
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

　宮 信明セレクション落語会

　・vol.3 桂 宮治・入船亭小辰 二人会 ７月２１日（日） 120 （コミセン 大会議室）

　・vol.４ 春風亭昇々・柳家緑太 二人会 ９月１日（日） 100 （コミセン 大会議室）

　・vol.5 春風亭正太郎・柳亭市童・三遊亭わん丈 年忘れ三人会 １２月１５日（日） 150 （ふれあい会館 ふれあいホール）

　オペラ「白狐」日本語版（全３幕）

　・公演 １１月１７日（日） 896

　・白狐合唱団練習 ７月１１日（木）～１１月７日（木） 参加 46名 全１７回

　・こぎつね合唱団練習 ８月２４日（土）～１１月９日（土） 参加 12名 全９回

　《関連行事》

　・第34回国民文化祭／第19回障害者芸術文化祭 開幕50日前イベント参加 ７月２７日（土） 参加 28名 （オーレンプラザ）

　・第４１回あらいまつり 大民謡流し参加 ８月３日（土） 参加 14名

　須川展也 吹奏楽塾 in 妙高

　・成果発表コンサート＆須川展也演奏会 令和2年３月２２日（日） 中止

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～令和２年３月 延べ 451名

　・サンクス高田招待演奏 ６月８日(土） 参加 18名 サンクス高田（上越市）

　・「フレンドシップコンサート」参加 ６月２３日(日） 参加 18名 見附市文化ホール

　・「第3２回久比岐野合唱フェスティバル」参加 ７月７日(日） 参加 19名 上越文化会館

　・「スプリングコンサート２０２０」 令和２年３月１５日(日) 中止

　妙高市民劇団空志童 ４月～令和２年３月 延べ 360名

　・「ふるさと食の文化祭 妙高あらい うまいもんまつり 街祭2019」参加 ９月２８日（土） 参加 10名 さん来夢あらい広場

　・「高田さくら園出前公演」 １０月１９日（土） 参加 6名 高田さくら園（上越市）

　スタインウェイをマイピアノに！ ４月～令和２年３月 延べ 124名

　マイマリンバ！ ４月～令和２年３月 延べ 名1

　はじめて軽音クラブ ４月～令和２年３月 延べ 126名
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《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

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」

　・「ハープ＆フルート＆ギター」 出演＝山浦文友香（ハープ）、ケルトナ（フルート、ギター） ５月３日（金・祝） 120 （ホワイエＢ）

　・「フォークソング」 出演＝Cherry Lane ６月２１日（金） 150 （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６日（土） 100 （ホワイエＢ）

　・「トロンボーン四重奏」 出演＝トワイライト・トロンボーンカルテット ９月１８日（水） 130 （ホワイエＢ）

　・「ピアノ四重奏」 出演＝アンサンブル･オビリー １０月２日（水） 150 （ホワイエＢ）

　アウトリーチ公演（ピアノ三重奏）

　・保育園･こども園アウトリーチ １０月２日（水）・３日（木） 212 （コミセン 大会議室）

　「演劇クエスト 冒険を始めるためのワークショップ」　講師＝藤原ちから、住吉山実里 ７月２７日（土）・２８日（日） 参加 24名 （コミセン 会議室ほか）

　越智雄磨セレクション vol.2

　・MYOKO SKOOL -ダンシング・モンスター-　出演＝児玉北斗、越智雄磨 ９月２２日（日） 100 （大ホール舞台）

　・児玉北斗ダンスワークショップ（一般公募） ９月１５日（日） 参加 16名 （大ホール舞台）

　・地域交流企画 児玉北斗ワークショップ（ダンス教室出前） ９月１６日（月・祝） 参加 10名 エコール・ド・バレエSARA（上越市）

　みょうこうファミリーまつり＆出会い～子育て応援フェア ５月２６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 2,000 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 令和２年２月２３日(日) 参加 100名

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

　Ｍｙｏｋｏ軽音フェスティバル２０２０ ８月２５日（日） 300

　妙高演劇フェスティバル １２月７日(土)・８日(日) 300

　妙高和太鼓フェスティバル 令和２年３月８日(日) 中止

　妙高彩生アート展２０１９

　・あそび心がモノを生かす ７月２７日（土）～８月２５日（日） 2,550

　市民企画　「さぎ草球根無料配布会」 ４月２９日（月・祝） 30

　市民企画　「第１５回あらいさぎ草展」 ８月１５日(木)～１６日(金) 200 （コミセン １階通路）

　上杉三郎景虎四百四十回忌法要記念　乃至政彦講演会 ４月２９日（月・祝） 80 （勝福寺本堂）

　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
９月２１日（土）･２２日(日)

１０月１９日（土）・２０日(日)
198 （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 １０月２０日(日) 350 （文化ホール）

　上越地区学校合唱大会兼ＮＨＫ学校音楽コンクール上越地区予選大会（上越音楽教育研究会） ７月３１日（水） 1,000 共催

　えほんのへやクリスマス会 （えほんのへや） １２月７日(土) 50 共催（コミセン 大会議室）



事　業　名 実　施　日
参加及び
来場者数

備　　考

　渡部瞳サクソフォーンリサイタル（渡部瞳） ４月２０日（土） 400 後援

　納涼盆踊り大会 （妙高市新井文化協会） ８月１８日（日） 200 後援（ふれあい会館正面玄関駐車場）

　新井ロータリークラブ創立６０周年記念事業「三浦雄一郎氏講演会」（新井ロータリークラブ） ９月２９日（日） 800 後援

　第３９回新井吹奏楽団定期演奏会 （新井吹奏楽団） １２月１５日（日） 500 後援

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
平成３１年４月１日(月)～

令和元年３月３１日(火)
36,316

　新井総合コミュニティセンター
平成３１年４月１日(月)～

令和元年３月３１日(火)
28,135

　新井ふれあい会館
平成３１年４月１日(月)～

令和元年３月３１日(火)
44,228

　妙高市図書館
平成３１年４月１日(月)～

令和元年３月３１日(火)
115,259

（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
平成３１年４月１日(月)～

令和元年３月３１日(火)
3,010

　新井総合コミュニティセンター
平成３１年４月１日(月)～

令和元年３月３１日(火)
2,484

　新井ふれあい会館
平成３１年４月１日(月)～

令和元年３月３１日(火)
5,894

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３０年度事業報告及び収支決算の承認

令和元年５月２８日 第２号議案　令和元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　就業規則の一部改正

第４号議案　臨時職員等の雇用等に関する規程の一部改正

第５号議案　嘱託員の雇用等に関する規程の一部改正

第２回 第１号議案　令和２年度事業計画について

令和２年３月１７日 第２号議案　令和２年度収支予算について

第３号議案　評議員選定委員の選任について

第４号議案　職員給与等規程の一部改正

第５号議案　事務局長の任命について

（２）評議員会開催状況

開　催　年　月　日 会　議　内　容

第1回

令和元年６月１８日
　第１号議案　平成３０年度事業報告及び収支決算の承認の件
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