
■令和元年度　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 ----------------------------------- p.4

主催事業 5月19日㈰ 人形浄瑠璃　東西競演　～淡路人形浄瑠璃と八王子車人形～

6月28日㈮ 神田松之丞　独演会　～こよひ、草加で松之丞をひとり占め～

9月15日㈰ 日本の響…草加の陣2019

共催事業 6月9日㈰ シアタークラウンフェスティバル

8月2日㈮ 恐竜どうぶつ園2019～Erth's Dinosaur Zoo～

10月27日㈰ アルゼンチンタンゴ2019～進化を続ける情熱たち～

② ハープを通じた音楽事業 ----------------------------------------------------------- p.5

主催事業  11月9日㈯、11月10日㈰ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　レバーハープ教室

11月11日㈪ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　０歳からのハープコンサート

11月16日㈯ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　フェスティバルコンサート

11月17日㈰ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　ファイナルコンサート

③ アウトリーチ事業 --------------------------------------------------------------- pp.6-7

主催事業 6月17日㈪ 音楽の森ミニコンサート　（フリースペース）

7月8日㈪ 音楽の森ミニコンサート　（フリースペース）

10月4日㈮ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　スクールコンサート

10月6日㈰ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　東福寺スポットコンサート

10月15日㈫ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　スクールコンサート

10月28日㈪ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　草加市立病院スポットコンサート

11月1日㈮ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　越谷レイクタウンスポットコンサート

11月15日㈮ 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」　獨協大学前駅スポットコンサート

R2年1月25日㈯ 音楽の森ミニコンサート　（(特養)草加キングス・ガーデン）

R2年1月27日㈪

R2年2月13日㈭ 音楽の森ミニコンサート　（(特養)クォーターヴィレッジ）

R2年3月11日㈬

R2年3月24日㈫

共催事業  5月27日㈪ 第122回草加落語会

9月13日㈮ 第123回草加落語会

R2年1月17日㈮ 第124回草加落語会

共催事業 「国際ハープフェスティバル2019－草加市」

　第31回日本ハープコンクール（プロフェッショナル部門）

11月13日㈬
11月14日㈭
11月16日㈯

音楽の森ミニコンサート　（草加市立病院）　※中止

音楽の森ミニコンサート　（(特養)アートフェリス）　※中止

音楽の森ミニコンサート　（(特養)クォーターヴィレッジ）
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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 ------------------------------------------------------------------ p.7

主催事業 9月7日㈯～12月7日㈯

12月8日㈰ 市民参加型劇「カ・ラ・フ・ル」

共催事業 8月10日㈯～10月28日㈪ 第10回ソウカパインオペラコンサート 合唱練習

11月4日㉁ 第10回ソウカパインオペラコンサート

　｢令和の香り高き～オペラの夕べ～｣

② 市民交流型事業 ------------------------------------------------------------------ p.8

主催事業 12月22日㈰

共催事業  10月20日㈰ 第10回草加ふささらダンスフェスティバル

12月23日㈪ チャリティーコンサート

R2年1月13日㈷ 第15回みんなでつくる「ドレミファそうかコンサート」

R2年3月20日㈷

R2年3月29日㈰

③ 文化団体育成事業 -----------------------------------------------------------------p.9

共催事業 11月1日㈮～11月3日㈷ 文化の広場2019　文化部門、舞台部門、呈茶

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--------------------------------------------------------------------- p.9

主催事業 9月29日㈰ 東京藝大と草加の仲間たち

共催事業 5月12日㈰ 第16回クラシック音楽ジュニアコンクール

8月4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24日㈰ ハートフルコンサート

⑤ 講座・体験事業 ------------------------------------------------------------------ p.10

主催事業 8月24日㈯、8月25日㈰ 子ども日本文化体験教室

　夏休み親子“和”のマナー教室～これができたら一人前！～

 11月4日㉁ 次世代舞台芸術鑑賞事業

R2年2月29日㈯、3月1日㈰ 子ども日本文化体験教室

　親子華道教室　～一本の花がつなぐ、親子の和～　※中止

R2年3月20日㈷ 避難訓練コンサート　※中止

共催事業 4月21日㈰ 第１回漸草庵茶会

7月6日㈯～11月24日㈰ オペラ・オラトリオ塾XVＩ

10月6日㈰ 第２回漸草庵茶会

［草加市文化会館　友の会］友の会の運営に関する事業-------------------------------- p.11

第16回五市一町親善囲碁将棋大会　※中止

第15回草加ミュージック・フェスティバル　※中止

草加市民音楽祭　第８回吹奏楽フェスティバル

市民参加型劇「カ・ラ・フ・ル」　ワークショップ
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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

648 人 設定席数

出演者

日程

1,154 人 設定席数

日程

644 人 設定席数

日程

当日

出演者

入場者数

その他

共催 日程

入場料

企画・制作

入場者数 ①789人 ②638人 合計 1,427 人

共催 日程

入場料

出演者

入場者数 385 人

アルゼンチンタンゴ2019
～進化を続ける情熱たち～

6月9日㈰ 15:00

YEN TOWN FOOLs、クラウンYAMA、チムチムサービス、ましゅ＆Kei

462 人

8月2日㈮ ①13:00　②15:30

各回3,000円

Erth Visual ＆ Physical Inc. Production
恐竜どうぶつ園2019

～Erth's Dinosaur Zoo～

同日開催：０～２歳児対象「はじめての赤鼻」入場者数40人

シアター・クラウン
・フェスティバル

5

㈱サンライズプロモーション東京

10月27日㈰ 14:00

一般4,500円、友の会3,500円

エンリケ＆カロリーナ（ダンス）、LAST TANGO（バンド）

4

共催⑬
NPO法人子ども広場
草加おやこ劇場

大人･子ども500円増

大人2,500円、子ども1,500円、
親子ペア3,000円、シニア1,500円

前売

友の会

日本の響…草加の陣2019

5,500円

Ａ席 4,000円

6

㈱スカイ・ミュージックオフィス

3

協会主催事業

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。

［公益目的事業１　芸術文化の振興に関する事業］

1

協会主催事業

内容

淡路人形座、八王子車人形西川古柳座

人形浄瑠璃 東西競演
～淡路人形浄瑠璃と八王子車人形～

東西を代表する人形浄瑠璃団体を招へいし、淡路人形座は「生写朝顔
日記」摩耶ケ嶽の段、八王子車人形西川古柳座は「東海道中膝栗毛」赤
坂並木より古寺の段を上演。３人で一体の人形を操る淡路人形浄瑠璃
と、１人で一体の人形を操る八王子車人形が競演することによって、人
形浄瑠璃の地域性や多様性を実感していただいた。上演前には、両人形
座の代表者による解説を加え、興味を喚起した。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。

内容

出演者

鶴賀若狭掾（新内節浄瑠璃）／伊藤多喜雄（民謡）／
OKI DUB AINU BAND（アイヌ音楽／ダブ・レゲエ）／
和太鼓グループ彩 -sai-（和太鼓）／辻本好美（尺八）／
浅野祥（津軽三味線）／森田彩（民謡）／
紺野美沙子、田中隆文（司会）

入場者数 712 席

2

協会主催事業

内容

神田松之丞（講談）／神田久之介（講談・前座）

神田松之丞　独演会
～こよひ、草加で松之丞をひとり占め～

実力・人気ともに当代一との呼び声高い講談師の神田松之丞による独
演会。日本の伝統的な話芸を幅広い世代に楽しんでもらうため、話芸の
中でも鑑賞機会が少ない講談にふれる機会を提供した。松之丞氏は「中
村仲蔵」「淀五郎」、前座の久之介氏は「三方ヶ原の合戦より『五色備
え』」を語った。

6月28日㈮ 19:30

入場料

Ｓ席300円引き
Ａ席200円引き 入場者数 1,102 席

3,000円友の会

3,000円

４回目の今年は、鑑賞機会の少ない新内節浄瑠璃やアイヌ音楽を新た
に披露した。人間国宝や民謡界の大御所と、邦楽の次代を担う若手演奏
家が同じステージを踏み、堂々たるパフォーマンスでステージを盛り上
げた。さらに、尺八奏者の中村明一氏に「日本の響…草加の陣」オリジ
ナル曲を作曲委嘱し、フィナーレにて初演した。公演の合間には、出演
者によるサイン会を開催し、演奏者と来場者が言葉を交わしふれあうこ
とができる機会を設け、邦楽ファンの拡大を試みた。司会は、４回目の
田中隆文氏に加え、紺野美沙子氏を登用したことで、来場者目線の親し
みやすい解説が好評を得た。全国税理士共栄会文化財団及び芸術文化振
興基金から助成を得て実施した。

9月15日㈰ 14:00

入場料 Ｂ席 3,000円

5月19日㈰ 13:30

入場料

一般 3,000円

小・中学生 500円

友の会 2,500円

入場者数 1,198 席

入場料

Ｓ席
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②　ハープを通じた音楽事業

特別ｹﾞｽﾄ

日程

719 人 設定席数

特別ｹﾞｽﾄ

日程

687 人 設定席数

講師

協力

会場

参加費 35 人 定員

出演者

日程

会場

入場料 のべ150 人 設定席数

共催⑲

入場料

参加費

入場者数

参加者数

のべ240 人

第１会議室

無料 参加者数 各日13人

20,000円

審査員長：磯部周平（Cl）
イオン・ジョーンズ（Hp）／シャンタル・マチュー（Hp）／
井上栄利加（Hp）／近藤薫（Hp）／早川りさこ（Hp）／
吉野直子（Hp）／細川順三（Fl）／松波恵子（Vc）

11月11日㈪ 10:30

フリースペース

無料 入場者数 80 席

946 席

日本のトップハーピストのデュオやフルートとの共演のほか、特別ゲ
ストとハープとの共演では、演奏者のインタビューを交え、演奏だけで
は知りえないハープの魅力を伝えた。コンサートの冒頭では、第31回日
本ハープコンクールの表彰式を行い、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。また、表彰式に先立ち、平成30年11月に亡く
なられた日本ハープ協会前会長のヨセフ・モルナール氏の功績を偲ぶス
ライドショーを公開した。

11月17日㈰ 13:30

入場料

「国際ハープフェスティバル2019－草加市」

レバーハープ教室

レバーハープ・アンサンブル“アルペジオ”

900円 入場者数

「国際ハープフェスティバル2019－草加市」

ファイナルコンサート

3

協会主催事業

内容

鷺谷清子（Hp）

審査員

5

日本ハープ協会

4

協会主催事業

内容

井田美幸（Hp）／田中淳子（Hp）

「国際ハープフェスティバル2019－草加市」

０歳からのハープコンサート メインコンサートに入場できない０歳から鑑賞することができるハー
プのコンサート。ポップスや童謡など、幼児にもなじみのある曲を選
び、多くの家族がハープの音色を楽しんだ。

第１次予選：11月13日㈬、第２次予選：11月14日㈭、
本選：11月16日㈯

日程

「国際ハープフェスティバル2019－草加市」

第31回日本ハープコンクール
（プロフェッショナル部門）

8 人

無料

2

協会主催事業

内容

出演者

第31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）／シャンタル・マチュー（Hp）／篠﨑史子（Hp）／
篠﨑和子（Hp）／井上久美子（Hp）／細川順三（Fl）

1

協会主催事業

内容

出演者

イオン・ジョーンズ（Hp）／三谷真珠子（Hp）／
井上麗（Hp）／ジュエル・ハープ・ジャパン／
杉村美咲（Fl）／太田光子（Rec）／大塚照道（Rec）／
平尾清治（Rec）／鷺谷清子（Cond）／
草加市レバーハープ・アンサンブル

一般

徳永二男（Vn）、坂野伊都子（Pf）

「国際ハープフェスティバル2019－草加市」

フェスティバルコンサート 錦織健（Ten）、多田聡子（Pf）

ハープとリコーダーやフルートとの共演や、市民団体の草加市レバー
ハープアンサンブルの出演など、多彩な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。

11月16日㈯ 17:00

入場料

一般 1,000円

学生 500円

900円 入場者数 946 席

１日完結の初心者向けのレバーハープ体験講座を２日間開催。指使い
や楽器の説明といった初歩から学び、初めてでも演奏しやすい曲を練習
し、講座の最後には全員でアンサンブルを行い成果を披露した。

日程
11月9日㈯ 14:00
11月10日㈰ 14:00

友の会

1,000円

学生 500円

友の会
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③　アウトリーチ事業

① のべ90 人 ②

③ のべ300 人 ④

入場料 総来場者数

参加費 のべ398 人

① のべ40 人 ②

③ のべ100 人 ④

⑤ のべ40 人 ⑥

⑦ － ⑧

入場料 総来場者数

内容

①金井早苗（Hp）

②レバーハープ・アンサンブル“アルペジオ”（L.Hp）

内容

出演者

①昭和を唄う　からたちの花（F.Cho）

音楽の森ミニコンサート

⑥3月11日㈬ 13:30＜中止＞

⑦3月24日㈫ 15:00＜中止＞

⑧＜中止＞

③11月1日㈮ 17:00

③イオンレイクタウンKaze

出演者

④カフェ・ドゥ・ラ・ハープ（Hp）

協会主催事業

①栄小学校／高砂小学校
②児童発達支援センター
あおば学園／草加小学校

無料 総参加者数

のべ350人

②コーロかわやぎ（F.Cho）

③ギターアンサンブル・シンシア（A.Gt）

④昭和を唄う　からたちの花（F.Cho）

⑤大井さやか（F.Vo）

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、楽器に触
れたり演奏者に質問したり、ハープについて楽しく学習できる機会を提
供した。また、知的障害児が通う市内施設にて実施し、これまでアウト
リーチ活動でも鑑賞機会を設けられなかった新たな学校に鑑賞機会を広
げることができた。

④1月27日㈪ 14:00

来場
者数

のべ120 人

⑥草加市立病院 のべ50 人

⑦(特養)アートフェリス －

⑧－ －

無料

会場

①フリースペース

②フリースペース

③(特養)草加ｷﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ

④(特養)ｸｫｰﾀｰｳﾞｨﾚｯｼﾞ

⑤(特養)ｸｫｰﾀｰｳﾞｨﾚｯｼﾞ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、６・７・８回目は中止。
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

に出向くことが難しい方々に、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や音楽愛好家に演奏機会を提供した。

⑤2月13日㈭ 13:45

3

2

協会主催事業

内容

出演者
①カフェ・ドゥ・ラ・ハープ（Hp）
②井田美幸（Hp）／田中淳子（Hp）

「国際ハープフェスティバル2019－草加市」

スクールコンサート

日程
①10月4日㈮ 11:00/14:00
②10月15日㈫ 10:30/14:00

会場

日程

①6月17日㈪ 14:00 ⑥ケニチロカルテット（Cl）

②7月8日㈪ 13:00 ⑦花散歩（A.Gt、F.Vo）

③1月25日㈯ 14:15 ⑧－

日程

①10月6日㈰ 13:30

②10月28日㈪ 14:00

④11月15日㈮ 16:00

会場

①東福寺本堂

②草加市立病院ロビー

④獨協大学前駅コンコース

1

協会主催事業

「国際ハープフェスティバル2019－草加市」

スポットコンサート

のべ100 人

無料

来場
者数

のべ470 人

　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、ハープの音色を気軽に楽しむ機会を提供した。

のべ960人

③伊藤舞梨（Hp）／臼井彩和子（Fl）
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共催⑳ 第122回

第123回

第124回

会場

入場料

第122回

第123回

第124回

入場者数 第122回 246 人 第123回 242 人 第124回 378 人

［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

演出

日程

370 人 設定席数

講師

日程

会場

41 人 定員

共催⑩ 日程

会場

入場料

入場者数

共催⑩ 日程

会場

参加費等

講師

参加者数

入場者数 912 席

三遊亭圓丈、入船亭扇遊、林家たけ平、三遊亭ふう丈

柳家小満ん、春風亭一朝、橘家圓太郎、柳亭市弥

市民音楽劇「カ・ラ・フ・ル」

一般市民参加者（41名）
コーロかわやぎ／草加ジュニアオーケストラ合唱団
河内紀恵（Cond）

草加市立中央公民館ホール

参加費
大人

子ども

24,000円

12,000円

12月8日㈰ 14:00/16:00

第122・123・124回
草加落語会

出演者

日程

1月17日㈮ 18:30

9月13日㈮ 18:30

5月27日㈪ 18:30

80 人

第10回ソウカパインオペラコンサート

「令和の香り高き
～オペラの夕べ～」

草加オペラ協会

出演者

9月7日㈯～12月7日㈯

ホールほか

参加者数

一般公募により集まった市民と市民団体が出演し、『市民力』を結集
させて創り上げた音楽劇。今年度からリニューアルを図り、プロの劇団
による本格的な舞台づくりを取り入れた。ダンス、朗読、芝居、歌、合
唱など、様々なパフォーマンスを出演者が展開。ダブルキャストで演じ
ることで、キャストにより作品のカラーが大きく変わる舞台作品ならで
はの醍醐味を表現した。

4

ソウカパインオペラ合唱団（16名）／田代誠（Ten）／
大澤一彰（Ten）／志村文彦（Bar）／青盛のぼる（Sop）／
中村初惠（Sop）／鈴木美恵子（Mez）／日向由子（Mez）／
大河内佐和（Pf）／柳津昇子（Pf）／遠藤まり（Fl）／
澤野慶子（Vn）／三間早苗（Va）

3

11月4日㉁ 18:30

アコスホール

401 人

出演者

佐々木久美子（Sop）／大河内佐和（Pf）

Ａ席3,000円、Ｂ席2,000円

月額2,000円、ステージ料4,000円

ホール ほか

8月10日㈯～10月28日㈪

16 人

第10回ソウカパインオペラコンサート
合唱練習

草加オペラ協会

2

協会主催事業

内容

市民音楽劇「カ・ラ・フ・ル」
ワークショップ

入場料

一般 1,000円

中学生以下 500円

参加者 500円

1

協会主催事業

内容

4

草加落語会

前売2,800円、当日3,300円

柳家花緑、春風亭一之輔、林家二楽、柳家圭花

劇団スーパー・エキセントリック・シアター

　12月8日㈰開催の「市民音楽劇『カ・ラ・フ・ル』」の公演に向けた全
12回のワークショップ。ダンス、朗読、芝居、歌の多様なジャンルで参
加者を募集し、年齢層は３歳から61歳までと幅広かった。過去の市民参
加型事業に参加した経験のある方の中には、新しいジャンルに挑戦する
者もおり、多様な参加の機会を設けることができた。基本の動きや発声
の仕方といった基礎を学び、舞台作品ならではの多角的な演出が体験で
きる機会を提供した。

山崎大輔
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②　市民交流型事業

日程

入場料 のべ600 人 設定席数

参加費 279 人

日程

入場料

参加費

出演者

入場者数

参加者数

共催⑧ 日程

会場

入場料

出演者

入場者数

日程

会場

入場料

入場者数

日程

会場

入場料

入場者数

日程

会場

参加者数

草加市民音楽祭
第８回吹奏楽フェスティバル

＜新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止＞

第15回
草加ミュージック・フェスティバル

第16回五市一町親善囲碁将棋大会

＜新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止＞

1,500円

第１会議室

12月23日㈪ 14:00

出演者

草加市内中学生・一般有志アンサンブル／
瀬崎中学校吹奏楽部／草加市演奏家協会会員／
草加鳶職組合／ドレミファハンドベル隊／青柳こども会／
草加ジュニアオーケストラ合唱団

－

90 人

草加市演奏家協会会員

－

参加費
一般1,500円、高校生以下1,000円
※弁当持参者の参加費は一般1,000円、高校生以下500円

第15回みんなでつくる
「ドレミファそうかコンサート」

無料 参加者数

団体：16団体（236人）、個人参加80人

共催
五市一町親善囲碁将棋大会

運営委員会

3月29日㈰ 9:30

草加市文化会館

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、
プロによるパーカッションアレンジを加え、約170名による演奏を実施し
た。

チャリティーコンサート

6

出演者
獨協大学モダンジャズ研究会／シュガーヒルバンド／
Jimbo'sジャズオーケストラ／
草加音楽院presents 木場ンド／Mhr（ムー）

5

共催⑫
草加ミュージック・

フェスティバル実行委員会

4

共催⑭
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 草加市立中央公民館ホール

501 人

一般1,000円、高校生以下無料

1月13日㈷ 13:30

前売大人1,500円、当日大人2,000円、小中高生500円、未就学児無料

草加市立中央公民館ホール

3月20日㈷ 14:30

第10回草加ふささら
ダンスフェスティバル

2

共催⑩
草加ﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

実行委員会

のべ1,000人

市内ダンス団体／個人参加者

10月20日㈰ 11:30

個人5,000円、団体10,000円、大人のダンス9,000円

無料

12月22日㈰ 13:00

1,100 席

1

協会主催事業

内容

出演者

栄中学校／瀬崎中学校／川柳中学校／新栄中学校／
花栗中学校／草加東高校／
草加ファミリーブラスどんぐり音楽隊／
草加中央吹奏楽団／草加市民吹奏楽団

ゲスト
講師

さかはし矢波（指揮・指導）／
“ボブ”八木（パーカッション・指導）／
榊原浩（指導協力）

無料 入場者数

3

草加市演奏家協会
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③　文化団体育成事業

共催⑲

会場

入場料

舞台部門

文化部門 呈茶

日程

④　人材育成事業

日程

330 人 設定席数

68 人 定員

共催⑯ 日程

入場料

参加費

入場者数

参加者数

共催⑮ 日程

入場料

参加費

審査員

入場者数

参加者数

共催⑮ 日程

入場料

入場者数

協会主催事業

東京藝大と草加の仲間たち

審査員
審査員長：堺康馬（Pf）
草加市演奏家協会会員：長尾隆央（Ten）／町田美佐子（Vc）／
横山美優（Sax）／和氣友久（Pf）

6,000円

無料

ハートフルコンサート

のべ600人

一般1,500円、学生・小人1,000円、当日各500円増し

のべ715人

のべ250人

4

草加市演奏家協会

3

草加市演奏家協会

2

草加市演奏家協会

11月24日㈰ 13:30

出演者
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XVⅠ受講生／小津準策（Cond）

5月12日㈰ 10:00

第16回
クラシック音楽ジュニアコンクール

5 人

のべ30人

萬歳典子（Pf）／黒田彰（Bar）／福田昌範（Euph）

10,000円

無料

8月4日㈰ 18:00

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

65 人

2

草加市文化団体連合会
事務局業務 内容

「文化の広場」や「草文文化講座」などでの運営補助、会場確保、印
刷物作成補助、受講者の受け入れ準備、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。

通年

のべ400 人

のべ800 人

1

草加市文化団体連合会 文化部門：11月1日㈮～3日㈷、呈茶：11月3日㈷ 10:00
舞台部門：11月3日㈷ 13:30

来場者数

出演者・
出品者

草加市文化団体連合会加盟団体（12団体）／
栄小学校児童／草加ジュニアオーケストラ合唱団／
草加市日中友好協会／草文文化講座受講生

無料

ホール、フリースペース、レセプションルーム

文化の広場2019

日程

1 内容

一般公募した吹奏楽を愛好する学生や市民の方々が、東京藝術大学の
教授や学生によるクリニックを受けるとともに、本番のステージで共演
した。かねてより、市内中学校吹奏楽部の関係者から寄せられていた、
プロによる技術指導実施の要望に応え、高いレベルの指導を受けられ、
優れた演奏技術を間近で聴くことができる機会を提供できた。また、中
学生から大人の愛好家まで、幅広い世代の交流も生まれ、市内の吹奏楽
風土醸成にも貢献できた。

9月29日㈰ 15:00

入場料

参加者数

入場者数

出演者
栃本浩規（Tp/Cond）／東京藝術大学学部生・大学院生18名／
一般公募の市民参加者68名

一般 2,500円 712 席

高校生以下 1,500円 75 人

一般 1,500円

高校生以下 500円

参加費

- 9 -



⑤　講座・体験事業

69 人 定員

講師

― 定員

日程

会場

参加費 123 人 定員

出演者

日程

参加費 ― 定員

共催⑫ 日程

会場

入場料

入場者数

共催⑯ 日程

会場

参加費

講師

参加者数

共催⑬ 日程

会場

入場料

入場者数

一般10,000円、親子(２名)17,000円

レセプションルーム　ほか

7月6日㈯～11月24日㈰

2月29日㈯ ①10:30 ②14:00

3月1日㈰ ①10:30 ②14:00

小中学生 500円

8月25日㈰ ①10:30 ②14:00

参加費

日程

子ども日本文化体験教室②

親子華道教室
～一本の花がつなぐ、親子の和～

＜新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止＞

6

草加市茶道協会 10月6日㈰ 10:00

第２回漸草庵茶会

漸草庵、樽茶室

一般3,000円、学生1,000円

249 人

43 人

草加市演奏家協会会員
オペラ・オラトリオ塾XVI

5

日程

アコスホール

次世代舞台芸術鑑賞事業

1

漸草庵、樽茶室

4月21日㈰ 10:00

第１回漸草庵茶会

64名

子ども日本文化体験教室①

夏休み 親子“和”のマナー教室
～これができたら一人前！～

【実施予定内容】
　親子を対象とする華道教室。初心者から親子そろって気軽に華道にふ
れられるもので、講師には草加市華道協会会員を招き、小原流の華道を
通じて和のおもてなしの心を学ぶ。最後には呈茶を行い、教室全体をと
おして和の文化を体験できる。

参加費
大人 1,800円

小学生 1,000円 参加者数

4

草加市茶道協会

3

　令和元年度に開館した日本文化芸術関連施設「漸草庵　百代の過客」
にて実施する子ども向け体験教室として、親子で和の文化に親しみ学ぶ
ことができる体験教室を実施した。
　和室での所作等マナーをテーマとし、前半では和室での立ち居振る舞
いなどのマナーを学び、後半では前半で学んだ所作を活かして茶道のお
点前を体験した。実地で学べたことのみならず、親子で一緒に学ぶこと
ができたことが参加者からは好評だった。

内容

講師

草加市演奏家協会

無料 参加者数 500 人

参加者数 200 人

避難訓練コンサート

＜新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止＞

協会主催事業

内容

埼玉県警察音楽隊

【実施予定内容】
公演中の地震発生を想定し、実際にホールから避難する訓練。コン

サート開演後、地震及び火災が発生したと想定し、来場者はホールの外
へ避難するなど、不測の事態を想定した訓練を体験。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、演奏を楽しむ。3月20日㈷ 13:00

一般3,000円、学生1,000円

290 人

2

協会主催事業

内容
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、本格

的な舞台演出による子ども向けオペラ公演を無料で公開した。また、上
演前に、オペラについての解説と鑑賞マナーなどのレクチャーを行い、
舞台作品の鑑賞に関する知識も養ってもらった。

11月4日㉁10:00

無料

吉村卓（Cond）／瀧本エリナ（Pf）／伊澤萌音（Vn）／
浅山裕志／吉川歌穂／金井龍彦／吉川響一／斎藤大輔

出演者

協会主催事業

8月24日㈯ ①10:30 ②14:00

大人 1,000円

内容

草加市華道協会会員

参加者数 80 人

源惠斉　池内菱奈（小笠原流礼法宗家本部　師範）
源協斉　萬里小路菱公（小笠原流礼法宗家本部　師範）
草加市茶道協会師範

- 10 -



［草加市文化会館　友の会］友の会の運営に関する事業

令和２年３月31日をもって終了。
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