件 数 人　数 件 数 人　数 件 数 人　数 件 数 人　数

ホール棟 176 64,270 145 48,987 158 54,659 13 5,672

コミュニティ棟 3,870 78,000 3,949 68,218 4,080 74,273 131 6,055

合　計 4,046 142,270 4,094 117,205 4,238 128,932 144 11,727

　①　施設貸与業務

利用区分 草 加 市 近隣４市１町 その他 合　計

合　計

年間
稼働率施設名

ホ
ー

ル
棟

小　計

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

棟

小　計

伝統産業展示室

フリースペース

平成27年度 平成28年度 平成29年度 前年度比

平成27年度 平成28年度 平成29年度 前年度比
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ⅱ）使用料徴収状況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 前年度比

20,909,420 21,154,300 20,772,800 △ 381,500

（単位：円）
29年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

1,827,330 1,404,820 2,460,510 1,008,290 1,410,790 1,317,180

431,060 242,560 778,400 253,610 455,730 326,660

265,950 109,970 208,430 82,700 120,760 164,690

223,260 80,250 206,030 111,000 216,400 141,160

76,910 45,050 76,410 77,800 44,780 91,340

39,180 15,270 27,690 24,340 19,820 26,480

32,270 18,110 26,500 22,020 42,280 30,990

26,660 25,040 36,240 23,520 69,480 35,170

37,260 23,300 48,140 31,230 54,840 48,420

55,100 44,290 70,490 56,550 70,420 141,390

28,350 17,370 38,590 36,150 46,660 44,000

1,195,020 895,050 973,320 1,749,740 1,588,910 852,670

4,238,350 2,921,080 4,950,750 3,476,950 4,140,870 3,220,150

△ 1,910,290 △ 1,051,150 △ 2,544,700 △ 1,415,280 △ 2,560,510 △ 1,473,380

△ 580 △ 71,080 △ 10,150 △ 2,540 △ 490 △ 146,360

2,327,480 1,798,850 2,395,900 2,059,130 1,579,870 1,600,410

245,660 258,220 209,510 210,850 201,220 228,070

2,573,140 2,057,070 2,605,410 2,269,980 1,781,090 1,828,480

30年
10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

1,444,410 715,150 628,830 26,240 637,830 1,194,580 14,075,960

478,420 275,770 231,420 0 175,950 298,450 3,948,030

152,040 251,550 283,900 90,530 157,550 249,590 2,137,660

151,000 243,960 199,210 98,670 108,650 193,340 1,972,930

48,800 90,910 94,370 41,960 70,260 51,860 810,450

20,400 35,190 50,940 21,510 17,660 23,040 321,520

20,310 31,710 28,080 18,180 32,620 20,330 323,400

57,340 67,180 153,620 27,900 10,910 32,600 565,660

39,960 73,010 49,910 27,200 24,320 42,930 500,520

215,870 146,790 120,700 58,650 69,260 71,850 1,121,360

30,750 62,590 41,320 35,650 22,850 32,440 436,720

1,126,740 1,978,990 2,393,020 162,450 49,600 31,250 12,996,760

3,786,040 3,972,800 4,275,320 608,940 1,377,460 2,242,260 39,210,970

△ 2,545,760 △ 3,120,620 △ 2,481,380 △ 276,850 △ 223,220 △ 1,230,260 △ 20,833,400

△ 1,960 0 0 △ 6,820 △ 4,890 △ 690 △ 245,560

1,238,320 852,180 1,793,940 325,270 1,149,350 1,011,310 18,132,010

186,500 176,940 192,570 215,830 191,910 323,510 2,640,790

1,424,820 1,029,120 1,986,510 541,100 1,341,260 1,334,820 20,772,800

徴　収　額

　　　    　　月
施設名(定員)

ホール(1,195人)

楽　　　　　屋

第１会議室(105人)

現　　金　　計

口 座 振 替 計

合　　　　　計

　　　    　　月
施設名(定員)

ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ(80人)

第２会議室(30人)

第１研修室(24人)

第２研修室(24人)

第1･2研修室(48人)

ホール(1,195人)

音  楽  室(21人)

実　習　室(40人)

和　　　室(15人)

附  属  設  備

小　　　　　計

減　　免　　額

還　　付　　額

楽　　　　　屋

第１会議室(105人)

ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ(80人)

第２会議室(30人)

第１研修室(24人)

合　　　　　計

※還付額については、平成30年3月31日時点による集計。3月の口座振替額については、4月26日振替予定額。

減　　免　　額

第２研修室(24人)

第1･2研修室(48人)

還　　付　　額

現　　金　　計

口 座 振 替 計

音  楽  室(21人)

実　習　室(40人)

和　　　室(15人)

附  属  設  備

小　　　　　計
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ⅰ）委託業務実施状況

業　務　名 実施回数 金額(円)

1 受付業務 毎日(休館日を除く) 13,876,920

2 清掃業務 15,288,480

＜日常清掃作業＞ 毎日(休館日を除く)

＜定期清掃作業＞

・コミュニティ棟弾性床材清掃 ３回

・ホール棟弾性床材清掃 ３回

・コミュニティ棟木質床材清掃 ３回

・ホール棟木質床材清掃 ３回

・ガラス清掃 ２回

・カーペット（繊維）床清掃 １回

・モニュメント、メディアフレーム清掃 １回

・ホール屋根清掃 ２回

3 設備管理業務 毎日(一部休館日を除く) 9,749,160

4 有人警備業務 毎日(休館日を除く) 6,144,012

5 機械警備業務 毎日 816,480

6 駐車場整理業務 適宜 1,559,011

7 庭園管理業務 1,171,800

・高木剪定 １回

・中木剪定 ２回

・寄植刈込 １回

・施肥 ２回

・人力除草 ４回

・機械除草 ４回

・樹木消毒 ３回

8 舞台業務 毎日(休館日を除く) 16,018,560

9 舞台機構保守業務 ２回 451,440

10 音響装置及びモニターカメラ装置保守業務 ２回 690,120

11 照明装置保守業務 ２回 486,000

12 プロジェクター保守点検業務 １回 77,760

13 ピアノ（スタインウェイ）保守点検業務 １回 102,858

14 ピアノ（ヤマハ）保守点検業務 １回 16,200

15 建築物環境衛生管理業務 ４回 194,400

16 空気環境測定業務 ６回 252,720

17 第１会議室浮遊粉じん環境（アスベスト濃度）調査業務 １回 10,800

18
クーリングタワー水処理用機器保守
及びレジオネラ属菌検査業務

４回 378,000

19 貯水槽清掃業務 ２回 133,714

20 汚水槽及びグリストラップ槽清掃業務 ６回 198,720

21 ごみ（事業系）処理業務 週２回 233,280

22 館内消毒等業務 ６回 145,800

②　施設・設備の維持管理に関する業務

日
常
業
務

舞
台
業
務

建
築
物
環
境
衛
生
業
務
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業　務　名 実施回数 金額(円)

23 自家用電気工作物保安管理及び特別保安管理業務 月１回 613,872

24 建築物及び建築設備定期点検業務 １回 194,400

25 空調設備等保守業務 ６回 3,013,200

26 空調制御装置保守業務 ２回 777,600

27 エレベーター保守業務 月１回 414,720

28 リフター及び小荷物専用昇降機保守業務 ２回 45,360

29 自動ドア保守業務 １回 97,200

30 電気給湯設備保守業務 １回 61,560

31 ガス器具点検業務 １回 21,600

32 消防設備等保守業務 ２回 324,000

伝統産業展示室排水詰まり除去業務 １回 35,640

産業廃棄物（廃プラスチック類・廃油等）撤去業務 １回 118,800

汚水管・雨水管・枡清掃業務及び汚泥撤去業務 １回 124,200

事務室内配線業務 １回 193,320

74,031,707

そ
の
他

業
務

合　　計

電
気
系
・
ガ
ス
・
消
防
設
備
等
関
係
業
務
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ⅱ）修繕実施状況

修　繕　名 完了日 金額(円)

1
【初期不良のため無償対応】
ホール棟音響サイドスピーカー用パワーアンプ修繕

10月26日 0

2
【初期不良のため無償対応】
ホール棟音響運営系出力関係機器表示名統一修繕

10月26日 0

3 ホール大道具置場モニター据付修繕 11月1日 49,680

4 パーライト及びフォロースポットライト部品交換修繕 12月26日 185,760

5 レセプションルームピアノ緊急調律（※） 5月1日 16,200

6 レセプションルーム調光装置調整修繕 5月11日 34,560

7 【加害者賠償案件】小荷物専用昇降機復旧修繕 6月12日 0

8 搬入口扉鍵部品交換修繕 6月28日 25,920

9 第２会議室入口扉鍵部品交換修繕 7月27日 18,620

10 閉館放送機器交換修繕 8月2日 216,000

11 和室入口引戸錠交換修繕 9月20日 30,160

12 ホール棟楽屋及び大道具置場カーテン交換修繕 9月21日 128,952

13 【加害者賠償案件】小荷物専用昇降機復旧修繕 10月2日 0

14 電話回線切替修繕 11月1日 42,932

15 実習室ガスコンロ交換修繕 11月11日 21,384

16 インターネット接続機器交換修繕 3月7日 131,004

17 コミュニティ棟通用口フロアヒンジ交換修繕 3月7日 100,440

18 コミュニティ棟多機能トイレ内装（一部）修繕 3月23日 564,840

19 第１楽屋スライディングウォールランナー交換修繕 3月28日 129,060

20 コミュニティ棟ピロティ天井防水（一部）修繕 6月7日 129,600

21 コミュニティ棟テラス防水（一部）修繕 7月21日 214,920

22 【加害者賠償案件】コミュニティ棟ピロティ丸柱塗装修繕 8月17日 0

23 【加害者賠償案件】コミュニティ棟ピロティ丸柱塗装修繕 9月14日 0

24 小荷物専用昇降機昇降路防水修繕 3月28日 194,400

25 冷却塔（CT-1）ファンＶベルト交換修繕 7月12日 44,280

26 伝統産業展示室系統氷蓄熱ユニット（ACP-3）部品交換修繕 8月2日 51,322

27 冷却塔（CT-2）ファンＶベルト交換修繕 8月21日 44,280

28 伝統産業展示室エアコン室内機部品交換修繕 9月6日 312,120

29 冷却塔(CT-4)底部亀裂修繕 3月23日 64,800

空
調
設
備

　平成29年度は、かねてより市民から要望のあった、ホール棟楽屋及び大道具置場の老朽化したカーテ
ンの交換（№12）や、コミュニティ棟多機能トイレにユニバーサルシートを設置し車イス利用者の利便
性向上を図る内装改修（№18）を行いました。
　施設及び設備全体に経年劣化が見られる中、今年度は特に、ホール棟客席側トイレ（№30）や舞台天
井スプリンクラー配管（№36）の修繕の過程で、ホール棟の給排水設備に深刻な老朽化が確認され、今
後の計画的な配管のリニューアルが課題として浮き彫りになりました。
　その他、日常的に生じる小規模の故障・不具合に関しては、会館スタッフが小修繕を行い対応しまし
た。

舞
台
設
備

屋
外
設
備

屋
内
設
備
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修　繕　名 完了日 金額(円)

30 ホール棟西側客席女子トイレ故障修繕 9月13日 4,428

31 コミュニティ棟２階男子トイレ個室ウォシュレット交換修繕 12月1日 74,304

32 コミュニティ棟１階男子トイレ個室ウォシュレット交換修繕 12月13日 74,304

33 軽食喫茶室シンク水栓交換修繕 3月23日 46,764

34 ホール足元灯用蓄電池設備バッテリー交換修繕 2月7日 540,000

35 消防設備等交換修繕 3月30日 486,000

36 舞台天井スプリンクラー配管漏水修繕 3月30日 302,400

37 公用車定期点検（※） 10月23日 23,060

38 公用車自損事故損傷修理（※） 10月25日 102,837

4,405,331

（※）は協会財源より支出

【参考】平成29年度草加市実施工事

実施期間

1 7～1月

2 11～3月

3 1～3月

4 1～3月

5 1～3月

6 1～2月

7 3月

ⅲ）調達備品等

金額(円)

1 12,858

2 255,960

3 47,196

4 45,360

5 8,618

6 19,284

7 392,137

8 101,412

882,825

草加市文化会館ホール棟空調設備修繕（AC-1、AC-1'、AC-7、HEAR-1）

　利用者の利便性向上を図るため、指定管理料より、ホール用デジタルプレーヤー・レコーダーの購入
や、故障した会議室備品の買い替え等を行いました。
　また、翌年度からの新規職員の入所等に伴い、指定管理業務を効率的に推進する態勢を整えるため、
業務用備品の調達を実施しました。

給
排
水
設
備

消
防
設
備

そ
の
他

合　　計

工　事　名

道路改良工事（市道1020、20351号線）
及び草加市文化会館に係る歩道拡幅等工事

草加市文化会館ホール棟屋上防水工事

草加市文化会館ホール棟舞台機構設備改修工事

草加市文化会館冷温水発生機修繕（RB-1、RB-2）

雨水排水設備改修工事

草加市文化会館機械室排水・湧水ポンプ交換修繕

合　　計

内　　容

ホール用ブルーレイディスク・ＤＶＤプレイヤー

ホール用ＣＤレコーダー（２台）

第１会議室用会議机

研修室用会議机

音楽室用案内板

貸出用電子ホッチキス

業務用机（１１台）

業務用ＰＨＳ電話機（２台）
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⑷　法人運営

①理事会

開催日 可否

第1号議案 平成28年度事業報告の承認について 可

第2号議案 平成28年度決算の承認について 可

第3号議案 就業規程等の一部を改正する規程の制定について 可

第4号議案 処務規程の一部を改正する規程の制定について 可

第5号議案 会計規程の一部を改正する規程の制定について 可

第6号議案 平成29年度収支補正予算（第１号）について 可

第7号議案 評議員選定委員の選任について 可

第8号議案 評議員候補者の推薦について 可

第9号議案 平成29年度第１回定時評議員会の招集及び提出議案に
ついて

可

[第1号報告] 職務執行状況の報告について ―

第10号議案 平成29年度収支補正予算（第2号）について 可

[協議事項] 平成30年度事業計画について
―

[第2号報告] 職務執行状況の報告について ―

第11号議案 契約職員就業規程及び臨時職員就業規程の一部を改正
する規程の制定について

可

第12号議案 平成29年度収支補正予算（第3号）について 可

第13号議案 平成30年度事業計画（案）について 可

第14号議案 平成30年度予算等（案）について 可

第15号議案 平成29年度第2回定時評議員会の招集及び提出議案に
ついて

可

[第3号報告] 職務執行状況の報告について ―

第２回
通常理事会

10月25日

第３回
通常理事会

議案等

1月22日

第１回
通常理事会

5月10日

平成29年度は、第１回定時評議員会終結の時をもって評議員及び評議員選定委員の４年の任期が満了と

なったことから、評議員については第１回評議員選定委員会で、評議員選定委員については第１回通常理事

会において、それぞれ改選が行われました。

また、労働契約法の改正に伴い、有期労働契約である契約職員と臨時職員の就業規程を見直し、条件に該

当する職員について平成31年度より無期労働契約へ転換できる制度を整えました。

そのほか、9月には行政庁（埼玉県）による立入検査が行われました。
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②評議員会

開催日 可否

第1号議案 平成28年度決算の承認について 可

[第1号報告] 平成28年度事業報告について ―

[第2号報告] 平成29年度収支補正予算（第1号）について ―

[第3号報告] 評議員選定委員の選任について ―

[第4号報告] 評議員の選任について ―

第2号議案 平成30年度事業計画（案）について 可

第3号議案 平成30年度予算等（案）について 可

[第5号報告] 平成29年度収支補正予算（第2号・第3号）について ―

[第6号報告] 平成31年度から33年度までの事業計画（案）について ―

③評議員選定委員会

可否

第1号議案 評議員の選任について 可

④監査

⑤立入検査／行政庁（埼玉県）

⑥賛助会員制度

会費 1口50,000円／1年間

会員数 企業11社、個人1名

寄附口数 18口

4月28日 平成28年度における理事の職務の執行・事業報告・計算関係書類に係る監査

議案等

　◆監事監査

実施日 対象事項

実施日

9月20日

対象事項

平成28年度事業報告及び決算、財務諸表等、理事会等の開催手続き・開催状
況、役員等の変更、書類備置き状況等

実施日

5月16日

議案等

第１回
定時評議員会

5月26日

第２回
定時評議員会

1月31日
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