
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

　須川展也 吹奏楽塾 in 妙高

　・サクソフォンアンサンブル公開レッスン＆模範演奏会 １１月１日（水） 200

　・成果発表コンサート＆須川展也演奏会 平成３０年３月４日（日） 400

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３０年３月 310

　・「第3１回久比岐野合唱フェスティバル」参加 ６月１１日(日） 9 糸魚川市民会館

　・「第6回寺町まちづくりフェスティバル」参加 １０月１日(日） 12 サンクス高田

　・「フレンドシップコンサート」 １０月９日(月・祝） 200

　・「スプリングコンサート２０１８」 平成３０年３月１８日(日) 150

　妙高ヴァイオリン教室 ４月～平成３０年３月 128

　・妙高夏の音楽祭 ８月２０日(日) 100

　・妙高春の音楽祭 平成３０年３月１８日(日) 40 （コミセン 大会議室）

　妙高市民劇団空志童 ４月～平成３０年３月 350

　・「ふるさと食の文化祭 妙高あらい うまいもんまつり 街祭2017」参加 ９月３０日（土） 20

　スタインウェイをマイピアノに！ ４月～平成３０年３月 140

　マイマリンバ！ ４月～平成３０年３月 15

　文化ホールはじめて教室（初級楽器＝ギター、ドラム） ４月～平成３０年３月 112

　・Ｍｙｏｋｏ軽音フェスティバル 平成３０年３月２１日（水・祝） 400

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」

　・「チューバ＆ユーフォニアム」 出演＝チューバマンショー ５月２５日（木） 150 （ホワイエＢ）

　・「テノール＆ピアノ」 出演＝猪村浩之（テノール）、木村裕平（ピアノ） ６月３日（土） 130 （ホワイエＢ）

　・「チェンバロ＆フルート」 出演＝八百板正己（チェンバロ）、齋藤孝久（フルート） ７月７日（金） 170 （ホワイエＢ）

　・「ヴァイオリン＆ギター」 出演＝牧田由起（ヴァイオリン）、池田延弘（ギター） ９月５日（火） 130 （ホワイエＢ）

　・「弦楽五重奏」 出演＝アンサンブル･オビリー ９月２０日（水） 130 （ホワイエＢ）

　・「Ｊａｚｚ」 出演＝サウンド オブ ゴリラ ９月２6日（火） 120 （ホワイエＢ）

　・「バリトン＆ピアノ」 出演＝上野正人（バリトン）、布施美穂（ピアノ） １０月２２日（日） 130 （ホワイエＢ）

　・「番外編／妙高三人娘＆ピアノ」 出演＝渡部瞳（サキソフォン）、京谷ひとみ（マリンバ）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山瑞生（クラリネット）、細田優花（ピアノ）

１１月２１日（火） 150 大ホール

平成２９年度 公益財団法人妙高文化振興事業団事業報告

《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。



事　業　名 実　施　日
参加及び
来場者数

備　　考

　アウトリーチ公演（弦楽五重奏）

　・保育園･こども園アウトリーチ ９月２０日（水）・２１日（木） 196 （コミセン 大会議室）

　妙高Pavilion

　・落語入門　講師＝宮信明、出演＝桂宮治、入船亭小辰 ９月２４日（日） 150 （コミセン 大会議室）

　・コンテンポラリーダンス入門　講師＝越智雄磨、出演＝伊藤キム １１月１２日（日） 70 （文化ホール 舞台）

　・コンテンポラリーダンス ワークショップ　講師＝伊藤キム １０月８日（日） 24 （コミセン 大会議室）

　みょうこうファミリーまつり ５月２８日（日）

　・オトハコ ファミリーコンサート 400 大ホール

　・屋台村＆創作体験コーナー 1,000 及びホワイエＢ

　須川展也 吹奏楽塾 in 妙高

　・須川展也氏による指導会
１１月１日（水）・

平成３０年２月２４日（土）・３月４日（日）
480 （新井中学校音楽堂・文化ホール舞台）

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９日(土)、１０日(日) 260

　妙高和太鼓フェスティバル 平成３０年３月１１日(日) 550

　市民企画　「さぎ草球根無料配布会」 ４月２３日(日) 30

　市民企画　「第１２回あらいさぎ草展」 ８月１６日(水)～１７日(木) 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２０１７「情熱のオペラ『カルメン』妙高スペシャルセレクション」 １２月３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
６月１７日（土）・２４日（土）・

７月１日（土）
13

　・デッサンコース 講師＝伊藤将和
６月２０日（火）・２７日（火）・

７月４日（火）
14

　小学校芸術鑑賞教室（１～３年）　「名探偵！山田コタロウ」（劇団うりんこ） ９月１日（金） 709

　小学校芸術鑑賞教室（４～６年）　「夜明けの落語」（劇団うりんこ） 6月１３日（火） 726

　中学校芸術鑑賞教室　「リア王」（人形劇団ひとみ座） ６月１２日(月） 767

　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
１０月７日（土）･８日(日)

１２月２３日（土・祝）２４日(日)
316 （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(日) 370 （文化ホール）

　妙高彩生アート展２０１７

　・あそび心がモノを生かす ８月１日（火）～１０日（木） 1,700

　第９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８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１６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） １１月２５日（土） 550 後援

　納涼盆踊り大会 （妙高市新井文化協会） ８月２０日（日） 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２６日(土) 100 後援（ふれあいホール）

妙高市より受託（小学校７校、中学校３校・全３公演）



事　業　名 実　施　日
参加及び
来場者数

備　　考

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」作曲 平成30年1月8日初稿完成

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(土)～

平成３０年３月３１日(土)
53,443

　新井総合コミュニティセンター
４月１日(土)～

平成３０年３月３１日(土)
30,868

　新井ふれあい会館
４月１日(土)～

平成３０年３月３１日(土)
52,724

　妙高市図書館
４月１日(土)～

平成３０年３月３１日(土)
116,737
（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(土)～

平成３０年３月３１日(土)
200

　新井総合コミュニティセンター
４月１日(土)～

平成３０年３月３１日(土)
2,675

　新井ふれあい会館
４月１日(土)～

平成３０年３月３１日(土)
3,671

妙高市より指定管理者として受託

妙高市より指定管理者として受託



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２８年度事業報告及び収支決算の承認

平成２９年５月３０日 第２号議案　平成２９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３０年度事業計画について

平成３０年３月２７日 第２号議案　平成３０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

平成２９年６月１３日
第１号議案　平成２８年度事業報告及び収支決算の承認
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