
平成２４年度 公益財団法人妙高文化振興事業団事業報告

１ ．事業内容に関する事項

◆公益目的事業（定款第４条）

事　業　名 実　施　日 参加及び
来場者数

備　　考

①魅力ある芸術文化鑑賞機会の提供

　オーケスト ラ・アンサンブル金沢 妙高公演 ７ 月１ ４ 日(土) 350 (財)石川県音楽文化振興財団との共催

　奥土居美可 ライブ in 妙高高原メッセ １ １ 月２４ 日(土) 180 妙高高原レコード音楽愛好会との共催
（妙高高原メッセ 多目的ホール）

　Ｎｏ ｉ ｓ ｍ２妙高公演 平成２５年３月９ 日(土) 315 (公財)新潟県文化振興財団との共催

②市民参加協働事業の充実

　けやきの森ジュニア合唱団 ４月～平成２５年３月 208

　・「フレンドシップコンサート」参加 ６月３ 日(日) 9 柏崎産業文化会館

　・「スプリ ングコンサート 2013」 平成２５年３月２４ 日(日) 94

　妙高ヴァイオリ ン教室 ４月～平成２５年３月 237

　・妙高春の音楽祭 平成２５年３月１ ７ 日(日) 117

　劇団青年団リ ンク髙山植物園プロデュース演劇教室 ４月～８月 190

　・発表公演「続・北から昇る月」 ８月２５日（土）・２６日（日） 66

　・演劇教室参加者による有線劇場、妙高チャンネル「エコドラマ」他収録参加 ４月～平成２５年３月 72

　マイマリ ンバ！ ４月～平成２５年３月 29

　スタインウェイをマイピアノに！ ４月～平成２５年３月 20

③教育機関や演奏家、芸術カンパニー等と連携した事業の推進

　小学生のための演劇ワークショップ（髙山さなえ） ６月６日(水)、１ ３日(水)、２８ (木) 183 新井北小学校　３・４年生

　ワンコインコンサート 「けやきの森の音楽館」

　・「ハープ＆マリ ンバコンサート」 ５月３１ 日(木) 150 （ホワイエＢ）

　・「サクソフォン四重奏コンサート」　 ６月２０日(水) 180 （ホワイエＢ）

　・「弦楽五重奏コンサート」 ９月２０日(木) 150 （ホワイエＢ）

　・「声楽コンサート」 １ ０月１ ３ 日(土) 180 （ホワイエＢ）

　アウト リ ーチ公演（サクソフォン四重奏コンサート） ６月２０日(水)・２１ 日(木) 232
市内保育園･ 幼稚園５歳児対象
（コミ セン 大会議室）

　ＤＶＤ鑑賞会 新潟・古町芸妓の世界 ７ 月１ ７ 日(火) 50 （ふれあい会館 ふれあいホール）

　新国立劇場バレエ団ダンサーによる初心者ワークショップ ６月２ 日(土) 41
(公財)新潟県文化振興財団との共催
（ふれあい会館 ふれあいホール）



事　業　名 実　施　日
参加及び
来場者数

備　　考

④芸術文化関係団体や市との協働によるまちづくりのための事業

　妙高演劇フェスティ バル
１ ２月８日(土)

９ 日(日)
443 参加７団体・全７ 演目

　妙高和太鼓フェスティ バル 平成２５年３月３ 日(日) 384 出演７団体

　市民企画展　入村俊幸「第８回あらいさぎ草展」　 ８月１ ９日(日)～２０日(月) 154 （コミ セン １ 階通路）

　みる・きく ・つく る　みょうこう夏の絵本まつり～長谷川義史の世界～

　・絵本から飛び出したレスト ラン ７ 月２９日(日) 120 （ふれあい会館 会議室）

　アート ステージ妙高推進事業 妙高市より受託

　　日米親善コンサート  ライブ in 妙高 ６月１ ０日(日) 1,000

　　ヴァイオリ ン２大名器弾き比べ・聴き比べコンサート ６月２４ 日(日) 800

　　みる・きく ・つく る　みょうこう夏の絵本まつり～長谷川義史の世界～

　　・絵本原画展 ７ 月２８日(土)～８月５ 日(日) 553 （コミ セン 大会議室）

　　・絵本ライブ 夫婦シアター ７ 月２９日(日) 300 （ふれあい会館 ふれあいホール）

　　・紙袋でつく るおしゃれな帽子ワークショップ ７ 月２８日(土) 19 （ふれあい会館 ふれあいホール）

　　・絵本読み聞かせ＆創作絵本ワークショップ ８月４日(土)～５日(日) 29 （コミ セン 大広間）

　　東京藝術大学学生による指導会
１ ０月２０日(土)･ ２ １ 日(日)

１ １ 月３日(土)･ ４ 日(日)
１ ２月１ 日(土)

285
（新井中学校及び文化ホール）

　　Ｍｙ ｏ ｋ ｏ ウィ ンドオーケスト ラ演奏会 １ ２月１ 日(日) 700

　小学校芸術鑑賞教室（１ ・２年）「かいけつゾロリ」（劇団俳協） ６月１ ９日(火) 528

妙高市より受託
　小学校芸術鑑賞教室（３・４年）「三枚のおふだ」（劇団かかし座） ６月２７ 日(水) 593

　小学校芸術鑑賞教室（５・６年）「がらんく たうんスト ーリ ー」（劇団うりんこ） ６月１ ２ 日(火) 603

　中学校芸術鑑賞教室（全学年）　「落語鑑賞会」（影向舎） ６月１ ５日(金) 974

　妙高市民文化祭《音楽芸能発表会》 １ ０月１ ４ 日(日) 500 妙高市文化団体連絡協議会との共催

　中澤きみ子＆ヘンリ ･ シーグフリ ードソン デュオコンサート ９月１ 日(土) 206 デュオコンサート実行委員会との共催

　楽しい室内楽 １ １ 月２５日(土) 200 ＮＰＯ法人世田谷楽友協会との共催

　えほんのへやクリ スマス会 １ ２月８日(土) 50 えほんのへやとの共催
（コミ セン 大会議室）

　邦楽の調べ ８月２５日(土) 180 後援

　打楽器の響演（寸分道リ ズム・アンサンブル演奏会）
８月１ ８日(土) 200

後援（ふれあい会館 ふれあいホール）
平成２５年２月１ １ 日(月) 200

　第２６回新井民謡(踊)保存会発表会 １ １ 月１ ８日(日) 300 後援（ふれあい会館 ふれあいホール）



事　業　名 実施時期等
参加及び
来場者数

備　　考

　新井吹奏楽団 第３２回定期演奏会 １ １ 月１ ８日(日) 700 後援

　田楽座 妙高ふれあい公演 １ ２月８日(土) 300 後援（ふれあい会館 ふれあいホール）

⑤文化ホール開館３０周年に向けた取り組み

　オペラ「白狐」日本語版上演に向けて、翻訳・台本・作曲 － 作曲家・平井秀明氏に委嘱

　３０周年記念事業推進委員会の設置

準備会:7月23日(月),8月27日(月)
推進委員会:10月1日(月),12月13日(木),

3月14日(木) 12月13日(木),
市民ステージ部会:10月26日(金)

ＰＲ部会:10月25日(木),11月22日(木)
メインステージ部会:12月6日(木)

オーディ ション:12月21日(金)

－

　東京オペラプロデュースとの制作打合せ 10月9日(火) －

⑥芸術文化福祉施設の管理運営と貸与

　妙高市文化ホール
４月１ 日(日)～

平成２５年３月３１ 日(日)
52,882

妙高市より指定管理者として受託

　新井総合コミ ュニティ センター
４月１ 日(日)～

平成２５年３月３１ 日(日)
33,824

　新井ふれあい会館
４月１ 日(日)～

平成２５年３月３１ 日(日)
64,808

　妙高市図書館
４月１ 日(日)～

平成２５年３月３１ 日(日)
134,713

（貸出総数）

その他
　芸術文化関係大会出場費補助金として、第１ ８回西関東吹奏楽コンクールに出場した新井吹奏楽団に50,000円を交付（９月１ ５日交付）

◆収益事業（定款第５条）

事　業　名 実　施　日
参加及び
来場者数

備　　考

○芸術文化福祉施設の貸与（教育文化の向上と福祉の増進を図る目的以外の利用）

　妙高市文化ホール
４月１ 日(日)～

平成２５年３月３１ 日(日)
2,428

妙高市より指定管理者として受託　新井総合コミ ュニティ センター ４月１ 日(日)～
平成２５年３月３１ 日(日)

4,964

　新井ふれあい会館
４月１ 日(日)～

平成２５年３月３１ 日(日)
4,195



２．理事会、評議員会に関する事項

（１ ）理事会開催状況

開　催　年　月　日 会　議　内　容

第1回 第１ 号議案　専決処分の承認　平成23年度財団法人新井文化振興事業団補正予算（第２号）

平成２４年５月２４日 第２ 号議案　公益財団法人妙高文化振興事業団内部規定の承認

第３ 号議案　平成２３年度財団法人新井文化振興事業団事業報告及び収支決算の承認

第４ 号議案　平成２４年度第１ 次補正予算の承認

第５号議案　平成２４年度定時評議員会の招集及び評議員会に付議する事項

第２回 第１ 号議案　平成２４年度事業計画の変更の承認

平成２４年９月１ １ 日 第２ 号議案　平成２４年度第２ 次補正予算の承認

※書面による評決

第３回 第１ 号議案　平成２５年度事業計画について

平成２５年３月２７日 第２ 号議案　平成２５年度収支予算について

（２）評議員会開催状況

開　催　年　月　日 会　議　内　容

第1回 第１ 号議案　評議員会長の選任

平成２４年６月１ ４日 第２ 号議案　専決処分の承認　平成23年度財団法人新井文化振興事業団補正予算（第２号）

第３ 号議案　公益財団法人妙高文化振興事業団内部規定の承認

第４ 号議案　平成２３年度財団法人新井文化振興事業団事業報告及び収支決算の承認

第５号議案　平成２４年度第１ 次補正予算の承認


