
公　演　名 会場 内容と事業目的 参加者数

1
フルーティスト横田美穂コンサート
（共催事業：(有)デイブレイク）

4月22日 （金） 小
地元アーティスト横田美穂によ
るフルートコンサート（芸術振
興事業)

128

2
美根ゆり香コンサート2016 inクレア
こうのす（共催事業：月光レコー
ズ）

5月14日 （土） 小
地元アーティスト美根ゆり香に
よるコンサート（鑑賞事業）

60

3
アースミーティングキャラバン鴻巣
（共催事業：（一財）日本太鼓協
会）

5月15日 （日） 大
鴻巣出身の箏奏者大谷祥子氏率いる
筝の団体演奏と和太鼓グループ「鬼
太鼓座」の演奏（鑑賞事業）

512

4
山吉理恵子ソプラノリサイタル（共
催事業：山吉理恵子）

5月21日 （土） 小
鴻巣市出身のソプラノ歌手山吉
理恵子によるコンサート（芸術
振興事業）

115

5
鴻巣アーティスト応援コンサート
「オーヴァー・ザ・レインボウ
volumeⅫ」（自主事業）

5月28日 （土） 小
鴻巣近隣及び所縁の音楽家によ
るコンサート（芸術振興事業)

137

6
ヴィルトゥオーゾ音楽の森・夏
ヴィルトゥオーゾ音楽の森・冬
（自主事業）

7月21日／1月28日
（木）
（土）

小
アンサンブル鴻巣ヴィルトゥ
オーゾ団員によるトークと室内
楽（芸術振興事業）　2公演

221

7
太鼓祭inクレアこうのす第10回東日
本大会(共催事業：（一財）日本太鼓
協会）

9月4日 （日） 大
日本太鼓協会主催による和太鼓
大会（東日本代表選出大会）
（鑑賞事業）

1,125

8
中山英二＆ピーター・マドセンジャ
ズコンサート（共催事業：E N
JAPAN）

9月9日 （金） 小

熊谷市在住のベーシスト中山英二に
よるジャズコンサート。地元箏演奏
家の武田明美氏もゲスト出演（鑑賞
事業）

104

9 小野リサコンサート（主催事業） 9月11日 （日） 大
ボサノヴァ歌手小野リサによる
コンサート（鑑賞事業）

728

10
平賀美樹サクソフォンリサイタル
（共催事業：平賀美樹）

9月17日 （土） 小
鴻巣市出身のサクソフォン奏者
平賀美樹によるコンサート（芸
術振興事業）

125

11
さくまひできコンサート(共催事業：
㈱さくまミュージックオフィス)

9月22日 （木祝） 大
地元アーティストさくまひでき
によるコンサート（鑑賞事業）

463

12
川中美幸40周年記念コンサート（共
催事業：アイエムオープロモーショ
ン）

9月27日 （火） 大
演歌歌手川中美幸によるコン
サート（鑑賞事業）2回公演

1,630

13
アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ
第20回定期演奏会（自主事業）

10月15日 （土） 大
アンサンブル鴻巣ヴィルトゥ
オーゾ定期公演（芸術振興事業)

265

14 第八回体験能楽講座（主催事業） 大小
金春流能楽師の政木哲司による能楽
初心者のための体験講座（全5回）
(申込者数14名)（参加事業）

70
11月7日（月）～
12月12日（月）

１．文化芸術の振興に関する事業

　公益財団法人鴻巣市施設管理公社では、優れた文化・芸術に接する機会と場を提供すること
により、文化・芸術の振興を目的とし、自主事業等を実施しました。実施状況は次のとおりで
す。

（１）文化センター事業

実施日

事　業　の　概　要



公　演　名 会場 内容と事業目的 参加者数

15
劇団わらび座ミュージカル「げんな
い」（主催事業）

11月23日 （水祝） 大
劇団わらび座による平賀源内を
題材にしたミュージカル（鑑賞
事業）

405

16
伊勢正三＆イルカコンサート（主催
事業）

12月4日 （日） 大
歌手イルカと「なごり雪」を作
詞作曲した伊勢正三によるジョ
イントコンサート（鑑賞事業）

1,037

17
第五回新春こうのす能・狂言公演(主
催事業)

平成29年
1月9日

(月祝) 大
能楽師政木哲司氏（金春流能楽師）
ほかと狂言師野村万作氏による能・
狂言の公演（鑑賞事業）

512

18
おおとり寄席   ①「三遊亭鬼丸の会」
②「桂文三・桃月庵白酒 東西競演」
③「柳家喬太郎独演会」（主催事業）

小
人気落語家プロデュースによる
落語会や独演会 3公演

482

19
よしもと新春爆笑まつりin鴻巣(共催
事業：㈱よしもとクリエイティブ・
エージェンシー)

平成29年
1月15日

(日) 大
お笑い芸人によるライブ（鑑賞
事業）

1,130

20
和太鼓講座（共催事業：（一財）日
本太鼓協会）

大小
日本太鼓協会講師による和太鼓
の講座（全5回）(申込者数34名)
（参加事業）

170

21
美輪明宏ロマンティック音楽会
（主催事業）

平成29年
2月24日

(金) 大
シャンソン歌手美輪明宏による
コンサート（鑑賞事業）

942

22 TSUKEMEN LIVE 2017（主催事業）
平成29年
3月11日

(土) 大
ヴァイオリン２名とピアノ１名
のグループ「TSUKEMEN」による
ライブ（鑑賞事業）

349

23 Kiroroコンサート（主催事業）
平成29年
3月12日

(日) 大
ＪポップデュオKiroroによるコ
ンサート（鑑賞事業）

979

24
三山ひろしコンサート2017（共催事
業：アイエムオープロモーション）

平成29年
3月15日

(水) 大
演歌歌手三山ひろしによるコン
サート

922

25 フォレスタコンサート(主催事業)
平成29年
3月26日

(日) 大
合唱団「フォレスタ」による唱
歌、童謡、懐メロ等のコンサー
ト（鑑賞事業）

823

26
「クレアの森　音楽パートナープロ
ジェクト」(共催事業：教育委員会)

※

アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ
団員等による小学校への出張演奏
（当該年度予定４校）（芸術振興事
業）

1,664

平成29年1月14日(土)
2月19日(日)

3月20日(月祝)

   　       ※ホール外事業1事業　　　　計30事業

平成28年度　自主・主催事業13公演　　共催13公演　　

実施日

15,098　　　　　　大ホール事業15事業　小ホール事業10事業 

   　       ※ホール外事業1事業　　　　計26事業

6月～11月(4校)

平成29年
1月15日(日)～
3月4日(土）

平成27年度　自主事業等17公演　　共催13公演　　

総参加者数 15,350　　　　　　大ホール事業19事業　小ホール事業10事業 

   　       ※ホール外事業1事業　　　　計30事業

平成26年度　自主事業等16公演　　共催14公演　　

総参加者数 16,793　　　　　　大ホール事業17事業　小ホール事業12事業 

総参加者数


