
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：有限会社デイブレイク）

4月25日 （土） 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)

170

2
劇団四季ファミリーミュージカル
「むかしむかしゾウがきた」
（共催：劇団四季）

5月4日 （月祝） 大
劇団四季によるミュージカル「む
かしむかしゾウがきた」の公演
（鑑賞事業）

675

3
美根ゆり香コンサート2015 inクレア
こうのす（共催：月光レコーズ）

5月9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）

89

4
アースミーティングキャラバン鴻巣
（共催：（一財）日本太鼓協会）

5月9日 （土） 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）

736

5
クローバー・サクソフォン・クヮル
テット　リサイタル（主催）

5月23日 （土） 小

サクソフォン四重奏グループ「ク
ローバー・サクソフォン・クヮル
テット」によるリサイタル（鑑賞
事業）

88

6
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
volumeⅩⅠ」（自主事業）

5月30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)

149

7
たにけんのファミリーコンサート(主
催)

6月21日 （日） 大

NHK教育(Eテレ)子ども向け番組
「フック ブック ロー」に出演の
歌手 谷本賢一郎の家族対象コン
サート（鑑賞事業）

696

8
鴻巣市民手作り第九演奏会
（共催：手作り第九演奏会実行委員
会）

6月28日 （日） 大

「鴻巣市民手作り第九演奏会実行
委員会」との共催によるベートー
ヴェン作曲交響曲第9番「合唱」
の演奏（鑑賞事業）

885

9
DRUM TAO 「百花繚乱　日本ドラム絵
巻」(主催)

7月14日 （火） 大
和太鼓グループ「ＴＡＯ」による
コンサート（鑑賞事業）

627

10
ヴィルトゥオーゾ音楽の森・夏
（「ヴァイオリン・ヴィオラ　夏の
陣！」）（自主事業）

7月25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

11
ザ・ニュースペーパー　ライブ（共
催：東京労音府中センター）

8月22日 （土） 大
コント集団「ザ・ニュースペー
パー」によるコントライブ（鑑賞
事業）

417

12
ファミリーコンサート
オーケストラで聴くジブリ音楽（主
催）

9月5日 （土） 大

アニメ制作会社「スタジオジブ
リ」制作の映画の名曲コンサート
出演：井上あずみ　ほか（鑑賞事
業）

640

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。

（１）文化センター事業

実施日



公　演　名 会場 内容と事業目的 参加者数

13
中山英二＆ピーター・マドセン ジャ
ズコンサート（共催：E.N.JAPAN）

9月12日 （土） 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）

87

14
朗読劇「わりなき恋」（共催：㈱サ
ンライズプロモーション東京）

9月16日 （水） 大
女優岸惠子による朗読劇（鑑賞事
業）

749

15
太鼓祭inクレアこうのす第９回東日
本大会(共催：（一財）日本太鼓協
会）

9月20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

16
さくまひできコンサート(共催：株式
会社さくまミュージックオフィス)

9月22日 （火祝） 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）

422

17
25周年記念 BEGIN（ビギン） コン
サート2015（主催）

10月4日 （日） 大
Jポップグループ「ビギン」コン
サート（鑑賞事業）

1,040

18
アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ
第19回定期演奏会（自主事業）

10月10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)

621

19
「フォレスタコンサートinこうのす
～ふたたび～」(主催)

11月12日 （木） 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）

827

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）(申込者数14名)
（参加事業）

70

21
大野雄二＆Lupintic Five with
Fujikochan's LUPIN JAZZ LIVE（主
催）

12月6日 （日） 大
ジャズピアニスト大野雄二率いる
グループによるジャズの演奏（鑑
賞事業）

760

22
第四回新春こうのす能狂言公演(主
催)

平成28年
1月11日

(月祝) 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）

385

23
ウィーン・サロン・オーケストラ
ニューイヤーコンサート2016（主
催）

平成28年
1月12日

（火) 大

オーストリアの室内オーケストラ
「ウィーン・サロン・オーケスト
ラ」によるニューイヤーコンサー
ト（鑑賞事業）

328

24
冬期和太鼓講座（共催（一財）日本
太鼓協会）

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43名)
（参加事業）

215

25
ヴィルトゥオーゾ音楽の森・冬
「真・室内楽」（自主事業）

平成28年
2月6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）

71

26
ミニおおとり寄席「三遊亭鬼丸プロ
デュース落語会」（主催）

平成28年
2月20日

(土) 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）

184

実施日

11月24日（月）
～12月21日
（月）

平成28年
1月16日(土)～

3月21日(月祝）)



公　演　名 会場 内容と事業目的 参加者数

27 第十六回おおとり寄席(主催)
平成28年
3月12日

(土) 大

落語家の立川談笑・桂文治・柳亭
市馬・三遊亭好楽、漫才の宮田
陽・昇による寄席公演（鑑賞事
業）

365

28
よしもと爆笑まつりin鴻巣(共催：株
式会社よしもとクリエイティブ・
エージェンシー)

平成28年
3月20日

(日) 大 お笑いのライブ（鑑賞事業） 1,014

29 TSUKEMEN LIVE 2016（主催）
平成28年
3月26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）

491

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（当該年
度予定４校）（芸術振興事業）

1,321

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

10月～11月(4校)

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

実施日


