
公　演　名 会場 内容と事業目的 参加者数

1 チェロアンサンブル「ユイット」コンサート 4月13日 (土) 小
8台のチェロによるアンサンブルグループ
「ユイット」によるコンサート（鑑賞事
業）

160

2 美根ゆり香コンサート(共催） 4月20日 (土) 小
地元アーティスト美根ゆり香のコンサート
（鑑賞事業）

75

3
フルーティスト横田美穂サードアルバム発売記念
コンサート（共催）

4月26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

4 劇団四季ミュージカル「桃次郎の冒険」（共催） 5月3日 (金祝) 大
劇団四季による家族対象のミュージカル
（鑑賞事業）

546

5
KIRIN presents  ベスト オブ レ・フレール
ｉｎ 鴻巣

6月7日 (金) 大
兄弟ピアノデュオ「レ・フレール」による
コンサート（鑑賞事業）

516

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volumeⅨ」

6月8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)

161

7 しまじろう　おとぎのくにのだいぼうけん 6月16日 (日) 大
未就学児童の家族対象のキャラクター
ショー（2回公演）（鑑賞事業）

1,451

8 美輪明宏「ロマンティック音楽会」 7月5日 (金) 大
歌手美輪明宏によるコンサート（鑑賞事
業）

1,049

9 和太鼓講座①（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23名)（全5回）（参加事業）

180

10
ヴィルトゥオーゾ音楽の森（「夏休みの始まりは
シューベルト」）

7月20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）

114

11 ベンチャーズ　ジャパン・ツアー2013（共催） 8月9日 (金) 大
結成６０周年のロックバンド「ベンチャー
ズ」のコンサート（鑑賞事業）

563

12
シエナ・ウインド・オーケストラ　鴻巣公演
「シエナ×青島広志in CLEA」

8月31日 (土) 大
プロ吹奏楽団「シエナ・ウインド・オーケ
ストラ」によるコンサート（鑑賞事業）

637

13 さくまひできコンサート（共催） 9月16日 (月祝) 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）

344

14 春風亭昇太・林家たい平　二人会（共催） 9月21日 (土) 大
落語家の春風亭昇太と林家たい平による落
語の公演（鑑賞事業）

409

15
由紀さおり・安田祥子ファミリーコンサート
～うたが咲いてます～（共催）

9月27日 (金) 大
歌手由紀さおりと安田祥子の童謡コン
サート

669

16
アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ第17回定期演
奏会

10月5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)

640

17 第5回体験能楽講座 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（申込者数23
名）（全5回）（参加事業）

115

実施日

8月4日～9月14日

10月11日～
12月9日

事　業　の　概　要

１．文化芸術の振興に関する事業

（１）文化センター事業

　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

18 初心者向けお箏ワークショップ（共催） ※

鴻巣出身の箏奏者大谷祥子氏を中心講師と
する箏演奏の体験講座（全5回）（申込者数
７名）（参加事業）（※会場はリハーサル
室）

35

19
鴻巣ルネッサンス講演会　～箕田源氏をたずねて
～（講師：中谷周氏(脚本)ほか）(共催）

11月9日 (土) 小
 邦楽ふれあいコンサート「箕田源氏起
つ！」(12月14日）に先立ち行った講演会
（芸術振興事業）

120

20
千住 明アンサンブルコンサート
～glee  心を合わせて、声を合わせて～

11月30日 (土) 大
作曲家千住明と地元合唱団 鴻巣少年少女合
唱団との共演によるコンサート（鑑賞事
業）

431

21
邦楽ふれあいコンサート「箕田源氏起つ！」
（共催）

12月14日 (土) 小
鴻巣出身の箏奏者大谷祥子氏プロデュース
による語りと箏演奏の公演（２回公演）
（芸術振興事業）

388

22 第二回新春こうのす能・狂言公演 大
能楽師政木哲司氏（シテ方金春流能楽師）
ほかと狂言師野村万蔵氏による能・狂言の
公演。（鑑賞事業）

507

23 栗コーダーカルテットファミリーコンサート 大
NHK教育番組「ピタゴラスイッチ」のテーマ
音楽等を担当するリコーダーを中心とした
演奏グループのコンサート（鑑賞事業）

226

24
ヴィルトゥオーゾ音楽の森（「室内楽『冬物語
2』」） 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）

63

25 和太鼓講座②（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23名)（全5回）（参加事業）

115

26 ミニおおとり寄席 小
古典落語公演「おおとり寄席」の前のプレ
公演（出演：三遊亭鬼丸ほか）（鑑賞事
業）

93

27 第十四回おおとり寄席 大
落語・色物など（出演：林家木久扇、三遊
亭兼好、柳家花緑ほか）（鑑賞事業）

288

28 TSUKEMENコンサート 大
ヴァイオリン２・ピアノ１の編成のグルー
プ「TSUKEMEN」によるコンサート（鑑賞事
業）

425

29 水森かおり　ふれあいコンサート 大
演歌歌手水森かおりによるコンサート（鑑
賞事業）

875

30 爆生！お笑いin鴻巣（共催） 大
漫才やコントのお笑いライブ。サンド
ウィッチマン・ナイツほか出演

1,240

31 「クレアの森カルテット」のおんがく教室(共催) ※
市内小学校へクラシックの出張演奏(大芦・
広田・吹上・共和・屈巣)(芸術振興事業)
（※会場は各校体育館）

1,193

           　 大ホール事業19事業　小ホール事業14事業 

   　         ※ホール外事業１事業　　　　　　　　　　計34事業

11月5日～
12月10日

6月～11月(5校)

2月9日～3月23
日（全5回）

平成26年
1月13日(月祝)

平成26年
1月25日(土)

平成26年
2月8日(土)

平成26年
2月9日(日)

平成26年
3月9日(日)

平成26年
3月15日(土)

平成26年
3月22日(土)

実施日

平成26年
3月23日(日)

平成23年度　　自主事業等19公演　　共催15公演

18,933総参加者数

           　 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

総参加者数 14,095

平成24年度　　自主事業等19公演　　共催12公演

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


