
公　演　名 会場 内容と事業目的 参加者数

1
アンジェラ・アキ
コンサートツアー2014(主催)

4月12日 （土） 大
Ｊポップ歌手アンジェラ・ア
キによるコンサート（鑑賞事
業）

1,023

2
フルーティスト横田美穂コンサート
（共催）

4月25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)

125

3
「おかあさんといっしょ ポコポッテ
イトとあそぼ！」(主催)

5月10日 （土） 大

未就学児童家族対象のNHK・E
テレ番組「おかあさんといっ
しょ」のキャラクターショー
（2回公演）（鑑賞事業）

1,285

4 「フォレスタ」コンサート(主催) 5月16日 （金） 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）

969

5
鴻巣新進アーティスト応援コンサー
ト「オーヴァー・ザ・レインボウ
volumeⅩ」（自主事業）

5月30日 （金） 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)

88

6 福田こうへいコンサート(主催) 6月5日 （木） 大
民謡出身の演歌歌手福田こう
へいによるコンサート（鑑賞
事業）

982

7
ラディスラフ・コズデルカ
トランペット・リサイタル(主催)

6月20日 （金） 小

チェコ・フィルハーモニー管
弦楽団の首席トランペット奏
者ラディスラフ・コズデルカ
によるリサイタル（鑑賞事
業）

83

8
中山英二ワールドトライアングル
ジャズコンサート（共催）

6月28日 （土） 小

ベース、ピアノ、フルートに
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）

114

9 秋川雅史コンサートツアー(共催) 7月13日 （日） 大
テノール歌手 秋川雅史による
リサイタル（鑑賞事業）

727

10 夏期和太鼓講座（共催） 大・小

日本太鼓協会講師による和太
鼓の講座(申込者数28名)（全5
回）（参加事業）

140

11

ヴィルトゥオーゾ音楽の森・夏
（「オウル・ピアノ・クインテット
による『真夏の夜の森』」）（自主
事業）

7月26日 （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）

103

（１）文化センター事業

実施日

7月19日～8月23日

事　業　の　概　要

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。



公　演　名 会場 内容と事業目的 参加者数

12 ミュージカル「王様と私」(共催) 8月18日 （月） 大
松平健主演によるミュージカ
ル公演（鑑賞事業）

1,037

13
おおとり寄席①
「一龍斎貞水の立体怪談」(共催）

8月22日 （金） 小
人間国宝の一龍斎貞水による
立体怪談（鑑賞事業）

55

14
米村でんじろうサイエンスショー
(主催)

8月30日 （土） 大
児童に人気の科学者米村でん
じろうによる実験ショー（2回
公演）（鑑賞事業）

686

15 さくまひできコンサート(共催) 9月13日 （土） 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）

432

16
太鼓祭inクレアこうのす第8回東日本
大会(共催)

9月15日 （月祝） 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）

1,077

17
アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ
第18回定期演奏会（自主事業）

10月4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)

777

18 南こうせつコンサート(主催) 10月29日 （水） 大
ニューミュージック歌手南こ
うせつによるコンサート（鑑
賞事業）

977

19
おおとり寄席②
「柳家権太楼独演会」（共催）

10月31日 （金） 小
落語家の柳家権太楼による独
演会（鑑賞事業）

88

20 第六回体験能楽講座（主催） 小

シテ方金春流能楽師の政木哲
司講師による能楽初心者のた
めの体験講座（全5回）（参加
事業）(申込者数23名)

115

21
デュークエイセスリサイタル〈感謝
還暦〉（主催）

11月29日 （土） 大
男声コーラスグループ
「デュークエイセス」による
リサイタル（鑑賞事業）

434

22
綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ
2014（共催）

12月5日 （金） 大
漫談師 綾小路きみまろのトー
クライブ（鑑賞事業）

1,280

23 第九演奏会(共催) 12月21日 （日） 大

「第九合唱団」と東京交響楽
団によるベートーヴェン作曲
交響曲第9番「合唱」の演奏
（鑑賞事業）

851

実施日

11月10日～12月15日



公　演　名 会場 内容と事業目的 参加者数

24 第三回新春こうのす能狂言公演(主催) 大

能楽師政木哲司氏（シテ方金
春流能楽師）ほかと狂言師山
本泰太郎氏による能・狂言の
公演（鑑賞事業）

389

25 週末よしもと(共催) 大 お笑いのライブ（鑑賞事業） 942

26
ヴィルトゥオーゾ音楽の森・冬「後
期ロマン派室内楽」（自主事業）

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）

103

27 冬期和太鼓講座（共催） 大・小

日本太鼓協会講師による和太
鼓の講座(申込者数26名)（全5
回）（参加事業）

130

28
おおとり寄席③
「三遊亭鬼丸プロデュース落語会」
（主催）

小
落語家の三遊亭鬼丸プロ
デュースによる落語会（鑑賞
事業）

191

29 第十五回おおとり寄席（主催） 大

落語・色物など（出演：林家
正蔵、桂文治　柳家喬太郎
立川生志　林家二楽）（鑑賞
事業）

267

30
「クレアの森　音楽パートナープロ
ジェクト」(共催：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中学校へ
の出張演奏や弦楽器講師派遣
事業（芸術振興事業）

1,323

平成27年
1月12日(月祝)

平成27年
1月24日(土)

平成27年
1月24日(土)

平成27年
1月31日(土)～
3月15日(日)

実施日

平成24年度　自主事業等19公演　　共催12公演

総参加者数 14,095　　　　　　大ホール事業18事業　小ホール事業12事業 

　　　　　　※ホール外事業1事業　　　　計31事業

平成25年度　自主事業等17公演　　共催14公演

総参加者数 13,753　　　　　　大ホール事業17事業　小ホール事業12事業 

   　       ※ホール外事業2事業　　　　計31事業

平成27年
3月22日(日)

6月～11月(4校)

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 

   　       ※ホール外事業1事業　　　　計30事業

平成27年
1月31日(土)


