
平成２８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

《基本方針》
　「守り、育て、創造する」をテーマとして、定款の目的である市民の自主的な芸術文化活動を推進し、市民文化の向上と地域文化の創造を図り、健康で明るく、こころ豊かな市民社会形成に寄与するため、
妙高市文化ホールを拠点として教育及び文化の向上並びに福祉の増進を図り、「学習の機会や優れた芸術文化活動の鑑賞、発表の場の提供」「市民の自由で、清新な創造エネルギーを活かした個性と心
豊かな地域文化、市民文化の推進」を基本方針とする。

◆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

　劇団うりんこ「妥協点Ｐ」 ９月２５日（日） 106 上越おやこ劇場との共催（１公演買取り）

②市民参加協働事業の充実

　けやきの森ジュニア＆ユース合唱団 ４月～平成２９年３月 283

　・「第30回久比岐野合唱フェスティバル」参加 ６月１２日(日） 9

　・「フレンドシップコンサート」 １０月１０日(月・祝） 10 見附市文化ホール（見附市）

　・「スプリングコンサート２０１７」 平成２９年３月１９日(日) 150

　妙高ヴァイオリン教室 ４月～平成２９年３月 146

　・妙高夏の音楽祭 ８月２１日(日) 50

　・妙高春の音楽祭 平成２９年３月１９日(日) 40 （コミセン 大会議室）

　妙高市民劇団空志童 ４月～平成２９年３月 300

　・有線劇場収録参加 ４月～平成２９年３月 30

　スタインウェイをマイピアノに！ ４月～平成２９年３月 148

　マイマリンバ！ ４月～平成２９年３月 20

　文化ホールはじめて教室（初級楽器＝ギター） ４月～平成２９年３月 89

　・Ｍｙｏｋｏ軽音フェスティバル 平成２９年２月２６日(日) 500

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

　ワンコインコンサート「けやきの森の音楽館」

　・「木管楽器アラカルト」 出演＝七澤英貴（オーボエ）、丸山瑞生（クラリネット） ほか ６月２１日（火） 200 （ホワイエＢ）

　・「弦楽四重奏」 出演＝アンサンブル･オビリー ７月７日（木） 160 （ホワイエＢ）

　・「声楽」 出演＝上野正人（バリトン）、上野裕子（ピアノ）　 ９月１９日（月・祝) 180 （ホワイエＢ）

　アウトリーチ公演（弦楽四重奏）

　・小学校アウトリーチ ７月６日（水） 114 （斐太北小学校）

　・保育園･こども園アウトリーチ ７月７日（木）・8日（金） 234 （コミセン 大会議室）５歳児対象

　演劇ワークショップ （劇団うりんこ公演関連企画）

　・講師＝柴 幸男 ９月４日（日） 12 （コミセン 大会議室）

　・講師＝杉原邦生 ９月１１日（日） 10 （コミセン 大会議室）

　・講師＝平松隆之 ９月２５日（日） 16 （ホワイエＡ）



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 １２月１０日(土)、１１日(日) 352

　妙高和太鼓フェスティバル（10周年記念） 平成２９年３月１２日(日) 850

　市民企画　「さぎ草球根無料配布会」　 ４月３０日(土) 30

　市民企画　「第１２回あらいさぎ草展」　 ８月１０日(水)～１１日(木・祝) 200 （コミセン １階通路）

　アートステージ妙高推進事業

　・アートステージ音楽祭２０１６「珠玉のオペラ・合唱の祭典～オペラ『椿姫』ハイライト～」 １２月４日（日） 400 妙高市より補助

　初めての絵画教室 妙高市より受託

　・水彩画コース 講師＝増谷直樹 ７月２日（土）・３日（日）・１０日（日） 18

　・デッサンコース 講師＝伊藤将和 １１月１２日（土）・１３日（日）・１９日（土） 26

　小学校芸術鑑賞教室（１～３年）　「長靴をはいたねこ」（劇団かかし座） ９月２日（金） 692

妙高市より受託（小学校７校、中学校３校・全３公演）　小学校芸術鑑賞教室（４～６年）　「オペラ ピノキオ」（オペラシアターこんにゃく座） 6月3日（金） 742

　中学校芸術鑑賞教室　「音楽鑑賞教室」（東京アカデミック管弦楽団） ６月２１日(火) 839

　アートステージ妙高推進事業 妙高市より受託

　・東京藝術大学吹奏楽クリニック
１１月１９日（土）･２０日(日)

１２月２３日（金・祝）２４日(土)
310 （新井中学校及び文化ホール）

　・東京藝術大学吹奏楽クリニック成果発表演奏会 １２月２４日(土) 350 （文化ホール）

　妙高彩生アート展２０１６ＮＯＷ

　・食とアート ８月４日（木）～１８日（木） 1,500

　文化ホール桜まつり （妙高市新井文化協会） ４月９日(土)・１０日（日） 50 共催（新井市民の広場）

　若き音楽家の世界Vol.8 （上越音楽文化振興会） ４月２４日（日） 600 共催

　第３０回久比岐野合唱フェスティバル （久比岐野合唱連盟） ６月１２日(日） 1,000 共催

　絵本作家サトシンさん おはなし会 （新潟県教育委員会） ７月３日（日） 76 共催（ふれあいホール）※図書館事業

　打楽器の響演２０１６～ありがとう 山口先生～ （寸分道リズムアンサンブル） ８月２８日（日） 300 共催

　第８回妙高市民文化祭 音楽芸能発表会 （妙高市文化協会連絡協議会 ） １０月９日（日） 200 共催

　えほんのへやクリスマス会 （えほんのへや） １２月１７日(土) 50 共催（コミセン 大会議室）

　第３５回新井吹奏楽団定期演奏会  （新井吹奏楽団） ４月３日（日） 500 後援

　歌とピアノのジョイントコンサート～愛される調べを集めて～ （ロジナ工房） ６月５日（日） 477 後援（リージョンプラザ上越 コンサートホール）

　納涼盆踊り大会 （妙高市新井文化協会） ８月２０日（土） 200 後援（ふれあい会館正面玄関駐車場）

　邦楽の夕べ （邦楽の調べ実行委員会） ８月２８日(日) 100 後援（ふれあいホール）

　第２回妙高アート展（妙高アート展実行委員会） １０月８日（土）～９日（日） 120 後援（妙高ふれあいパーク）

　中森千春＆本間優おしゃべりコンサート （ロジナ工房） １０月１６日（日） 48 後援（上越文化会館 中ホール）

⑤妙高市文化ホール開館３５周年に向けた事業

　オペラ「景虎（仮題）」作曲・台本コンペティション １０月１日(土)～平成２９年２月１５日(水) 作曲：根本卓也氏　台本：江尻裕彦氏・根本卓也氏



事　業　名 実　施　日
参加及び
来場者数

備　　考

⑤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(金)～

平成２９年３月３１日(金)
47,730

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(金)～
平成２９年３月３１日(金)

33,219

　新井ふれあい会館
４月１日(金)～

平成２９年３月３１日(金)
56,548

　妙高市図書館
４月１日(金)～

平成２９年３月３１日(金)
124,236

（貸出総数)

◆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(金)～

平成２９年３月３１日(金)
200

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(金)～

平成２９年３月３１日(金)
2,496

　新井ふれあい会館
４月１日(金)～

平成２９年３月３１日(金)
6,086



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　平成２７ 年度事業報告及び収支決算の承認

平成２８年５月２６日 第２号議案　平成２８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３号議案　評議員選定委員会に対する評議員候補推薦の件

第２回
第１ 号議案　理事長（代表理事）及び副理事長（業務執行理事）選定の件

平成２８年６月１ ０日

第３回 第１ 号議案　平成２９年度事業計画について

平成２９年３月２１ 日 第２号議案　平成２９年度収支予算について

第３号議案　職員給与等規程の一部改正

（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　平成２７ 年度事業報告及び収支決算の承認

平成２８年６月１ ０日


