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公益財団法人浜松市文化振興財団　概要

設置目的（定款第3条）
芸術及び文化（以下「芸術文化」という。）の提供、交流、創造及び発信を行うこと並び
に市民・地域の芸術文化活動の支援をとおして市民文化向上及び地域社会の活性化に資
することを目的とする。

事業内容（定款第4条）
（1）芸術文化事業の企画、運営及び提供に関すること。
（2）芸術文化活動の支援及び交流の促進に関すること。
（3）芸術文化の振興を担う人材の育成に関すること。
（4）芸術文化に関する情報の収集及び提供に関すること。
（5）地域社会の活性化に資する事業の実施に関すること。
（6）浜松市の行う芸術文化事業の受託及び協力に関すること。
（7）芸術文化活動拠点の整備及び運営に関すること。
（8）芸術文化資源の調査、保存、活用及び継承に関すること。
（9）その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

概　　要
名 称 公益財団法人浜松市文化振興財団
所 在 地 〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町111番地の1
設立年月日 1993年7月21日（2005年4月1日に財団法人アクトシティ浜松運営財団より
  名称変更。2012年4月1日に公益財団法人に移行。）
基本財産 2,139,768,397円（平成27年3月31日現在）
沿 革 1986年2月　財団法人浜松市文化協会設立
 1993年7月　財団法人アクトシティ浜松運営財団設立
 2005年4月　事業統合より、財団法人浜松市文化振興財団に名称変更
 2007年4月　財団法人浜松市浜北振興公社の解散に伴う一部事業の承継
 2012年4月　公益財団法人認定
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公益財団法人浜松市文化振興財団の取り組み
当財団は、特色ある浜松市の文化の基盤に立った文化活動を展開するほか、文化に関する人、
モノ、情報が集まり、交わり、発信するプラットホームづくりを推進し、文化の担い手となる市民
の満足度を高め、文化がまちの活力を生む創造性豊かな浜松市の実現に寄与してまいります。

4つの柱
公益財団法人浜松市文化振興財団が取り組む事業の4つの柱。
当財団では、開催する事業を目的別に4つに分類して取り組んでいます。

育
育てる
芸術文化への喚起、育成、生涯学習の支援
⃝市民の文化的な満足度の向上 ･････････････････････････････定款第4条（1）.（2）
⃝次代の文化を担うこどもたちの育成 ･････････････････････････定款第4条（3）
⃝市民の文化活動の自立に向けた支援 ････････････････････････定款第4条（2）.（5）
⃝国際的に活躍する芸術家の育成 ･･･････････････････････････定款第4条（3）

創
創る
新しい文化の創造と展開
⃝新しい文化の開拓と世界への発信 ･･････････････････････････定款第4条（1）.（5）
⃝優れた文化・芸術活動の企画、運営、提供 ････････････････････定款第4条（1）
⃝「創造都市」「音楽の都」の実現への寄与 ･････････････････････定款第4条（5）

交
交わる
地域、異文化交流の場を創出　芸術文化の発信と発展に寄与
⃝地域施設を運営拠点とした事業展開、拠点間の交流促進 ･･･････定款第4条（7）
⃝市民、行政、企業などの間で実施される芸術文化活動の調整等を行う
　中間支援機能の発揮 ･････････････････････････････････････定款第4条（6）
⃝文化・芸術活動や情報の拠点となるプラットホーム機能の充実 ･･･定款第4条（2）
⃝都市間交流、コンベンションの振興 ･･････････････････････････定款第4条（5）

伝
伝える
培われた文化を次世代へ繋げるための啓発
⃝特色ある文化の保存、継承、発展 ･･･････････････････････････定款第4条（4）.（8）
⃝浜松市に関連する文化人の顕彰 ･･･････････････････････････定款第4条（3）.（8）

02 Hamamatsu Cultural Foundation



［ 芸術文化への喚起、育成、生涯学習の支援 ］

1964年に発足した児童会館少年音楽隊を母体に、“音楽のまちづくり”
を推進する浜松市が1994年に設立した、小学校3年生から高校3年生
で構成されるオーケストラと合唱団。
音楽を通じ豊かな感性を備え、次世代のまちづくりを担う青少年の育成
を目的としている。団員はそれぞれ約100名。年2回の定期コンサート
の他、市内施設での依頼演奏など幅広く活動。
両団が互いに協力しステージを共にする浜松ならではの特徴をもった音
楽活動にも取り組んでおり、新実徳英氏の「ぼくは雲雀」、「3つのアヴェ・
マリア」、保科洋氏の「ファンタジア・四季」など、オーケストラと合唱
の合同曲を積極的に取り上げた。

生涯学習音楽指導員が子どもたちに音楽指導を行う講座として開催。
「洋楽教室」、「邦楽教室」、「吹奏楽教室」の3教室からなり、「洋楽教室」
ではジャズコーラスを中心とした構成、「邦楽教室」では、箏を使って「さ
くら舞曲」などを演奏。「吹奏楽教室」は、小学生を対象に初心者でも
気軽に楽器に触れ、演奏する楽しみを味わう機会を設けたほか、中学生
を対象に大編成の合奏を楽しむ機会を設けた。

12月には成果発表の場としてフェスティバルを開催。セミナーに学生ボラ
ンティアとして参加した浜松市立高等学校筝曲部、浜松海の星高等学校
吹奏楽部、静岡文化芸術大学SUAC Wind Ensembleもゲスト演奏を行
い、音楽のジャンルや世代の幅広いコンサートとなった。フィナーレでは、
出演者総勢398名による「上を向いて歩こう」の合唱を行った。

育てる
出会いから生まれる好奇心、成長は学びの中に
ジュニアオーケストラ浜松・ジュニアクワイア浜松

子ども音楽セミナー（全12回）＆フェスティバル  2014.12.14
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育てる

市民がコンサート制作に必要な知識を学び、演奏家と聴衆を繋
ぐ役割としての音楽イベント主催者を育成するための講座。
実践的な開催ノウハウを学習し、自主企画コンサートを開催。
過去の修了生には文化団体を組織したり、独自のコンサート企
画を開催する人材を多数輩出している。

受講生自主企画コンサート
2015.2.7 ハーモニカ JAZZ LIVE 田中光栄バンド ～魂の息吹～

浜松市音楽文化名誉顧問である原信夫氏ほかシャープス＆フラッツの元メンバーを
講師に迎え、音楽団体に対してクリニックを行い、地域の音楽団体の演奏技術向
上と活性化、全国的に活躍できる音楽家を担う人材の育成、音楽文化（ジャズ）
の振興、浜松市所有のジャズ楽譜の活用を目的として開催。
講師が練習会場に赴いてクリニックを行い一般公開した。元城小学校・中部中学校
（２校合同）、篠原中学校、入野中学校、浜松工業高校が参加。

指揮者の田久保裕一氏による指揮法講座。
一般音楽愛好家を対象に室内楽曲と合唱曲
を利用して、指揮法を基礎から学んだ。
最終日には発表の場として実際に室内楽団、
合唱団を指揮した。

広いジャンルと様々な視点から題材を取り上げ、より音楽を身近
に親しむことができるように各音楽ジャンルでプロとして活動され
ている講師を招き、トークを中心に展開する音楽初心者向けの講
座を開催。

2014. 6.21 いま、管楽器の世界が面白い!!～浜松国際管楽器アカデミー&フェスティヴァル２０年に寄せて～

2014. 7. 5「光の語り」をもとめて～琵琶は暗い音楽じゃない～
2014. 9.20 作曲家の仕事
2014.11.22 コンサートマスターの仕事

2014.12.20 世界のオペラハウスがやって来た～ミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場引越公演の舞台裏～

シューベルトの歌曲とその他のオーケストラ、室内楽、器楽など
の作品を中心に分析しながら、その魅力に迫る企画をし、講師に
よる解説のほか、第２回、第３回についてはテーマにそくしたミニ
コンサートを開催した。
「知られざるシューベルト音楽の魅力」
2014. 6.20 劇音楽と宗教音楽
2014. 6.27 ピアノ音楽の魅力～ソナタと小品
2014. 7. 4 リートと歌曲主題による室内楽

主催者育成セミナー（全12回）

原信夫のジャズクリニック（全3回）

指揮法講座（全3回）

音楽アラカルト（全5回）

シリーズ「音楽探訪」（全3回）
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［ 芸術文化への喚起、育成、生涯学習の支援 ］

国内外の著名なピアニストを教授として迎え、
世界で活躍できるピアニストを育成。公開レッ
スンや教授によるレクチャーコンサートのほか
演奏の技術以外にプロ演奏者として必要な知
識を学ぶ講習会、国際コンクールを実体験で
きる模擬コンクールを開催。
コンクールの模様はインターネットにてライブ
配信された。

［教授］
中村紘子（音楽監督・日本）
ボリス・ペトルシャンスキー（ロシア・イタリア）
ミヒャエル・クリスト（オーストリア）
ウラディミル・トロップ（ロシア）
奈良希愛（日本）

第19回浜松国際ピアノアカデミーコンクール入賞者
　第１位　高木　竜馬
　第２位　石田　成香
　第３位　クスィアゼク・クシシュトフ（ポーランド）
　第４位　キム・チェウォン（韓国）
　第５位　太田　糸音
ＭＰＡ(モースト・プロミッシング・アーティスト)
　青木　佳那（浜松市）
　椿田　和輝

小・中学校を対象に合唱団指導者が学校に赴
き合唱指導を行うほか、コンクール出場校を
対象に発声法を学ぶ講座、ＮＨＫ全国学校音
楽コンクールの課題曲を題材にした指導者向
けの講座、小学校から一般団体までを対象と
したクリニック形式の講座を開催した。

市内ほか近郊で活躍している音楽家を学校や
音楽団体へ派遣。
声楽、和楽器、金管・木管楽器、打楽器、
鍵盤楽器、指揮、リトミックほか多ジャンルの
講師が団体の指導をした。

音楽監督に保科洋氏を迎え、吹奏楽指導者向
けに全日本吹奏楽大会の課題曲を用いて吹奏
楽の楽曲分析についての講座を開催するほか、
「浜松市小学校合同吹奏楽団」や「浜松市
中学校選抜吹奏楽団」、中学校吹奏楽部を対
象として、小学生はパート別講座と、小・中学
生を対象とした合奏法を学ぶ講座を開催した。

第19回浜松国際ピアノアカデミー
2015.3.6~3.15

音楽指導者派遣事業
（全251回）

合唱セミナー
（派遣指導全56回、講習会全3回）

吹奏楽セミナー
（全12回）
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育てる

見て、聞いて、触れて。そして、世界が広がる
第20回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル  2014.8.4~8.9

オルガンミニコンサート（全5回）

修了生公演事業（全22回） 浜松市楽器博物館　教育・研修

浜松市オルガン講座
「第5回オルガンのパイプを作ってみよう！」
  2014.8.26

アクトシティ浜松開館20周年記念
「オルガンにふれてみよう」
  2014.11.30

世界一流のアーティストを講師に迎え、世界で活
躍できるプレイヤーの育成を目的とした。
パート別レッスンのほか講師や選抜受講生によるコ
ンサートを開催。受講生のうち優秀者はアクトシ
ティ音楽院主催の修了生公演事業「第12回浜松
若きヴィルトォーゾコンサート」に出演した。

アクトシティ浜松中ホールの雰囲気とパイプオ
ルガンの音色を、多くの皆さまに気軽に味わっ
てもらうため、無料で短時間のコンサートを開
催。延べ1,425人が来場。

アクトシティ音楽院の各講座を受講した修了生
に演奏の機会を提供した。

夏休みに、小学生～中学生向けのワークショッ
プを開催。本物のオルガンの仕組みを学びな
がら紙でパイプを作成。
2回開催し、71名が参加。

アクトシティ浜松開館20周年を記念して、オル
ガンにふれ演奏してもらう企画を実施。
小学1年生から大人まで35名が参加。

学芸員実習、インターンシップ
研修、教員研修、中学生職場
体験を45人受け入れた。
また展示室を活用した中学校
の国際理解教育校外授業を共
同実施した。
60人の生徒がインドネシア・
ジャワ島の「ガムラン」の演奏
体験や、展示楽器についての
調べ学習と発表を行った。
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［ 芸術文化への喚起、育成、生涯学習の支援 ］

第14回こども音楽鑑賞教室  2015.2.25~2.26  

第19回浜松吹奏楽大会
2015.3.21~3.22
吹奏楽の普及とレベルの向上を目的とし、毎
年開催している全国規模の事業。
「全国中学生交流コンサート」では、全国大
会でも実績のある学校を招き、中学校、浜
松選抜バンドと交流を行った。「第27回全
日本高等学校選抜吹奏楽大会」は、「吹奏
楽の甲子園」とも呼ばれ、高校生の若さあ
ふれる演奏を通し夢と希望と感動を表現す
る。今年度も全国から選び抜かれた優秀な
吹奏楽部16校が集結し、素晴らしい音色を
大ホールいっぱいに響かせた。
この他、浜松駅前での「プロムナードコンサー
ト」や「交流会」などのイベントも同時開催
した。

小学５年生を対象に、プロのオーケストラ演奏を鑑賞する機会を
提供。
リコーダーによる「威風堂々」をオーケストラと合奏、またオーケ
ストラ伴奏による「浜松市歌」の全員合唱などを行った。
指揮：渡邊一正 演奏：浜松フィルハーモニー管弦楽団
ソプラノ：田上知穂 ナレーション：野相悠（FM Haro!アナウンサー）
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育てる

発見・驚き・感動・探究心
浜松科学館　講座・イベント

第19回おや！なぜ？横丁～サイエンス・アベニュー～　
2014.12.13~12.14

浜松科学館　特別展「ふしぎ体験  忍者屋敷」　
2014.7.19~8.31

ノーベル物理学賞受賞記念 天野浩 青色ＬＥＤ研究の足跡  2014.12.25~2015.1.18

週末を中心にサイエンスショーやミニ実験を開催。科学に対する
来館者の好奇心の喚起に努めた。また、工作や実験を楽しむ80
余りの講座やイベントを実施。
企業や大学の協力を得て、子どもから大人まで、ものづくりや科
学を楽しく学んでいただいた。

「ものづくりのまち・浜松」を代表する企業や地域の大学、高校、中学校、
愛好者の団体、サイエンスボランティアの協力により38の体験型ブース
を出展し、楽しい実験や科学工作を通じて、科学やものづくりの疑問に
答えた。

戦国時代の諜報集団として活躍した忍者にスポットを当て、彼ら
の変幻自在な行動を現代の科学で疑似的に体験できるようにした。
42,000人余りが来場し、真夏のふしぎ体験イベントとして楽しん
でいただいた。

浜松市出身の天野浩氏がノーベル物理学賞を
受賞したことを記念し、研究内容がどのような
ものであったのか、その青色LED研究の歴史
と、LED照明が登場するまでの灯りの歴史を
紹介。またLEDの効能や有効利用事例を紹介
した。
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［ 芸術文化への喚起、育成、生涯学習の支援 ］

浜松こども館　特別プログラム

浜松こども館
土日プログラム「わくわくスタジオ」

（全38回）

浜松こども館
平日プログラム「いっしょにあそぼ～ヨチヨチちゃんと～」

（全18回）

多世代が遊びを通して交流し、自分たちの力で遊びを創り、広げていくこ
とを目的に、子どもたちの長期休暇に合わせて、全館を使って、テーマに沿っ
た遊びプログラムを実施。

2014. 8. 1～8 .22 夏休み特別プログラム「からだスイッチ」参加者数5,759人

2014.12.20～
 2015. 1. 4

冬休み特別プログラム
「笑・笑・笑（ゲラゲラゲラ）～笑う門には～」
参加者数2,293人

2015. 3.21～ 4. 4 春休み特別プログラム「さがしものはなんですか」参加者数3,939人

子どもたちの自由な発想を大事にしながら、身近にある様々
な素材や現象をテーマに、ワークショップを通して、驚き、
発見、出会いを体感するプログラムを年間を通じて実施。
開催プログラム「染め紙あそび」、「たてによこにカップ」、「ど
うなる？！カップくん」、「なにいろのせかい？」歩行ができるようになった乳幼児が親子で楽しく運動遊びを行うことにより、心

身の健全な発達を促す年間プログラム。母親同士の交流の場を設けることで
子育てに関する情報交換やリフレッシュの場ともなっている。

09Hamamatsu Cultural Foundation



育てる

目の前で、手が届くところで
浜松市楽器博物館　移動博物館 イベントサポーターズ

浜松科学館　出張授業「ＧＯＧＯおもしろサイエンス」
浜松こども館　移動こども館～にこにこベビーマッサージ～

浜松こども館　ボランティア

小学校での移動楽器博物館。学校内にミニ楽器博物館を設営し、ク
ラス単位で児童に博物館職員がお話や体験指導を行い、楽器と世界
の文化について楽しく学ぶ時間を提供した。中川、泉、西気賀小学校
にて、述べ9日間1,103人の児童が参加。

財団が主催・運営する文化イベントの当日運営に、イベントサポーター
（ボランティアスタッフ）を派遣する制度。文化芸術に関心があり、ボラ
ンティア精神で協力してくださる方にサポーターとして活動していただくこ
とで、より市民に根付いた文化イベントを開催し、音楽の都づくりへの市
民の関心を高めていくことを目的としている。
登録者19名、活動イベント71件、述べ活動人数148名。

遠隔地を中心に、25の小学校・特別支援学校にて出張サイエンス
ショーを実施し、科学のふしぎさやおもしろさを伝えた。
参加者述べ2,092人。

来館の機会が少ない周辺地域に赴き、こども館でも実施している、助
産師によるベビーマッサージ、子育ての小話、子育て相談を開催。
[会場 ]浜北区：プレ葉ウオーク　北区：浜松市教育会館
　　　西区：イオン志都呂ショッピングセンター

開館以来、市民参加型施設として、社会人、中高生ボランティアがこ
ども館運営に参画している。26年度からは新たに大学生ボランティア
が活動を始めた。活動は、プログラムのサポート、おりがみなどの伝
承遊び、裁縫やガーデニング、遊びサポートなどそれぞれの特技を生
かしたものとなっており、職員とともにより良い遊び環境をつくる存在と
なっている。延べ活動人数2,578人　延べ活動時間6,915時間

浜松科学館　サイエンスボランティア

中学生から大人まで75名が登録し、講座やイベントの運営補助、展
示案内端末の貸出補助を行うほか、自主企画イベント「ボランティア・
コンテナ」を夏の繁忙期に開催し、自らが運営主体となる活動も展開
した。
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［ 芸術文化への喚起、育成、生涯学習の支援 ］

浜松科学館　運営

浜松こども館　運営

次世代の「ものづくりのまち・浜松」を担う青少年の「科
学する心」を育む場所として、1986年（昭和61年）に
開館。
展示場には、触って楽しむ体験型の展示品を中心に
150点ほどの科学探究心をくすぐる展示品が並ぶ。
光学式とデジタル式の二つの投影機を備えたプラネタ
リウムでは、タレント・ミュージシャンのナレーションや
BGMを交えた星空番組と、人気のアニメキャラクターに
よる番組を投影。そのほか自主制作のオリジナル番組を
投影。また、平日の夜間投影プログラム「金曜日のナイト・
プラネ」や、地域の演奏家によるコンサートとセットで鑑
賞する企画「プラネタリウム＆コンサート」では、大人
の方を中心に好評をいただいた。
また教育施設として、小学校の校外学習や中学校の職
場体験学習、大学生や教員の社会活動研修の受け入れ
も行っている。

2001年（平成13年）開館。文化施設としての「遊び場」に加え、平成26年
度からは浜松こども館分室「ここ・い～ら」の貸館業務も開始した。
「遊び場」については、従来通り、「遊び体験を通した子どもたちの豊かな育ち」
をコンセプトに、平日は、ゆったりとした雰囲気の中で乳幼児と保護者、保護者
同士のふれあいを大切にしたプログラムを実施。土日はボランティアを含めた様々
な人たちとの関わりの中で、子どもも大人も遊び込むことのできるプログラムや遊
び環境を創っている。
　こども館分室については、街中にあるメリットを生かした
広報に力を入れるとともに、上階にある「遊び場」とのつ
ながりを生かした活用に取り組んでいる。
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「音楽の都・浜松」から、全国へ、世界へ。
第9回浜松国際ピアノコンクール

第7回浜松市民オペラプレイベント　ブラック・ジャック歌会  2014.9.7

創る

2015年11月の第9回浜松国際ピアノコンクール開催
に向け、6月20日に東京で記者会見を開催。
その後、世界各地のマスコミ、メディア、音楽学校
や音楽団体に向けて出場者募集の告知と発信を行っ
た。
2015年1月16日には海老彰子審査委員長によるピア
ノ・リサイタルを開催。2月1日からは出場者の募集
を開始した。

浜松市民オペラは、1991年浜松市制80周年を記念し開催。以来､ 今回で7回目の上演となる。
手塚治虫原作「ブラック・ジャック」をモチーフに浜松に縁のある作曲家の宮川彬良氏を音楽監督・
作曲に迎え、響敏也氏の書下ろし台本で創作オペラに挑む。
平成26年度は、平成27年8月30日開催の本公演に向けて新作オペラの魅力を伝えるプレイベント
を開催した。
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［ 新しい文化の創造と展開 ］

バンド維新2015　～ウィンド・アンサンブルの現在～  2015.2.21~2.22

和洋奏楽～世代とジャンルを超えた音楽の世界～  2015.2.15

2008年より続く国内外で広く活躍する作曲家
が小編成のウィンド･アンサンブル新作を提供
し､ 浜松市内の中学･高校の吹奏楽部などが
初演するという画期的なイベント｡
2日間にわたって開催され、「作曲家によるレ
クチャーと公開練習」、「作品発表コンサート」
が開催された。また公開初演にあわせてCDと
スコアなどの楽譜も会場で販売された。今回
は、第一線で活躍する8名の作曲家（久石譲、
中川英二郎、真島俊夫、前田憲男、ボブ佐久
間、三宅一徳、猿谷紀郎、北爪道夫）が参加。

財団事業と連携した音楽家や市民団体を集結し、箏、尺八、吹奏楽、合唱、オルガン、
鍵盤ハーモニカと文字通り和と洋の融合により世代やジャンルを超えた舞台を創り、市
民参加型事業の新しい形を提案。
作曲家の北爪道夫氏、新実徳英氏、和田薫氏、尺八の藤原道山氏、オルガンの新山
恵理氏をゲストにお招きし地域の音楽家である生涯学習指導員の協力のもと、これから
の生涯学習の可能性と方向性を追求する全く新しい形のイベントとして開催。
今年は、和田薫氏による新作曲も生まれ、浜松から世界に向けて発信した。
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創る ［ 新しい文化の創造と展開 ］

新たな出会いが未来につながる

サテライトコンサート
2014.8.15

ファイナルコンサート  2014.8.17

浜松世界青少年音楽祭2014  2014.8.15～8.17

プロムナードコンサート
2014.8.15

フレンドシップコンサート
2014.8.16

音楽のまちづくりを進める浜松市が1991年の
初開催から、今回で5回目となる国際的文化事
業｡
この音楽祭では､ アジアを中心とした世界各国、
ユネスコ創造都市ネットワーク加盟都市及び
音楽友好都市から、5か国・地域5団体の合
唱団及び国内28の文化団体を招聘。音楽を
通じて市民及び青少年との交流､ 国際親善を
図るとともに、世界の音楽文化の発展及び市
民の音楽文化の向上と音楽のまちづくりの推進、
さらには“音楽の都・浜松”を内外に発信する
ことを目的に開催した。

浜北文化センター
天竜壬生ホール
雄踏文化センター

アクトシティ浜松  大ホール

浜松市ギャラリーモール　ソラモ

アクトシティ浜松  中ホール
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［ 地域、異文化交流の場を創出、芸術文化の発信と発展に寄与 ］交わる
人が集う、文化が集う、感動が集う

プロムナードコンサート（全24回）

まちなかにぎわいコンサート（全5回）

第12回浜松市民文化フェスティバル

はままつ演劇・人形劇フェスティバル2014
2014.8.25~2015.1.18

31年目を迎えたJR浜松駅前での無料コンサー
ト。毎週土曜日に市内の学校、一般団体が
駅前で演奏するこのコンサートの注目度は高く、
23,600人が訪れた。市民の発表・鑑賞・交
流の機会を提供する場として定着している。

新たに室内楽・管楽アンサンブル、合唱、ジャ
ズなど様々なジャンルの発表の場として、ま
た市民が気軽に音楽に触れる機会を提供した。
3,300人が訪れた。

「音楽の都・浜松」における市民文化の祭典。
地域で活躍する様々な文化団体や学校が成果を発
表する場として開催。吹奏楽、邦楽、合唱、民踊、
日舞、バレエ、詩吟、琵琶など全11部門による公
演に13,600人が来場した。

「観る・体験する」ことから生まれる感動を共有するため、市内で活動している劇
団員が中心となり企画・運営に参加。企画委員会や全体会議など積極的に意見
交換する場を設け、フェスティバルを一から作り上げている。
10回目を迎える今年度は、市内で活躍する劇団による舞台公演のほかに、4つの
ワークショップやコミュニティ・アートの見本市など多彩な事業を展開。地域文化
を脈 と々創造し続ける劇団と、地域住民との出会いを演出するこのフェスティバル
には、3,000人の市民が参加した。
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交わる

目の前で繰り広げられる芸術の数々
アクト・ニューアーティスト・シリーズ（全5回）

アクトシティ浜松　ワンコインコンサート（全5回）

日本の著名なコンクールや世界的な国際コンクールの入賞者など、今後の活
躍が期待される若手アーティストの演奏を、音楽工房ホールを会場とした近い
距離感の中で堪能できる演奏会。
演奏終了後には、来場者と出演者とのアフタートークを実施し、演奏者をより
身近に感じることができる。

ランチタイムに1時間500円で気軽にお
楽しみいただけるカジュアル・コンサー
トシリーズ。
聴きなじみのある曲やアーティストの
オススメ曲などをアーティストの楽しい
トークを交えながらお贈りする。コン
サートを楽しんだ後は、アクトシティ内
の提携レストラン等でサービスを受けら
れるのも楽しみの一つ。

① 2014. 5.25 上野通明 チェロ・リサイタル
　第6回若い音楽家のためのチャイコフスキー国際音楽コンクールにて日本人初の優勝

② 2014. 7.13 上野耕平 サクソフォン・リサイタル
　2011年日本管打楽器コンクールサクソフォーン部門史上最年少優勝

③ 2014. 9.21 長尾春花 ヴァイオリン・リサイタル
　ロン=ティボー、仙台国際等、国内外で数々の賞を受賞

④ 2014.12.14 カラフル・クラシックス クラリネット5重奏
　2009年第6回クラリネットアンサンブルコンクール第1位

⑤ 2015. 2.15 ディナーラ・クリントン
ピアノ・リサイタル
　2013年 第9回パデレフスキ国際ピアノコンクール 第2位
　2006年第6回浜松国際ピアノコンクール奨励賞

① 2014. 6.19 仲道祐子 ピアノ・リサイタル

② 2014. 7. 9 京響ブラス 金管五重奏

③ 2014. 8.13 松田理奈 ヴァイオリン・リサイタル
（親子で楽しむワンコインコンサート）

④ 2014.10. 2 トリオ・サンクァンシュ N響メンバーによる木管三重奏

⑤ 2014.12. 4 平野公崇 サクソフォン・リサイタル

❶

❷ ❸

❹

❺

❶

❷ ❸

❹ ❺
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［ 地域、異文化交流の場を創出、芸術文化の発信と発展に寄与 ］

須川展也
デビュー30周年記念コンサート in 浜松  2014.4.5

演奏生活30周年を迎えた浜松市出身の須川展也によるサクソフォン・
リサイタル。
第1部はピアノとのデュオ、第2部はヤマハ吹奏楽団との共演。

スロヴェニア・マリボール国立歌劇場
オペラ「カルメン」  2014.6.25

辻井伸行　プレミアム・リサイタル  2014.6.28

古典芸能解説者としても大
活躍のアナウンサー葛西聖
司が、映像や資料を使って
「松竹大歌舞伎」公演の演
目の解説や見どころ、歌舞
伎に関する基礎知識、魅力
を紹介。

ウィーンの奥座敷にあり、ヨーロッパの秘宝と謳われているスロヴェニ
ア・マリボール国立歌劇場を招聘してのオペラ公演。

毎年恒例「松竹大歌舞伎」浜松公演。四代目市川猿之助、九代目
市川中車の襲名興行が話題となった。
演目は「太閤三番叟」「襲名披露口上」「一本刀土俵入」。

日本には、世界中の名演奏家が賞
賛を惜しまない、抜群の音響を誇
るコンサートホールが数多くある。
「辻井伸行　プレミアム・リサイタ
ル」は、日本が世界に誇る音響抜
群のクラシック専用ホールで開催さ
れるリサイタル・ツアーで、辻井伸
行の繊細で美しい響きと、世界が
驚嘆するピアノ・テクニックを余す
ことなく堪能できる、まさにプレミ
アムなコンサートとして開催。

歌舞伎をより深く楽しむための
「歌舞伎プレセミナー」  2014.5.14

松竹大歌舞伎  2014.6.5

2012年に花巻の宮澤賢治
記念館で保存されてきた賢
治愛用のチェロを演奏するな
ど、宮澤賢治の音楽に造詣
の深い藤原真理が、満を持
してお贈りするチェロリサイ
タル。

藤原真理
チェロ・リサイタル
2014.4.18

サンリオ ファミリークラシック
リボンの国の音もだち  2014.8.11
サンリオのキャラクターと一緒に楽しむ親子で
楽しめるクラシックコンサート。
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交わる

ブロードウェイ・ミュージカル「フットルース」  2014.9.19

アイルランド・ケルト　アヌーナ  2014.11.23

ブラスト！  2014.9.5～9.6

子どものための読み聞かせコンサート2014
絵本と音楽の世界  2014.9.23

ボリショイ・バレエ「白鳥の湖」
2014.11.30

野村萬斎 監修　アクトシティ 能・狂言  2014.12.13

ブロードウェイでも上演された名作映画「フットルース」の舞台ミュー
ジカル。タイトル“フットルース”や“Hero”、“Almost Paradise”など
80年代の名曲を植木豪、星野真衣、川島なお美、寺泉憲ほか豪華メ
ンバーが披露。

「中世のアイルランドの音楽を現代に蘇らせる」というコンセプトのもと、
1987年にダブリンの作曲家マイケル・マクグリンによって結成された
男女混声の合唱団「アヌーナ」。中世アイルランドの聖歌、大衆的な
伝統歌、オリジナル曲など多彩な楽曲を披露。

アメリカの伝統的ドラム・コ―をショーアップしたエンターテインメント。
「金管楽器」「打楽器」「ビジュアルアンサンブル（ダンサー）」で構
成する驚異的パフォーマンス。

浜松市出身のアナウンサーである松本志のぶさんの朗読と、ハープ奏
者の彩愛玲さんによる浜松オリジナルの子ども向け読み聞かせコンサー
ト。

バレエの代名詞とも言われ、チャイコフスキーが手掛け
た三大バレエの1つ「白鳥の湖」。1877年の初演から
130年あまりの伝統を受け継ぐボリジョイ・バレエ団に
よる世界最高峰の公演。

狂言師 野村萬斎監修による、浜松
オリジナル演出の能・狂言。
大ホールに照明や映像などを駆使し
た非日常的空間が出現。600年を超
える歴史を持つ洗練された伝統芸能
の技法と現代の技術が融合した新し
いスタイルの能・狂言公演。
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［ 地域、異文化交流の場を創出、芸術文化の発信と発展に寄与 ］

支える、つなげる、明日への文化へ
はままつ文化サポート事業

アクトシティ浜松友の会
「ビバーチェクラブ」の運営

情報収集及び情報提供事業

ＨＣＦオンラインショップの運営

浜松市民の文化への関心を高め、自主的な文
化活動の展開と個性的で活力あるまちづくりを
応援するため、市民が自主企画・主催する文
化活動に対して助成金の交付や広報活動の支
援などをするサポート制度。
採択事業数：27事業
助成金額合計：7,242,902円

公演当日、出演者との記念撮影などが当たる会員様
限定の宝くじ「ビバロッテ＊ナンバーズ」を実施。

HCF NEWS、インタビューノートの発行及び
ホームページの運営及びＳＮＳ（facebook等）
を活用した情報発信。

財団主催公演チケット、市内文化団体自主イベン
ト、市内施設公演チケットの販売。

取扱実績
注文件数 販売枚数 販売金額
9,626件 15,828枚 ¥53,373,310

合計人数 会員種別内訳（人）
一般会員 クレジット会員

5,152 3,634 1,518
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交わる

自分を発見できる場所
はまホール  2015.2.1
第6回浜松市民バンドフェスティバル 

浜北文化センター 2015.1.18
第32回浜北寄席「春風亭小朝 独演会」 浜北文化センター

世界のこども劇場2014 2014.8.5

浜北文化センター
ふれあい感謝祭 2014.12.6～12.7

浜北文化センター 2014.6.29
ズーラシアンブラス「音楽の絵本」  

はまホール  2014.8.9
親子でたんけん!!  のぞいてみよう！
はまホールバックステージツアー  

大衆的な伝統芸能の観賞機会の提供として、毎
年恒例の浜北寄席を開催。
芸に定評のある春風亭小朝を迎え２回公演を行
い、終始会場は笑いの渦に包まれた。

グランシップで開催している事業の出前公演。
「スノーアイズ」と「すずの兵隊」の２演目、
５公演を実施。世界中で公演を行っている
劇団の公演をすぐ近くで鑑賞できるとあって、
夏休み中の子どもたちが集まり、大変好評
を得た。

日頃ご利用いただいている皆様に感謝をこめ
て初開催。
フラダンスやクラシックバレエなどのダンスや、
ジャズや吹奏楽の演奏、阿波踊りなどのホー
ル発表のほか、絵手紙や水彩、パステル画
などの絵画、編み物やプラモデルの展示な
ど盛りだくさんの内容となった。

子どもたちの音楽への興味を呼び、動物た
ちが奏でるクラシックやアニメ、童謡を通し
て音楽への関心や感動を提供できるようなコ
ンサートを開催。
鑑賞した子どもたちは終了後、記念撮影に
応じた動物たちと夢中でふれあっていた。

市内で活動する吹奏楽団13団体が出演。
各団体の特色ある演奏に加え、各団体のメ
ンバーによる合同演奏や、来場のお客様に
指揮者を体験する場面を用意。市民バンド
同士の交流の場、また、市民に吹奏楽の楽
しさを感じてもらう機会を提供した。
協力：浜松市民バンド協議会

はまホールの音響室や調光室など、舞台裏
を親子で見学するツアー。はまホールの歴
史も紹介した。

はまホール（浜松市教育文化会館）　運営
市制50周年記念事業の一つとして昭和36年「浜松市
民会館」として建設され、その後平成7年に音楽練習
室などを整備し「浜松市教育文化会館」として再オー
プンした。市民の「研鑽の場」、「発表の場」、「交流の場」
として利用されてきた。事業では「小さなピアニストコ
ンサート」や、市内の吹奏楽団との協力開催事業「浜
松市民バンドフェスティバル」を行った。

浜松市浜北文化センター　運営
浜北地域での、文化・生涯学習の発信
拠点として、子どもから高齢者まで、多く
の市民に親しまれている。
様々な事業を展開し、地域における文化
の発展に大きな役割を果たす。第32回を
迎えた「浜北寄席」や妊娠中・子育て中
の方が気軽に参加できる「ゆるやかコン
サート」は高い評価を得ている。
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［ 地域、異文化交流の場を創出、芸術文化の発信と発展に寄与 ］

クリエート浜松 2014.9.23～9.28
鉄道展 in クリエート  

演奏家派遣事業（全191回）  

クリエート浜松　クリエートの冬まつり  2015.1.24～1.25

クリエート浜松 2015.1.7～1.12
自分史フェスティバル in 浜松  

クリエート浜松 2015.2.15
第5回はままつグローバルフェア

遠州鉄道奥山線が廃線となって50年の節目
の年に、奥山線の駅の跡地に建てられたク
リエート浜松を会場に、奥山線の資料を中
心とする鉄道関連のイベントを開催。
写真等のパネルや貴重な資料展示の他、ジ
オラマ展示及び模型車両の走行、ミニＳＬ
乗車会などを行った。

新東名浜松ＳＡ「ネオパーサ浜松」内のミュージックスポット他での演奏者マッチング事業。
また、「NPO法人こどもたちに音楽を」、「公益財団法人浜松市教育会館」との共催で小・中学校へのプロ演奏家を派遣した。

浜松市中部協働センターと共催し、地域と親密性の図れる形で開催。地域の特産品を扱う店舗
の出店、クリエート利用団体の作品展示や舞台発表、浜松で活動するシンガーソングライター「畑
中摩美」さんの生演奏など、市民の活躍の場を多数提供。

一般社団法人 自分史活用推進協議会と
共催で自分史の普及を目的とした展示会を
行った。自分史本の展示コーナーをメイン
に、無料の講演・講座・ワークショップ等
を開催した。

多国籍商品の展示販売、各国の文化体験
など、国際交流に親しむ機会を提供するイ
ベント。今回はハーフミックスグループ「No 
Side」のライブ、途上国発ブランドを開拓し
た株式会社マザーハウス山口絵理子氏の講
演会等も開催。

クリエート浜松　運営
美術、音楽、舞踊、食、文芸など様々
な文化活動に参加する人々が行き交う
「文化のプラットフォーム」として1988
年に開館。子どもから高齢者まで幅広い
世代の生涯学習の拠点としての役割を
果たす。地域の文化活動活性化のための
「Creative Gala」、その他新しい活用を
見い出す事業を通して、交わりの場づくり
を提供している。
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交わる ［ 地域、異文化交流の場を創出、芸術文化の発信と発展に寄与 ］

場所があるから仲間が集い、交流が生まれる

アクトシティ浜松　運営

アクトシティ大冒険!! 2014.8.5 幻のアクトシティ模型展 2014.9.25～10.31

避難訓練コンサート
2015.3.1

安心してご利用いただける施設運営を目指して

浜松地域における芸術文化の発信拠点として、その使命を果
たすほか、芸術鑑賞、発表会、講演会をはじめとした様々な
文化活動の拠点となっている。財団が培ってきた経験を活かし、
広報活動の支援やチケット受託販売などのサービスの提供を
通して、文化団体の活動をサポート。
また、県内最大級のコンベンション施設として、充実した機能
を活かし、積極的なコンベンション誘致活動を展開。コンベン
ション会場として、国内外から年間10万人以上のお客様をお
迎えし、浜松地域の活性化を目指している。

小学校高学年の親子を対象として、通常では見ることが
できない場所を見学した。
大ホールでは、四面舞台の移動するステージを体験し
たほか、タワーでは階段で高さ212.77mのヘリポートを
目指した。

アクトシティ浜松建設の経緯などを模型やパネルで紹介。
コンペ用に作成された3種類すべての模型が披露された
のは実に24年ぶり。物珍しさに多くの方が足を止めた。

出演 :浜松市消防音楽隊

コンサート中の災害発生を想定した来場者参加型の避難訓練を実施。
市民の方々の協力を得てスタッフの誘導のもと、中ホールからの避難を経験して
いただいた。
日頃から、有事に備え安全な施設運営を目指す。

◆アクトシティ20周年記念事業  2014.10.8 アクトシティ浜松は開館20周年を迎えました。
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［ 培われた文化を次世代へ繋げるための啓発 ］伝える
後世に遺したい大切なモノ
浜松市楽器博物館　運営

浜松市楽器博物館　特別展・企画展

浜松市楽器博物館　講座・ワークショップ

公立としては日本で唯一であり、世界第一級の楽
器博物館。世界の楽器3,300点を所蔵し、1,300
点を常設展示。世界の楽器を平等に紹介すること
をコンセプトに、展示、ヘッドフォンやイヤホンガ
イドによる音の紹介と解説、体験ルームでの演奏
体験と「みる・きく・ふれる」ことができる博物館。
毎日開催されるギャラリートーク、毎週日曜日に開
催される展示室ガイドツアーでは職員が展示楽器
の解説を実施。またレクチャーコンサート、イヴニ
ングサロンコンサートは、世界の楽器を対象に様々
な切り口で展開。楽器や楽器を取り巻く文化的な
背景などの解説を行うことにより、より興味を深め
わかりやすく鑑賞できる機会を提供している。
文化庁や各専門誌等から高い評価を得ている所
蔵楽器を用いたオリジナルＣＤは、50アルバムをリ
リース。その他、特別展、企画展、ワークショッ
プ、講座、国内外フィールドワークなど、楽器をテー
マにした様々な事業を展開している。このような活
動が認められ、民族音楽学分野での優れた功績、
貢献に対して贈られる小泉文夫音楽賞（2014年
度）を受賞。

経済地理学者で世界の民族音楽研究者としても知られる故・江波戸昭氏が収集した、楽器や舞踊をデザインした切手コレクションの企画展「切手に見
る楽器たち～江波戸昭コレクション展」を開催。ご遺族より楽器博物館に寄贈された切手約33,000枚のうち、1,100枚ほどを展示した。
また、夏休みには特別展「バグパイプ博覧会パート2」を開催。世界各地の様々なバグパイプを展示で紹介したほか、関連企画として日本各地のバグパ
イプ奏者総勢45名によるミュージアムサロンコンサート（展示室ミニコンサート）や、バグパイプ製作家によるブース出展を実施。

ワークショップ9事業、講座2事業を開催。韓
国の太鼓チャンゴ、インドネシア・ジャワ島の
ガムラン、ジャワ舞踊などの大人向け体験ワー
クショップのほか、冬には子ども向けとして篳篥、
バンジョー、ポルトガルのアデュフェのワーク
ショップを開催。世界の音楽文化に触れ、より
身近に感じることができる多彩な内容で実施し
た。また、講座は「楽器の中の聖と俗」（全4回）、
歴史的ピアノと作曲家・作品とのつながりを探る
「フォルテピアノとその時代」を開催。
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伝える

浜松市楽器博物館　演奏会

浜松市楽器博物館　調査研究

浜松市楽器博物館　情報発信

レクチャーコンサート9回、イヴニングサロンコンサート6回、ミュージア
ムサロンコンサート44回を開催。京都に伝承する柳川三味線、韓国の
横笛テーグム、アメリカのバンジョー、ビルマの竪琴サウン・ガウ、ア
フリカのバラフォンなど、世界の貴重な音楽芸術を紹介。

浜松市周辺地域の伝統芸能調査・記録として、周智郡森町の天
宮神社に伝わる十二段舞楽を取材。写真と映像にて収録を行った。

博物館の国際組織「世界博物館会議（ICOM）」の楽器
博物館国際委員会（CIMCIM）2014年次会議に出席し、
楽器博物館コレクションシリーズＣＤの取り組みや、所蔵
楽器によるコンサート開催などについて発表。
所蔵楽器の活用、社会への情報発信、教育普及活動に
おいて、その質と量の高さが世界的に評価された。
ＣＤは新たに3種を発売。ガイドブック「楽器博物館活動
案内」（日本語・英語併記）を刊行。
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［ 培われた文化を次世代へ繋げるための啓発 ］

浜松文芸館　運営　

浜松市旧浜松銀行協会（木下惠介記念館）　運営

浜松復興記念館　運営

浜松ゆかりの文芸人たちの顕彰事業として、前
期には「自筆から見る浜松ゆかりの文人たちⅡ」
を開催。「松島十湖」「内田六郎」「小百合葉子」
など、浜松にゆかりのある文人たちの自筆の原
稿や作品を展示した。
後期には、特別収蔵展として「ポスターで見る
浜松文芸館のあゆみ」を開催した。移転を前に、
昭和63年４月の開館以来行われてきた展示会
のポスター76枚と資料を展示し、文芸館のあゆ
みを振り返った。
企画展として、「秋山鐵夫の絵と詩で紡ぐ癒し
の空間」を開催。浜松市在住の秋山氏の絵画
41点とそれぞれの絵画に添えられた詩を紹介し
た。優しい色づかいの絵画と、温もりとユーモ
アにあふれた詩文が、展示室内に独特な世界
を創り出した。
また、文学講座や俳句・短歌・川柳等の入門
講座、子供のための講座など全21講座と講演
会・朗読会を実施するとともに、浜松市民文芸
60集の発行を通して、文芸文化の拡大、深化
に努めた。

浜松市指定有形文化財である旧浜松銀行協会は1930年に建てられ、浜松出身で旧銀行協会を設計した建築家・
中村與資平を紹介する資料室と、日本が誇る映画監督・木下惠介の功績を称える記念館を併設。
特に木下惠介記念館は、木下惠介の顕彰とゆかりの資料の収集・保管・展示を行うとともに、アートホールにて木
下惠介監督作品や地元応援の映画を上映（15回開催、2,076名参加）。映画「二十四の瞳」公開60年記念コン
サート（156名参加）や監督の実話を元にした生誕100年記念映画「はじまりのみち」上映と原監督のトーク(160
名参加 )を実施。幅広い年齢層、県外のみならず海外からの入場者も増加した。

戦災から現代へと続く浜松の昭和史を知る施設として昭
和63年に開館。戦災資料など実物資料をはじめ、写真・
図書など合わせて約1,500点を所蔵。これまで「戦災資
料館」としてのイメージが強かったが、戦後資料の展示を
増やすことで、新たな来館者を増やすよう努力している。
また、浜松戦災遺族会と連携し、市内小中学生向けに戦
災体験を語る「語り部事業」を行い、戦争の悲惨さ、平
和の尊さを伝えている。
夏には特別展「写真と資料で見る 浜松懐かしの昭和30
年代展」を開催。高度経済成長まっただ中の昭和30年
代の浜松の様子、人々の暮らしなどを生活用品などの実
物資料と、当時の市内を写した懐かしい写真で紹介した。
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伝える

浜松文芸館 2014.4.1～7.21
特別収蔵展「自筆から見る浜松ゆかりの文人たちⅡ」

木下惠介記念館 2014.4.1～2015.3.31
映画「二十四の瞳」公開60年記念特別展

浜松復興記念館 2014.7.29～8.31
特別展「写真と資料で見る 浜松懐かしの昭和30年代展」

「松島十湖」「内田六郎」「小百合葉子」など、浜松にゆかりの
ある文人たちの自筆の原稿や作品を展示。
自筆だから伝わる迫力、繊細さを感じていただいた。

アメリカの権威あるゴールデングローブ賞等国内外の賞を多数受
賞した国民的映画「二十四の瞳」公開60年を記念して特別企
画展を開催。映画のポスターやトロフィー、台本等多数展示した。

高度経済成長まっただ中の昭和30年代の浜松の様子、人々の暮
らしなどを生活用品などの実物資料と、当時の市内を写した懐か
しい写真で紹介した。

クリエート浜松への移転を前に、今まで行われてきた収蔵展・企
画展のポスター76枚と関係資料を展示することで、広く市民の皆
様に文芸館のあゆみを振り返っていただいた。

日頃来館する機会のない方に映画鑑賞機会を創出するために、
市内協働センターや老人福祉施設等で上映会を開催。448名参
加。

昭和の浜松を「浜松まつり」「昭和20年代」「新幹線とオリンピッ
ク」「市民会館が完成した頃」と各回毎にテーマを決め市内の様
子を写真で紹介した。

木下惠介記念館　出張上映会（全８回）

浜松復興記念館
昭和の浜松　写真展（全4回）

浜松文芸館 2014.11.18～2015.3.3
特別収蔵展「ポスターで見る浜松文芸館のあゆみ」
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平成 26 年度事業活動報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

１ 芸術文化公演の企画、運営及び提供 

（１）鑑賞型公演の実施 

事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
入場率(%) 内  容 

■アクト・ニューアーティスト・シリーズ (クラシック界注目の若手演奏家によるアクトシティ独自のシリーズ企画。全5 回) 

 No.93 上野通明 (チェロ) 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 

5/25 200 90.9
09 年若い音楽家のためのチャイコフスキーコ

ンクール日本人初優勝。 

No.94 上野耕平 

（サクソフォン） 
7/13 184 83.6

11 年日本管打楽器コンクール史上最年少優

勝。 

No.95 長尾春花 

（ヴァイオリン） 
9/21 216 98.2

ロンティボー国際コンクール、仙台国際コンク

ール上位入賞。掛川市出身。 

No.96 カラフル・クラシックス 

（クラリネット 5 重奏） 
12/14 199 90.5 08 年クラリネットアンサンブルコンクール優勝

No.97 ディナーラ・クリントン 

（ピアノ） 
2/15 191 86.8

第6 回浜松国際ピアノコンクール奨励賞。 

13 年パデレフスキ国際コンクール第2 位。 

■ワンコインコンサート(平日11:30～12:30 に開催、500 円の格安料金で入場できる新シリーズ企画。全5 回(特別企画含む)) 

 

仲道祐子 (ピアノ) 

アクトシティ浜松 

中ホール 

6/19 730 78.7 浜松オリジナルの曲目構成で、安価で一流ア

ーティストの演奏を披露する企画。平日ラン

チ時に開催。クラシックの垣根を下げ、より多

くの市民に音楽に親しんでいただくことがで

きた。また、アクトシティ浜松内レストランと企

画提携し、アクトシティの施設活性化にも貢

献。 

京響ブラス 7/9 653 70.4

松田理奈 （ヴァイオリン） 8/13 662 71.3

N 響メンバー（木管アンサンブル） 10/2 864 93.3

平野公崇（サクソフォン） 12/4 720 77.8

須川展也 

デビュー30 周年記念コンサート 

アクトシティ浜松 

中ホール 
4/5 782 78.8

浜松出身の世界的サクソフォン奏者須川展也

の 30 周年記念コンサート。 

共催：コンサートイマジン＊ 

藤原真理 チェロ・リサイタル 
アクトシティ浜松 

中ホール 
4/18 839 84.6

NHK大河ドラマ「八重の桜」エンディングテー

マを演奏した藤原真理が同作品や「セロ弾き

のゴーシュ」などを披露。 

ディズニー・ライブ！ 

ミッキーのザ☆マジックショー 

(3 回公演) 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
4/22 3,000 66.7

ディズニーキャラクターたちがマジックショー

を繰り広げるエンターテイメントショー。 

共催：静岡第一テレビ＊ 

葛西聖司・歌舞伎プレセミナー 

アクトシティ浜松 

コングレスセンター 

41会議室 

5/14 311 77.6

「松竹大歌舞伎」開催にあたって、歌舞伎の

楽しみ方、見どころを紹介し、本公演へ向け

て理解を深めるともに購買促進に貢献。 

松竹大歌舞伎 (2 回公演) 
アクトシティ浜松 

大ホール※ 
6/5 3,156 96.7

恒例の松竹大歌舞伎浜松公演。市川猿之助

他、豪華演者陣が出演。 

スロヴェニア 

マリボール国立歌劇場オペラ 

「カルメン」  

アクトシティ浜松 

大ホール 
6/25 1,658 95.7

名門歌劇場による引っ越し公演。浜松での海

外歌劇場の本格的なオペラは、当財団のみ

が継続して実施。特別協賛：中部ガス 

辻井伸行プレミアム・リサイタル 
アクトシティ浜松 

中ホール 
6/28 975 96.9

ヴァン・クライバーンコンクール日本人初優

勝。全国で厳選されたホールのみを巡回す

る特別公演。共催：インタースペース 

第9 回はましんファミリーコンサート 

 演奏：浜松交響楽団 

アクトシティ浜松 

中ホール 
7/27 729 73.6

ファミリーを対象としたクラシックコンサート。

共催：浜松信用金庫ほか 
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事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
入場率(%) 内  容 

サンリオ・ファミリークラシック 

（2 回公演） 

アクトシティ浜松

大ホール※ 
8/11 768 34.2

サンリオキャラクターとプロの演奏家による親

子のための音楽会。 

共催：テレビ静岡 

ブラスト！（2 回公演） 
アクトシティ浜松

大ホール 
9/5,6 3,856 85.7

ブラス、パーカッション、ヴィジュアルアンサ

ンブルが魅せる超絶技巧と究極のアンサン

ブル。共催：静岡第一テレビ 

ブロードウェイ・ミュージカル 

「フットルース」 

アクトシティ浜松

大ホール※ 
9/19 556 37.9

挿入歌の数々がヒット曲となった映画のミュー

ジカル版。共催：静岡朝日テレビ 

絵本と音楽の世界（2 回公演） 
アクトシティ浜松

音楽工房ホール
9/23 345 86.3

絵本を投影し、朗読と演奏で物語を演出する

オリジナル企画。朗読：松本志のぶ 

ディズニー・オン・クラシック 
アクトシティ浜松

大ホール 
10/10 2,203 97.6

ディズニー映画などから生まれた名曲の数々

をオーケストラで演奏。大人から子供まで気

軽に本格的なオーケストラの演奏を提供。 

共催：K-mix、静岡第一テレビ 

第23 回ハママツ・ジャズ・ウィーク 
アクトシティ浜松

大ホール他 

10/18～

10/26 
13,140 ---

23 年目を迎えるジャズ恒例イベント。学生バ

ンドから世界的ミュージシャンが出演する数

多くのイベントを開催。 

主催：浜松市、ヤマハ、静岡新聞社 

アイルランド・ケルト「アヌーナ」 
アクトシティ浜松

中ホール 
11/23 753 76.1

当財団初のケルト音楽企画として、アイルラン

ド・ケルトの遺産を受け継ぐ神秘のコーラスグ

ループ「アヌーナ」を招聘。アイルランド聖歌

から大衆的な伝統歌、オリジナル曲まで多彩

なプログラムを展開。 

ロシア国立ボリショイ・バレエ 

「白鳥の湖」 

アクトシティ浜松

大ホール 
11/30 1,757 94.7

240 年の歴史を刻むロシア名門バレエ団の引

っ越し公演。平成6 年のアクトシティ開館記念

上演時と同バレエ団・同演目再演。アクトシテ

ィ浜松開館20 周年を飾る大型事業となった。

スロヴァキア国立放送交響楽団 

＆清塚信也 

アクトシティ浜松

大ホール※ 
12/5 721 46.8

中欧を代表する交響楽団と人気ピアニスト清

塚信也の協演。 

共催：コンサート・ドアーズ＊ 

野村萬斎 能と狂言 
アクトシティ浜松

大ホール※ 
12/13 1,472 96.0

音と映像で能・狂言をわかりやすく、楽しく演

出する当財団オリジナルプログラム。平成 23

年度に実施した演出をスケールアップし、古

典芸能に触れる機会を提供。 

合  計 28 事業 41,640 80.3  

※印 大ホール中規模(1・2 階席)で開催 

＊印 マネジメント共催（公演の現地業務を担い、公演開催リスクを負わない共催形態） 
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２ 芸術文化事業の調査、情報収集及び情報提供 

（１）アクトシティ浜松友の会「ビバーチェクラブ」の運営  

( )内は前年度 3 月末実績 

合計人数(人) 
会員種別内訳(人) 

一般会員 クレジット会員 

5,152 

(5,244) 

3,634 

(3,700) 

1,518 

(1,544) 

 

（２）広報活動 

① 財団ウェブサイトホームページの運営 ( http://www.hcf.or.jp/)  

 

② 情報誌「HCF News」発行(部数12,000 部、年4 回、平成27 年3 月末時点で第16 号まで発行) 

・財団事業紹介、浜松市内で活動する文化団体の紹介、浜松市内の飲食店紹介等。 

 

③ インタビュー誌「インタビューノート」発行(部数5,500 部、年7 回発行) 

・主催公演出演者に職員がインタビュー取材を実施。誌面発行後、ウェブサイト上に拡大版も掲載。 

 

④ 平成25 年度事業活動報告書の発行、配布。活動紹介映像の制作、配布及びウェブサイト上での公開。 

 

⑤ アクトシティ内デジタルサイネージの運用 

・財団事務室、市民ロビー他での映像による事業広報。 

・駅ビル メイ・ワン レストラン街ロビー、遠鉄ビジョンでの放映。 

 

⑥ 事業チラシ・ポスター等の製作、配布及び各種広告・広報媒体への掲出 

 

（３）ＨＣＦオンラインショップの運営 

・チケットのほか、CD・DVD・書籍などをオンラインで販売。 

・アクトシティチケットセンター、はまホールにチケット販売専用端末を設置・販売。 

 

■オンラインショップチケット取扱実績(平成26 年4 月～平成27 年3 月末) ※ネット予約のみ 

 

【取扱商品】 

・市内文化団体自主イベント、市内施設公演チケット、財団主催公演チケット 

・バンド維新等の財団主催事業の関連製品(CD、楽譜) 

・浜松市楽器博物館製作の CD・DVD コレクション  

・浜松文芸館、木下恵介記念館出版書籍 

 

（４）アクトシティ浜松 インフォメーション・チケットセンターの運営 

 取扱公演数 注文件数 販売枚数 販売金額 

一般販売 314 件 1,433 件 2,688 枚 12,068,740 円 

友の会販売 111 件 2,027 件 3,458 枚 19,427,374 円 

合計 425 件 3,460 件 6,146 枚 31,496,114 円 
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３ 芸術文化活動の支援及び交流の促進 

（１）文化振興事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

第45 回 

日本吹奏楽指導者クリニック 
アクトシティ浜松

5/16～ 

18 
12,947

学校及び一般音楽指導者を対象とした講座・コンサー

ト・バンドフリーマーケットの総合講習会。 

■第12 回浜松市民文化フェスティバル 

 

民踊部門 

「第12 回民踊と舞踊の集い」 

アクトシティ浜松

大ホール 
9/20 800

地元市民団体や学校による音楽・舞踏公演。 

連盟や協会所属団体や市民公募による出演枠を 

設けて開催。全11 部門実施。 
邦楽部門 

アクトシティ浜松

中ホール 
9/21 1,261

吹奏楽部門 

「第7 回トップコンサート」 

アクトシティ浜松

大ホール 
9/21 2,300

小学校部門 
アクトシティ浜松

中ホール 
9/28 1,320

日舞部門 

「第16 回浜松おどり」 

アクトシティ浜松

大ホール 
9/28 1,000

 
洋舞部門 

「バレエ・ダンスの祭典」 

アクトシティ浜松

大ホール 
10/19 1,200

 

 
合唱部門 

「浜松市民合唱祭2014」 

アクトシティ浜松

大ホール 
10/19 2,500

 

 
詩吟・琵琶部門 

「詩吟・琵琶演奏会」 
Ｕホール 11/2 466

 

 吹奏楽野外演奏会 
四ﾂ池 

陸上競技場 
11/2 2,000

 

 中学校部門 
アクトシティ浜松

大ホール 
11/23 900

 

 特別支援学校作品展 
アクトシティ浜松

市民ロビー 
9/20～21 －

 

■第60 回浜松市芸術祭 はままつ演劇・人形劇フェスティバル 2014 

 
人形劇招聘公演 

人形劇団ひとみ座「賢治のカバン」 

クリエート浜松 

ホール 
8/25 188

市内の劇団員が企画・運営に参画し、地元劇団の

舞台公演を中心に、ワークショップや招聘公演な

どを開催。全16 事業を実施。  合同公開稽古 鴨江アートセンター 9/14 20

 はままつコミュニティアｰト未来形！ 浜松科学館ホール 10/5 100

 入門編ワークショップ「脚本講座」 浜松科学館講座室 10/5 17

 劇評ワークショップ 鴨江アートセンター 10/10,17 9  

 劇作ワークショップ 北部協働センター
10/11,12,

19 
12

 

 
人形劇自主公演 （4 団体） 

人形劇サークルかみふうせん 他 

アクトシティ浜松

大ホールリハ室 
10/18 230

 

 
演劇自主公演 

はままつ演劇オムニバス 

浜北文化センター

小ホール 
11/2 226

 

 
演劇自主公演 

雪解カンガルー「はしご」 

クリエート浜松 

ホール 
11/9 130
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事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

 

演劇自主公演 

NPO 法人シニア劇団浪漫座 

「浪漫座版 真夏の夜の夢」 

クリエート浜松 

ホール 
11/16 226

 

 

演劇自主公演 

MUNA-POCKET OFFEEHOUSE

「わがゴミ」 

クリエート浜松 

ホール 
11/23 303

 

 
演劇自主公演 

座☆がくらく 「わが星」 

クリエート浜松 

ホール 
11/30 178

 

 

演劇自主公演 

劇団からっかぜ 

「ドリームエクスプレス AT」 

福祉交流センター

ホール 
12/6 350

 

 演技ワークショップ 
浜松開誠館高校

アリーナ 
12/14 33

 

 
静岡県西部高等学校演劇協議会

高校生演劇部公演（6 校） 

浜北文化センター

大ホール 
12/23 600

 

 ファイナルイベント 
クリエート浜松 

ふれあい広場 
1/18 100

 

子ども音楽フェスティバル はまホール 12/21 877

子ども音楽セミナー修了生とセミナーのボランティ

アで音楽指導をした高校生、大学生との世代間交

流事業として開催。 

天竜ふれあいコンサート 天竜区内小学校
10/19 

11/16,23
272

浜松市天竜区地域内の音楽振興及び地域交流事

業の一環として子どもからお年寄りまで親しむこと

のできるコンサートを開催。 

共催：河合楽器製作所 

生涯学習事業 和洋奏楽 

～世代とジャンルを超えた 

音楽の世界～ 

アクトシティ浜松

中ホール 
2/15 1,000

財団事業と連携した音楽家や市民団体を集結し、

出演者と世代やジャンルを超えた舞台を創り、市

民参加型事業の新しい形を提案。生涯学習指導

員と共同で事業を企画。平成 26 年度は尺八奏者

の藤原道山氏をゲストに招いたほかに、和田薫氏

作曲による邦楽と吹奏楽の委嘱作品を初演。 

バンド維新2015 

「作曲家によるレクチャーと公開練習」

「作品発表コンサート」 

アクトシティ浜松

中ホール 
2/21,22 1,450

日本の音楽作曲界を代表する 8 名の作曲家達に

よる吹奏楽作曲事業。今年度は久石譲や真島俊

夫が参加。モデルバンドへの指導及び吹奏楽指

導者のためのアナリーゼと初演コンサートを2日間

に渡り開催した。レクチャーにあわせ楽譜と CD を

販売。 

サポーターマネジメント － 通年 －
財団事業を支援するボランティアスタッフの募集・

育成マネジメント。延べ 100 名が活動。 

演奏者派遣事業 

ネオパーサ浜松

イオン市野 

市内小学校 他

通年 －

新東名浜松SA「ネオパーサ浜松」内のミュージック

スポット他での演奏者マッチング事業。年間約 150

公演を開催。また、「NPO 法人こどもたちに音楽

を」との共催で市内小学校へプロ演奏家を派遣。 

合 計 34 事業 33,015  
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（２）はままつ文化サポート事業 

事 業 名 会場 主催者名 開催日 内容 
助成金

(円)※ 

フィルハーモニックウインズ浜松 

第3 回定期演奏会 

アクトシティ浜松

中ホール 

フィルハーモニック 

ウインズ浜松 
4/11 

フィルハーモニックウインズ浜松

による第3 回定期演奏会。 
300,000

第1 回はままつフルートフェスタ 

～岩佐和弘氏を迎えて～ 

かじまちヤマハ

ホール他 
はままつ笛の会 

4/26～

27 

フルートのコンサートとワークショ

ップ。 
300,000

浜名湖の風コンサート 
浜松市雄踏文化

センター 

浜名湖の風 

コンサート 
5/6 

音楽ジャンルを特定せず、同一ス

テージで観客を巻き込んだ公演。
150,000

小久保まい 

ユーフォニアムリサイタル 

アクトシティ浜松

音楽工房ホール
同実行委員会 5/9 

日本を代表する若手ユーフォニ

アム奏者によるリサイタル。 
300,000

「音楽は微笑むⅣ」日本語を美しく 

～日本歌曲と日本のオペラの魅力～ 

クリエート浜松 

ホール 

浜松シティオペラ 

協会 
6/14 

中村敬一氏の曲目解説付きのコ

ンサート。 
220,000

古民家 風杏 音楽祭 古民家 風杏 風杏 7/12 
浜松市内にある築 100 年の古民

家「風杏」での音楽イベント。 
300,000

浜松学芸高等学校芸術科 

音楽課程50 周年記念コンサート 

アクトシティ浜松

中ホール 
浜松学芸高等学校 8/22 

浜松学芸高卒業生の有志による

コンサート。 
300,000

ドラマチックタウン浜松 

プロジェクト 

イ・コ・イ 

スクエア 6F 他 
同事務局 

8/27～

9/1 

浜松市中心街での催事に参加し

ての作品募集と表彰。 
300,000

「範頼」公演 龍泉寺 
東海道郷土研究 

倶楽部 

9/6～ 

7 

邦楽と能楽の地謡、コンテンポラ

リーダンスで源範頼の物語を上

演。 

300,000

Hamamatsu Music Messe 2014 
浜松市 

中心市街地 
同実行委員会 9/15 

音楽産業・音楽関連事業や活動

の PR イベント。 
300,000

弦楽器ソロ＆アンサンブル 

フェスティバル 

かじまちヤマハ

ホール 
同実行委員会 

9/27～

28 

弦楽器奏者による参加型のフェス

ティバル。 
300,000

青空スタジオ☆レポーター 

倶楽部 事業発表会 

浜北文化 

センター他 

浜松まちなか青空 

スタジオ事務局 

8/1～

9/28 

市内小・中学生を対象にレポータ

ーを募集し、事業発表会を開催。
300,000

はままつ Ａｒｔ・鉄・人 

(アーテツト) 

浜名湖 

ガーデンパーク

はままつ Ａｒｔ・鉄・人

(アーテツト) 

4/1～ 

9/30 

浜松を中心に活動する鉄の造形

作家たちの作品を展示。 
300,000

アート・ルネッサンス in はままつ

2014 

ゆりのき通り・ 

肴町商店街 他
同実行委員会 

9/27～

10/5 

街中や空き店舗、空きビルを利用

したアート展とワークショップ。 
300,000

2014 ホルンフェスティバル 

in 浜松 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール
日本ホルン協会 10/4 

全国のホルン奏者を集めたレッス

ン、コンサート、展示の浜松公演。
199,408

第50 回お寺ｄｅこんさあと 

「明日に繋ぐ祈り」 
蔵泉院本堂 GRUPPO TERRA 10/18 

ヴァイオリンとピアノのデュオコン

サート。 
300,000

「ハマワクキッズ！」 

～はたらくってなぁに？～ 

アクトシティ浜松 

展示イベントホール

浜松商工会議所 

青年部 
11/9 

経済の仕組みと仕事の楽しさを体

験する子供向け職業体験。 
300,000

国際交流ダンスフェスティバル 

in 浜松 

アクトシティ浜松

中ホール 
モダンバレエ松田 11/16 

海外ダンサーと浜松のダンス 3 団

体の共演による作品上演。 
300,000

文化融合リサイタル 

創作構成舞踊「信康」 
天竜壬生ホール 星舟流詩舞星舟会 11/23 

徳川信康をテーマに和歌、吟、

舞、演奏などを融合した公演。 
300,000

はままつ映画祭「ハママツ・ 

シネマ・ワークショップ 2014」 

木下恵介記念館

他 
同プロジェクト 

11/29～

30 

全国から募った映像作品のうち入

選作品の上映と講習会の開催。 
193,494
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事 業 名 会場 主催者名 開催日 内容 
助成金

(円)※ 

0 才からのジャズコンサート 
アクトシティ浜松

音楽工房ホール 
オフィスヨコタ 12/3 

0 才から大人まで楽しめる本格ジ

ャズコンサート。 
300,000

ふじのくにリスペクトミュージック 

フェスティバル in Hamamatsu 

アクトシティ浜松

中ホール 

（一社）ふじのくに 

文教創造ネットワーク
12/20 

世界の名曲を若手アーティストと

地域の小中高生の共演で演劇と

語りを交えて楽しむコンサート。 

300,000

自由演奏会 in 浜松 

＠はまホール 

浜松市 

教育文化会館 
同実行委員会 2/7 

年齢・性別・演奏レベルを超え

て、誰でも演奏に参加できる演奏

会。 

150,000

井の国のおひなさま展（第五回） 
井伊谷宮、初山

宝林寺 他 

（特非）コミュニケー

ション・スペース 

2/21～

3/3 

折り紙、着物、帯などによるお雛

様や昭和のひな人形などを展

示。 

30,000

川名のひよんどり公演 クリエート浜松 みらいネット浜松 2/22 

国指定重要無形民俗文化財の

「川名のひよんどり」の初公開神

事。 

300,000

夢幻音楽劇 龍心伝説 
浜北文化センター 

小ホール 
ぷろじぇくと GAN 3/14 

浜松で表現活動を行う人たちによ

る、和楽器・声楽等の舞台。 
300,000

コキヤージュフェスタ ～コキヤ

ージュに集う仲間たちの大音楽会 

アクトシティ浜松

中ホール 
コキヤージュ 3/29 

クラシック初心者も気軽に楽しめ

る、文化の裾野を広げることを目

指す演奏会。 

300,000

合  計 27 事業  7,242,902

※ 助成限度額30 万円。精算方式 
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４ 浜松市の行う芸術文化事業の受託と協力  

（１）パイプオルガン関連事業 

事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
内  容 

オルガンミニコンサート 
アクトシティ浜松

中ホール 
全5 回 1,425

アクトシティのパイプオルガンと中ホールを多くの市

民に知っていただくための無料コンサート。 

オルガンのパイプを作ってみよう！ 
アクトシティ浜松

中ホールロビー
8/26 71

夏休みの小・中学生向けワークショップ。オルガン

の音の鳴る仕組みを学びながら、紙でパイプを作

成。 

アクトシティ浜松開館20 周年記念 

オルガンにふれてみよう！ 

アクトシティ浜松

中ホール 
11/30 35

アクトシティ浜松開館 20 周年を記念し、公募により

市民の方へオルガンの演奏を体験してもらった。 

合  計 3 事業 1,531  

 

（２）プロムナードコンサート開催事業 

事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
内  容 

プロムナードコンサート 
JR 浜松駅前 

北口広場 他 

24 回 

実施 

延べ

23,600

全24 回中24 回実施。浜松市内の学校、一般の吹奏

楽団体が出演。協力：浜松市吹奏楽連盟 

まちかどコンサート 
浜松市ギャラリー

モール「ソラモ」
8/15 

延べ

1,000

浜松世界青少年音楽祭2014 に出演した海外2 団体

を含む合唱の演奏会。協力：浜松市合唱連盟 

まちなかにぎわいコンサート 
JR 浜松駅前 

北口広場「キタラ」

4 回 

実施 

延べ

2,800

市内音楽愛好家団体が公演をプロデュース。合唱・

ジャズ等の多彩なジャンルの団体が出演。 

合  計 3 事業 27,400  

 

（３）ジュニアオーケストラ・ジュニアクワイア浜松運営事業 

事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
内  容 

団員募集・定期練習 市内諸施設 通年 － 団員の募集・育成・公演をマネジメント。音楽を通じ

て豊かな感性を備え、文化的視野を持った青少年

の育成を目的とする。ジュニアクワイア浜松の定期

演奏会には HBC 少年少女合唱団（札幌市）がゲスト

出演し、札幌市との音楽文化都市交流事業としても

開催。 

第20 回定期演奏会 

アクトシティ浜松

大ホール 

9/23 1,693

スプリングコンサート 2015 3/8 1,316

 

（４）第5回こどもミュージカル事業 

事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
内  容 

第5 回こどもミュージカル準備事業 － 通年 －

平成 28 年 6 月 26 日の第 5 回開催に向け、作品制

作とオーディションに合格した出演者の練習を実

施。 
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（５）第19回浜松吹奏楽大会事業 

事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
内  容 

第3 回全国中学生交流コンサート 
アクトシティ浜松 

中ホール 
3/21 1,000

吹奏楽の普及とレベルの向上を目的とした全国規模

の事業。例年開催。キタラでのプロムナードコンサー

トをはじめに市内中学校を会場とした地域交流プロ

グラム、全国から参加した高校生の交流会等の関連

イベントも同時開催。 

プロムナードコンサート 
JR 浜松駅前北口

広場キタラ 
3/21 2,500

第27 回 

全日本高等学校選抜吹奏楽大会 

アクトシティ浜松 

大ホール 
3/22 2,623

合  計 3 事業 6,123  

 

（６）浜松世界青少年音楽祭2014事業 

事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
内  容 

浜松世界青少年音楽祭2014 
アクトシティ浜松 

他 

8/15～

17 
5,240

世界各国から音楽を愛する優秀な青少年音楽団体

を招聘し、音楽を通じて浜松市民及び青少年との交

流、国際友好親善を図った。あわせて、市内広域で

サテライトコンサートを実施。 

 

（７）市民オペラ事業 

事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
内  容 

第７回浜松市民オペラプレイベント 

「ブラック・ジャック歌会」 
アクトシティ浜松 9/7 900

宮川彬良氏を音楽監督として招聘し、手塚治虫原作

「ブラック・ジャック」の創作オペラを開催。出演者は

一般公募し、オーディションを行い決定。来年度8月

の本公演にむけてプレイベントを開催。 

 

（８）札幌・宝塚市音楽交流事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

札幌市との音楽文化都市交流事業 
札幌コンサート 

ホールキタラ 

11/14～

17 
－ 札幌市との音楽文化都市交流宣言に基づき、人材

の交流、国内外への情報発信等を通じて音楽文化

を振興。宝塚市との交流事業も開催。 宝塚市との音楽交流事業 宝塚市 11/1 －

 

（９）こどものための音楽鑑賞教室事業 

事 業 名 会 場 開催日
入場者数

(人) 
内  容 

第14 回こども音楽鑑賞教室 
アクトシティ浜松 

大ホール 
2/25,26 8,317

浜松市内小学校全 5 年生を対象に、オーケストラの

演奏を鑑賞する機会を提供。地元プロオーケストラ

の浜松フィルハーモニー管弦楽団が演奏した。全 4

公演実施。 
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（10）浜松市アクトシティ音楽院事業 

事 業 名 会 場 開催日 
受講者数等 

（人） 
内  容 

■アカデミーコース    世界レベルで活躍する演奏家の育成と世界に向けた音楽文化発信事業 (3 事業) 

 音楽院修了生公演事業 
市内小学校 

公民館他 
全21 回 入場者1,454

アクトシティ音楽院修了生に、演奏の場

を提供。 

第20 回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル 

 20 周年記念「修了生コンサート」 
市内小学校 

ネオパーサ浜松 
4 回実施 入場者720 アカデミー修了生によるコンサート。 

 
ヤマハ管楽器工場 

ファミリー見学会 

ヤマハ株式会社 

豊岡工場 
7/28 参加者80

管楽器への理解を深めるため一般市民

を対象に工場見学会を実施。 

 
第20回浜松国際管楽器アカデミー

＆フェスティヴァル 
アクトシティ浜松 8/4～9 

受講者 122

聴講者 141

入場者1,871

海外演奏家を講師として迎え、管楽器の

奏者を育成するための短期セミナーと、

講師陣によるコンサートを開催。 

第19 回浜松国際ピアノアカデミー 

 
オープニングコンサート 

中村紘子ピアノリサイタル 

アクトシティ浜松 

中ホール 
3/6 入場者857 音楽監督によるピアノリサイタル。 

 第19回浜松国際ピアノアカデミー アクトシティ浜松 3/6～15 

受講生24

聴講者679

入場者1,105

国内外の著名ピアニストを教授に迎え、

世界で活躍できるピアニストを育成。公

開レッスンやレクチャーコンサートのほ

か国際コンクールを実体験できる模擬コ

ンクールを開催。 

■コミュニティコース    市民が参加・体験できる講座の開催と人材育成事業 (10 事業) 

 

原信夫のジャズクリニック 市内小中高校 全3 回 
受講者 404

聴講者 95

市内の音楽団体の練習会場に赴いてジ

ャズの指導を実施。 

吹奏楽セミナー 

 吹奏楽公開講座 浜松科学館 4/12 受講者100
保科音楽監督を講師による吹奏楽課題

曲講習会。 

 楽器パート別講座 市内小学校 全3 回 
受講者391

聴講者45

「浜松市小学校合同吹奏楽団」を対象に

したパート別講習会。 

 合奏講座 市内小中学校 他 全7 回 
受講者 488

聴講者 128

市内小中学校の選抜バンド団をモデル

に、指導者向けの合奏講習会。 

浜松市所有ジャズ譜貸出事業 － 通年 
20 件

68 曲

アマチュア音楽団体を対象に、編曲し

た楽譜の無料貸出を実施。 

 主催者育成セミナー 
アクトシティ浜松 

研修交流センター他
全12 回 

受講者 158

入場者 303

演奏家と聴衆を繋ぐ役割としての音楽イ

ベント主催者を育成する講座。 

 音楽アラカルト 
アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
全5 回 入場者 468

広いジャンルと様々な視点から題材をと

りあげ、音楽により親しむための講座。 

 合唱セミナー 

  
公開セミナー「合唱のための

基礎発声・曲作り」 
市内小中学校 他 全3 回 

受講者 93

聴講者 36

合唱指導法や発声指導法などを学ぶセ

ミナー。 

  
第 81 回 NHK 全国学校音楽

コンクール課題曲講習会 
浜松市教育会館 6/21 

受講者 70

聴講者248

NHK 全国学校音楽コンクール課題曲を

題材にした指導者向けの合唱講習会。 
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事 業 名 会 場 開催日 
受講者数等 

（人） 
内  容 

 
一般公開講座 「合唱愛好家

のための公開レッスン」 

アクトシティ浜松 

大ホールリハ室 
1/18 

受講者 239

聴講者79

市内合唱団を対象とした公開クリニック

を開催。共催：浜松市合唱連盟 

 
シリーズ「音楽探訪」 

～知られざるシューベルト音楽の魅力～

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
全3 回 入場者 215

シューベルトの歌曲、ピアノ曲、室内楽

曲に焦点を当てた講座。 

 田久保裕一の指揮法講座 クリエート浜松 全3 回 
受講者 31

聴講者101

田久保裕一氏による一般音楽愛好家を

対象とした指揮法の講座。 

 子ども音楽セミナー 
はまホール 

リハーサル室他 
全12 回 

受講者733

聴講者 176

生涯学習音楽指導員が子どもたちに音

楽指導をする講座。 

 音楽指導者派遣事業 
市内 

希望学校・団体 
全251 回 

受講者

33,911

音楽院の音楽指導者登録者を市内の音

楽活動団体へ派遣。。 

合  計 13 事業 45,565  

 

（11）浜松国際ピアノコンクール開催事業 

① 委員会・検討会議の運営・開催 

 

② 国際音楽コンクール世界連盟トンヨン総会への出席 

・日 程：平成26 年4 月3 日（木）〜6 日（日） 

・場 所：トンヨン市(韓国) トンヨンコンサートホール 他 

 

③ 記者発表の実施  

・日 程：平成26 年6 月20 日（金） 

・場 所：都市センターホテル 5 階 スバルの間（東京都千代田区平河町2-4-1） 

・出席者：鈴木康友（浜松市長）、一柳 慧（運営委員長）、海老彰子（審査委員長） 

・来場者：39 名（新聞社、音楽雑誌社、音楽学校、音楽事務所、音楽評論家他） 

 

④ 開催記念イベント「海老彰子ピアノ・リサイタル」の開催 

コンクール開催記念イベント第一弾として、第 9 回コンクール審査委員長・海老彰子氏のリサイタルを実施。舞台上に

ホール所有のコンサートピアノ 3 台を並列し、各ピアノの音色の特徴を活かした曲を演奏する浜松ならではの企画演出。

当日は、一般来場者ほか、市内関係者、協賛候補会社、前回の市民ボランティア、また市県外からは全国紙文化欄記

者や音楽評論家が来場。 

・日 程：平成27 年1 月16 日（金）開演19:00 

・場 所：アクトシティ浜松中ホール 

・入場者：701 名(入場率76.8％) 

 

⑤ 第9 回浜松国際ピアノコンクール出場者募集業務 

ア 国内、海外への実施要項発送  （計2,391 箇所） 

イ 公式ホームページリニューアル 

記者発表における開催概要の発表にあわせて、公式サイトをリニューアル。メニュー構成もわかりやすく改訂。 

ウ 国内主要音楽大学への直接PR 

首都圏・中部圏・関西圏にある国内主要音楽学校の教授又は事務局へ伺い、コンクール詳細説明及び出場者募

集における PR を行った。 （首都圏10 校、中部圏4 校、関西圏5 校） 

エ 雑誌等広告媒体を活用した出場者募集活動（雑誌広告の掲載） 

オ オンライン申込システムの作成 

オンライン申込は前回に引き続き、予備審査用の演奏音源も含む全データを入力/アップできるシステムを採用。

（全データをオンライン上で受付するコンクールは、2012 年に浜松が世界初運用） 
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５ 芸術文化活動の促進と地域社会活性化の拠点となる施設の整備、貸与及び運営 

（１）アクトシティ浜松 

① アクトシティ活性化事業 

事 業 名 開催日 
参加者数 

（人） 
内  容 

屋上公園の活用 通年 約5,500
毎朝、近隣住民を対象としたラジオ体操を実施。1 日30 人前

後が参加。 

浜名湖花博10 周年記念事業 4/1～6/15 －
浜松の玄関口として、浜名湖花博 10 周年事業と連携し、花

のオブジェを 2 か所設置。 

アクトでやらまいか浜松まつり 5/3～5 80,000
サンクンプラザを中心に、「世界の屋台」を出展、ステージで

は音楽イベントを開催。 

アクトシティ大冒険 8/5 88

大ホールの舞台裏からホテルの厨房、燃供給システムなど

親子で参加する見学会。アクトタワーヘリポートまで階段を使

用して登った。 

アクトシティ 20 周年パネル展 9/25～11/30 －

20 周年を記念して、建設の経緯などを紹介したパネル展を

市民ロビーにて実施。提案当初に制作されたのアクトシティ

を含めた３つの模型をあわせて展示。 

アクトシティ 20 周年記念祝賀会 10/14 392
アクトタワー建設当初の従事者やアクトタワーオフィス関係

者、文化団体関係者などが参加し、懇親を深めた。 

クリスマス装飾 
11/18～

12/25 
－

クリスマスの雰囲気を盛り上げるため、大ホール前、アクトタ

ワー1F～5F にクリスマス装飾を実施。 

合  計 ７事業 85,980  

 

 

② 避難訓練コンサート 

事 業 名 開催日 
参加者数 

（人） 
内  容 

避難訓練コンサート 3/1 600

市消防音楽隊によるコンサート中での地震発生を想定した

来場者参加型の避難訓練。 

市民とともにより実践的な状況で訓練することにより、防災意

識の向上を図るほか、より安全な施設運営を目指す。 
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③ コンベンション等実施状況 

利用日 大会名称 利用施設 
参加人数

(人) 

2014 5/7～10 第4 回最先端の顕微鏡と理論計算に関する国際シンポジウム コン 440

2014 5/14～18 第45 回日本吹奏楽指導者クリニック 大・中・展・コン・研 12,947

2014 5/20～23 第51 回日本伝熱シンポジウム 中・コン・研 1,929

2014 5/23～25 第5 回日本血液学会(JSH) 国際シンポジウム コン 300

2014 5/27～6/2 世界の書籍展 展 18,009

2014 5/28～31 第56 回日本小児神経学会学術集会 大・中・コン・研 5,518

2014 6/1～5 2014 年全国指導者研究会 中・コン・研 1,756

2014 6/5～7 第9 回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 コン・研 752

2014 6/11～13 第10 回東海・北陸ブロック 老健大会静岡 中・コン 2,405

2014 6/14～15 日本内科学会 第223 回東海地方会 コン 630

2014 6/27～29 第24 回日本光線力学学会 コン 670

2014 7/4～6 第26 回日本運動器科学会 中・コン 600

2014 7/18～21 第18 回PIARA ピアノコンクール全国大会 中 1,325

2014 7/20～25 第8 回ビジネスマッチングフェア in  Hamamatsu  2014 展・コン・研 8,943

2014 7/28～29 平成26 年度東海北陸国公立幼稚園教育研究協議会 大・コン 2,510

2014 8/28～31 第23 回日本脊椎インストゥルメンテーション学会 中・コン 2,000

2014 9/13～14 日本描画テスト・描画療法学会 第24 回大会 コン 400

2014 9/24～27 第48 回日本小児内分泌学会 中・コン 2,050

2014 10/3～5 第14 回CRC と臨床試験のあり方を考える会議2014 in 浜松 大・中・コン 3,000

2014 10/10～13 第55 回日本児童青年精神医学会総会 中・コン 4,533

2014 10/16～19 第64 回日本泌尿器科学会中部総会 コン 900

2014 10/19～22 第7 回シリコン材料の科学と技術フォーラム 2014（浜松） コン 440

2014 10/21～24 環境微生物系学会合同大会 2014  大・展・コン 3,080

2014 10/25～26 第26 回日本生命倫理学会年次大会 コン 650

2014 10/27 第22 回三遠南信サミット 2014 in 遠州 中・コン 800

2014 10/31～11/3 第68 回日本人類学会大会 コン 610

2014 10/29～11/17 第7 回静岡国際オペラコンクール 大・コン・研 4,390

2014 11/25～26 平成26 年度市町村教育委員会研究協議会 中・コン 630

2014 11/26～27 第54 回静岡県学校保健研究大会 中・コン 905

2014 11/29～30 日本呼吸器外科学会 地方会 コン 750

2014 12/1～2 国際会議INMS2014 中・コン 300

2014 12/4～6 日本蘇生学会 第33 回大会 コン 700

2015 1/23～24 日本周産期・新生児医学会 第33 回周産期学シンポジウム 中・コン 1,010

2015 2/2～3/17 平成26 年分確定申告相談会場/市民税・県民税申告相談 展 26,680

2015 3/30～4/1 第6 回クリエ全国バレエコンクール 大 1,000

合 計 35 件 113,562

※参加人数300 人以上かつ県単位以上の大会・コンベンション等を記載 

※大：大ホール 中：中ホール コン：コングレスセンター 展：展示イベントホール 研：研修交流センター 
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④ 施設稼働率等 

（ ）内は前年度末実績 

 利用率 
延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

（人） 

大ホール 
92.5% 267 247 281,345 

(75.8%) (211) (160) (205,160) 

中ホール 
76.3% 317 242 120,369 

(72.1%) (315) (227) (114,483) 

展示イベントホール 
58.0% 333 193 151,976 

(60.5%) (334) (202) (169,263) 

コングレスセンター 

会議室(13 室) 

72.2% 4,462 3,221 96,946 

(71.4%) (4,465) (3,187) (112,719) 

研修交流 

センター 

音楽工房ホール 
70.5% 342 241 23,230 

(62.5%) (341) (213) (21,983) 

音楽セミナー室

(13 室) 

63.9% 4,523 2,891 12,486 

(58.6%) (4,483) (2,628) (19,641) 

会議室 

(10 室) 

86.7% 3,474 3,013 76,677 

(89.4%) (3,450) (3,085) (117,529) 

合  計 
763,029 

(760,778) 

 

（ ）内は前年度末実績 

駐車台数 駐車台数 （１日あたり） 

駐車場 
457,760 1,254 

(450,824) (1,235) 

 

 

⑤ 利用料金収入 

（ ）内は前年度末実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

大ホール 163,965,402 156,300,000 7,665,402 

中ホール 72,546,800 68,000,000 4,546,800 

展示イベントホール 79,605,669 76,000,000 3,605,669 

コングレスセンター 146,342,116 140,500,000 5,842,116 

研修交流センター 75,670,725 72,000,000 3,670,725 

地下駐車場 148,608,334 137,000,000 11,608,334 

屋外施設（サンクンほか） 715,960 200,000 515,960 

合 計 
687,455,006 650,000,000 37,455,006 

(599,017,900) (590,000,000 ) （9,017,900） 
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（２）浜松市教育文化会館・浜松復興記念館 

① 施設付帯事業の実施 

事 業 名 開催日 
参加者数

（人） 
内  容 

ア 浜松市教育文化会館 （4 事業） 

 親子でたんけん!! のぞいてみよう！ 

はまホールバックステージツアー 

8/9 

※3回実施
72

はまホールの音響室や調光室など、舞台裏を親子で見

学するツアー。 

 
あなただけのプライベートコンサート 9/28 12

お客様を入れずに 1 人 1 時間、ホールで自由に演奏で

きる場所を提供。 

 
はまホール 子ども演奏会 11/3 109

ピアノ、管楽器、弦楽器、声楽どんな演奏でも参加できる

子ども演奏会。 

 

第6 回浜松市民バンドフェスティバル 2/1 1,200

市内で活動する吹奏楽団13 団体が出演し、市民に吹奏

楽の楽しさを感じてもらう機会を提供。 

協力：浜松市民バンド協議会 

イ 浜松復興記念館 (14 事業) 

 館蔵資料の展示 通年 ― 昭和の浜松市内の風景の写真等の展示。 

 展示室の案内と説明 通年 ―

入場者への展示資料等の説明。市内学校等の団体施設

見学や、市主催の「施設めぐり」等へも協力。希望時に

は、浜松市戦災遺族会から語り部の手配を行う。 

 
昭和の浜松 写真展① 

昭和の浜松まつり 

4/1～5/6

(3/25より開催)
※943

長い伝統を誇る「浜松まつり」の風景の中から、昭和初期

から 50 年代までの様子を写真で紹介。 

 
昭和の浜松 写真展② 

焼跡が整備された頃～復興の昭和20年代前半～ 
5/8～7/27 ※2,776

太平洋戦争の空襲や艦砲射撃で、廃墟となった浜松の

街に再び家々が建ち始め、市内が活気を取り戻していく

復興途中の街の風景・人々の様子を紹介。 

 
子どもたちのための写真展① 

3 本のプラタナスの木 
5/8～7/27 ※2,776

戦争の時代も生き抜いた3本のプラタナスの木が見続け

てきた浜松の歴史を写真で紹介。 

 物語で読む昭和の教科書 5/25 ※40
昭和 40 年代～60 年代の国語の教科書に登場した物語

を、映像や音楽とともに朗読。 

 
特別展「写真と資料で見る 浜松懐かしの昭和

30 年代展」 

7/29～

8/31 
※1,770

高度経済成長まっただ中の昭和30 年代の浜松の様子、

などを実物資料と、当時の写真で紹介。 

 市政映画で見る昭和30 年代の浜松 8/16 ※95
昭和 36 年～39 年に浜松市が制作した「市政映画」の中

から、市内の様子、人々の暮らしなどの映像を紹介。 

 
親子で聞こう「むかし戦争があった」 

～浜松空襲や戦争中の浜松のお話～ 

8/17 

※2回実施
※154 浜松市戦災遺族会語り部による戦中・戦後の体験談。 

 利町夏まつり「かっぱの縁日」 8/17 200 地元自治会・青年会との交流事業。 

 
昭和の浜松 写真展③ 

新幹線とオリンピック～昭和39 年の浜松～ 

9/2～

11/24 
※3,125

東海道新幹線が開通し、東京オリンピックの聖火が市内

を駆け抜けた昭和39 年の市内の様子を写真で紹介。 

 
子どもたちのための写真展② 

戦争があった頃の浜松～「一つの花」の物語の時代～ 

9/2～

11/24 
※3,125

太平洋戦争中の様子を著した「一つの花」（小学 4 年生

国語掲載）と同時代の浜松の様子を写真で紹介。 

 

昭和の浜松 写真展④ 

市民会館が完成した頃～昭和 30 年代後半の

文化活動～ 

1/14～

3/22 
※1,947

市民会館（現：教育文化会館）が完成した昭和 36 年

（1961年）当時の様子、市民会館落成記念事業や当時市

民会館で行われたイベントを写真で紹介。 
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事 業 名 開催日 
参加者数

（人） 
内  容 

 
資料及び寄贈物品の調査研究、保存、整理、 

収集情報の提供 
通年 ―

所蔵資料の調査、整理、展示整備及び寄贈物品の受付

や保存、映像資料DVD の提供。 

ウ その他 (2 事業) 

 ホームページを活用した情報発信 通年 ―

施設や催事の案内をはじめ、イベントレポート等を掲

載。練習室を利用している団体の催事についての情報

発信も行う。主催者はもちろん、一般利用者の活動も幅

広くサポート。 

 イベントカレンダーの発行 月1 回 ― イベント事業や施設利用の案内等を掲載。 

合 計 20 事業 18,344 ※「復興記念館 入場者数」に含まれる。 

 

 

② 施設稼働率等 

( )内は前年度末実績 

  利用率 
延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

(人) 

浜松市教育 

文化会館 

ホール※ 
71.7% 276 198 263,299 

(71.6%) (285) (204) (275,390) 

リハーサル 
86.6% 306 265 27,265 

(90.8%) (306) (278) (29,420) 

練習室(9 室) 
97.0% 2,754 2,671 174,103 

(97.3%) (2,761) (2,687) (186,281) 

会議室 
32.4% 306 99 1,482 

(31.7%) (306) (97) (1,751) 

楽器庫(14 室) 
76.2% 4,312 3,285 - 

(97.5%) (4,298) (4,191) - 

復興記念館 

入場者数 
- - - 11,109 

- - - (10,502) 

会議室・和室 

(3 室) 

18.0% 1,218 219 5,307 

(23.2%) (1,228) (285) (7,890) 

合  計 
482,565 

(511,234) 

※楽屋・控室利用数を含む。 

 

 

③ 利用料金収入 

( )内は前年度末実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 (円) 

浜松市教育文化会館 
49,851,230 53,740,000 △3,888,770 

(53,762,800) (51,442,000) (2,320,800) 

浜松復興記念館 
1,017,060 854,000 163,060 

(1,141,120) (1,145,000) (△3,880) 

合 計 
50,868,290 54,594,000 △3,725,710 

(54,903,920) (52,587,000) (2,316,920) 
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（３）クリエート浜松 

① 施設付帯事業の実施 

事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

ア 自主事業 (5 事業) 

 

親指ピアノ カリンバをつくろう 7/27 37 アフリカ民族楽器カリンバの製作体験の場。 

チャレンジ！クッキング 8/4 30 小学4～6 年生対象の料理教室を開催。 

夏休み親子工作教室 8/16,21 43 親子を対象とした木工工作教室を開催。 

 

クリハマ楽校 全16 回 延べ 122
参加者自らが、関心のある講座を企画開催できる機会

を提供。 

ふれあい広場活性化事業 

Creative Gala(クリエイティブ・ガラ) 
全74 回 849

地域の文化活動活性化のため、ふれあい広場を無料

提供。演奏会などを開催。 

イ 共催事業  （文化団体等より企画提案された事業を支援する「Collabo with！クリエート」企画。7 事業） 

 

クリエートの夏まつり 8/24 2,300
地元住民を対象としたイベント。 

共催：クリエート浜松諸機関 

鉄道展 in クリエート 9/23～28 2,184
奥山線廃線50 周年を記念した鉄道展。 

共催：浜松市中部協働センター、浜松市博物館 

戦国参謀・軍師五人 全5 回 延べ 244
戦国時代の参謀・軍師についての講座。 

共催：浜松市中部協働センター 

自分史フェスティバル in 浜松 1/7～12 延べ 728
自分史に係る展示や講演、講座。 

共催：（一社）自分史活用推進協議会 

クリエートの冬まつり 1/22～25
延べ

19,813

地域との親密性を図るために開催。 

共催：浜松市中部協働センター 

ショパンなひととき 2/8 120

ショパンを楽しむ講演、トークセッション、ピアノ演奏。

共催：浜松市中部協働センター、（一社）グローバル人

材サポート浜松 

第5 回はままつグローバルフェア 2/15 5,129

フェアトレード商品や世界の料理の販売や講座を通し

て国際理解を深めるために開催。 

共催：はままつ国際理解教育ネット、浜松国際交流協

会、JICA 中部 

ウ その他の事業・機能 (3 事業) 

 

生涯学習情報コーナー事業 通年 －
生涯学習情報冊子、書籍等の収集と提供。市生涯学

習講師登録処理及び閲覧対応ほか。 

文化情報サロン事業 通年 －

財団事業の紹介及び文化団体情報の収集と提供。 

当施設利用の同好会文化団体への取材と情報発信を

実施。 

託児スペースの提供 通年 － 主催者の要望により児童室を無料提供。 

合  計 15 事業 31,599  
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② 施設稼働率等 

 ( )内は前年度末実績 

 
利用率 

延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

(人) 

中部協働センター 

講座室(2 室) 
78.4% 718 563 17,534 

(85.8%) (632) (542) (14,635) 

クッキング 

ルーム 

45.7% 359 164 3,798 

(51.3%) (316) (162) (3,660) 

会議室(3 室) 
84.0% 1,077 905 28,713 

(88.1%) (948) (835) (25,356) 

和室(2 室) 
71.6% 690 494 12,097 

(76.1%) (632) (481) (11,650) 

文化コミュニティ 

センター 

ホール 
72.1% 355 256 48,913 

(80.7%) (316) (255) (53,043) 

会議室(2 室) 
55.3% 700 387 7,078 

(63.3%) (632) (400) (7,621) 

スタジオ 
89.4% 357 319 8,610 

(95.9%) (316) (303) (10,332) 

ふれあい広場 
91.0% 356 324 26,376 

(96.7%) (302) (292) (34,766) 

アトリエ 
72.1% 359 259 4,327 

(85.8%) (316) (271) (4,002) 

ギャラリー(5 室) 
87.3% 1,785 1,558 318,814 

(91.2%) (1,574) (1,436) (291,364) 

創造活動室 

H27.1/15～ 

59.2％ 76 45 1,299 

（－） （－） （－） （－） 

合  計 
477,559 

(457,977) 

 

 

③ 利用料金収入 

( )内は前年度末実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 (円) 

施設利用 
50,460,150 53,000,000 △2,359,850 

(47,239,940) (47,493,000) (△253,060) 
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（４）浜松市浜北文化センター 

① 施設付帯事業の実施 

事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

妊婦とお母さんのための 

ゆるやかコンサートシリーズ 
全4 回 726

育児中の保護者や、妊娠中の方を対象とした、地元で活躍する

プロの演奏家によるクラシックコンサート。 

ザ・ヤングアメリカンズ 

ジャパンツアー2014 夏 in 浜松 

6/13～ 

15 
1,040

アメリカの非営利活動団体「ヤングアメリカンズ」を招き、地元の小

中高校生を対象に、音楽やダンスなどの芸術表現教育を実施。 

共催：NPO 法人じぶん未来クラブ 

ズーラシアンブラス「音楽の絵本」 6/29 692
子どもたちの音楽への興味を湧き起こし、動物たちが奏でるクラ

シックやアニメ、童謡を通して音楽への関心や感動を提供。 

 

世界のこども劇場2014 

 

8/5 332

海外からカンパニーを招へいし、地域の子どもたちが世界の文

化に触れる機会を提供する公演。 

共催：静岡県文化振興財団 

ワークショップ事業 

「豆記者になって、壁新聞を作ろう！！」 
8/1 33

若者の新聞離れが進んでいると言われている中で、子どもたち

自身が豆記者となり、「学ぶ力」、「考える力」、「まとめる力」を高

める。 

浜松世界青少年音楽祭2014 

サテライトコンサート 
8/15 500

浜松世界青少年音楽祭2014において市内の複数の会場で開催

したサテライトコンサートの浜北会場として、国内外の青少年と市

民が音楽を通じた交流を行った。 

ワークショップ事業 

「ドリームハンズがやってくる！」 
10/25 30

浜北区内の小学生を対象に、本田技研工業の技術者やOBが指

導する物づくり講座を開催。 

ふれあい感謝祭 

～日頃のご利用に感謝をこめて～ 
12/6,7 4,215

文化センターを練習・活動場所として利用する文化団体への「ご

利用感謝祭」として、大ホールや展示室などで発表・展示を行う。

日頃の練習・活動の成果発表の場と、他団体との交流を深めて

いただく機会を提供。 

「ゆるやかコンサート」特別編 

日本の伝統音楽～箏合奏～ 
1/11 92 クラシックを中心とした人気のゆるやかコンサートの民族音楽編。

第32 回浜北寄席 

～春風亭小朝独演会～ 
1/18 581

恒例の浜北寄席の開催。 

春風亭小朝の独演会を実施。 

合計 10 事業 8,241  
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② 施設稼働率等 

( )内は前年度末実績 

 
利用率 

延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

(人) 

大ホール 
63.1% 293 185 104,926※ 

(70.1%) (241) (169) (99,431)※ 

小ホール 
54.4% 305 166 28,254※ 

(63.0%) (246) (155) (24,672)※ 

リハーサル室 
95.4% 349 333 14,746 

(98.7%) (301) (297) (15,493) 

練習室(3 室) 
86.1% 1,051 905 21,052 

(91.8%) (903) (829) (19,281) 

展示室 
56.8% 292 166 8,507 

(42.1%) (299) (126) (8,328) 

大会議室 
70.0% 333 233 33,041 

(66.8%) (298) (199) (29,168) 

会議室(5 室) 
66.0% 1,745 1,151 24,088 

(72.7%) (1,507) (1096) (21,206) 

和室 
73.4% 349 256 4,888 

(68.1%) (301) (205) (3,481) 

視聴覚室 
26.1% 341 89 1,765 

(26.9%) (301) (81) (1,406) 

合  計 
241,267 

(222,466) 

※楽屋利用数を含む。 

 

 

③ 利用料金収入 

( )内は前年度末実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 (円) 

施設利用 
34,511,523 35,001,000 △489,477 

(33,633,681) (33,191,000) (442,681) 
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（５）浜松こども館 

① 施設付帯事業の実施 

事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

ア 日常的事業 (4 事業) 

 路地裏あそび 随時 33
「コマ」「おりがみ」など、日常的な遊び空間をスタッフ、

ボランティア、来館者が一緒になって創る。 

 ことばあそび 随時 237
人とのかかわりの基となる日本語の美しさや面白さを

あそびながら学ぶ場。 

 読み語り 随時 1,110 本とのふれあい、出会い、読み聞かせの時間。 

 誕生日のお祝い 随時 300
誕生月の子どもを祝い、身長・体重の測定、手形をとる

等、成長をみんなで喜び合う。 

イ 遊び体験機能事業 (9 事業) 

 しょうぎに挑戦 24 回実施 356
将棋の先生を招き、子どもから大人まで将棋に触れて

交流する機会を提供。協力：日本将棋連盟 

 コマ検定 11 回実施 314 こども館オリジナルの検定を実施。 

 ボールプールおそうじ隊 12 回実施 759
館内遊具「青白ボールプール」のボール入替作業を、

仕事体験として子どもと共に実施。 

 お父さんとあそぼう 6 回実施 243
父親だからこそ出来る、親子での運動遊びの時間。父

親の育児参加も促進する。 

 つながるひろば 9 回実施 712
芸術全般をテーマにし、見る・聞く・体験するなど様々

な要素を織り込んだ事業。 

 仕事体験 土日 171 こども館スタッフとして見回りや片づけなどを行う。 

 ヨーヨーShow 12/7 124
地元の高校生で、ヨーヨー世界チャンピオンによるハ

イパーヨーヨーのショーと体験コーナー。 

 運動あそびをしよう！ 3/15 78
「パルクール」というスポーツをしている青年と子どもた

ちが運動遊びを通してふれあう場。 

 どうぶつしょうぎに挑戦 3 回実施 90
5 階で開催された「こどもどうぶつしょうぎ大会」のプレ

体験として実施。 

ウ ものづくり体験機能 (5 事業) 

 おりがみあそび 23 回実施 819 ボランティアとともにおりがみを楽しむ。 

 わくわくスタジオ 38 回実施 1,777
「染め紙あそび」や「たてによこにカップ」など、身近な

素材などを使った造形遊び。 

 土ねんどで遊ぼう 43 回実施 2,730
土ねんどを使った造形遊び。子どもの豊かな表現力が

発揮される場。 

 おやつ作り・パン作り・おにぎり作り 78 回実施 1,533
「モクモク蒸しパン」など、作る楽しさと、食べる喜びを

感じるおやつ作り。 

 HONDA の親子でダンボールクラフト 7/12,12/6 135
現場の技術者との交流をもちながら親子で本格的なダ

ンボールクラフトに挑戦する。協力：本田技研工業 

エ 子育て支援・交流事業 (8 事業) 

 いっしょにあそぼ 77 回実施 4,270
心身の発達に応じた親子ふれあいの時間。日常の育

児につながる遊びのプログラムを実施。 

 にこにこベビーマッサージ 33 回実施 1,449 赤ちゃんとのスキンシップ方法を、保護者が学ぶ場。 
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事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

 はじめてのワークショップ 11 回実施 485
シンプルな素材を使い、子どもが自由に創造・表現で

きるワークショップ。 

 音と遊ぼうリトミック 35 回実施 2,089 自己表現の楽しさを知るリトミックの時間。 

 ミュージックコンサート 8 回実施 616
子育て中の保護者が子どもと気軽に楽しめる、フルー

トやチェロなどのコンサート。 

 ママさん&マタニティヨーガ 22 回実施 533
妊婦や産後、子育て中の保護者が、心身共にリラック

スできる場。 

 いっしょに話そう！ ママのつどい 10 回実施 44
子育て中の保護者が集まり、育児の悩みや情報などを

語り合う時間。講師：親支援プログラム研究会 

 子育て何でも相談 随時 469 育児の相談に、職員・専門家が応じる。 

オ アウトリーチ事業 (2 事業) 

 

移動こども館「にこにこベビーマッサージ」 8 回実施 518
来館の機会が少ない周辺地域でのアウトリーチ事業。

イオンモール浜松志都呂他で開催。 

移動こども館「土ねんどで遊ぼう」 3 回実施 81

市内の幼保、特別支援学校を対象にこども館オリジナ

ルの遊びを体験するプログラム。 

実施園：なかぜ保育園、鏡山幼稚園ほか 

カ 団体向け事業(1 事業) 

 「土ねんどで遊ぼう」 5 回実施 171
市内の幼保、特別支援学校などの団体利用促進を目

的としたプログラム。実施園：葵ヶ丘幼稚園ほか 

キ 長期休暇事業 (4 事業) 

 

春休み特別プログラム 

「本日開店！おみせやさん」 

4/1～6 

(3/23 より開催)
3,566

空き箱や包装紙などを素材に自分のお店を開店し、売

り買いのやりとりを体験する。 

夏の特別プログラム 

「からだスイッチ」 
8/1～22 5,759

「からだ」を意識した特別プログラム。「からだあそび」

や「しゃぼん玉」など。 

 
冬特別プログラム 

「笑・笑・笑～笑う門には？！～」 
12/20～1/4 2.293

「笑いでつながる」「笑いがひろがる」をテーマに遊び

を展開。「笑って～ぷ DE 笑え～るかお」「笑笑

Show！」などを実施。 

 
春特別プログラム 

「さがしものはなんですか？」 
3/21～31 2,509

宝探しの要素を取り入れ、遊びながら文字を探し、一

つの言葉を完成させる遊び。 

ク 託児事業 (1 事業) 

 託児事業 開館中随時 1,451 6 ヵ月～3 歳未満の子の一時預かり保育。 

ケ ボランティア事業（1 事業） 

 中学生・高校生ボランティア説明会 6 回実施 50
26 年度中高生ボランティア希望者を対象とした説明

会。 

コ その他（10 事業） 

 5 階オープン記念「カプラ大会」 6 回実施 452
5階レンタルスペースを記念して「カプラ大会」を開催。

全国大会にも参加。 

 とびだせこども館in 遠鉄百貨店 3 回実施 113
こども館の取り組みをこども館を飛び出して伝えるプロ

グラム。 

 
浜松世界青少年音楽祭2014 

「日本文化体験」 
8/16 166

「日本文化体験」におりがみのボランティアグループ

『キュッキュ』が協力。 

 
キッズまちなか探検隊 

「一日スタッフ体験」 
8/24 10

キッズまちなか探検隊としての企画。初めて「スタッフ

体験」を実施 
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事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

 保育者向けワークショップ 8/26,27 18
浜松市内及び周辺地域の保育従事者を対象とした実

践的研修。 

 映画「こどものじかん」上映会 8/27 22
埼玉県桶川市にある「いなほ保育園」の子どもを追い

続けたドキュメンタリー映画の上映。 

 インターンシップ受け入れ 8/2～24 5 受入校：愛知大学、静岡文化芸術大学ほか 

 公立高等学校初任者研修 8/21 1
公立学校初任者研修の受入。 

研修者：島田高等学校教諭 

 職場体験・施設実習受け入れ 
5・6・7・10・ 

11 月 
50

職場体験受入校：高台中学校、曳馬中学校、雄踏中学

校、入野中学校、南部中学校、与進中学校、学院中学

校、中郡中学校 

施設実習受入先：浜松医療福祉専門学校、障害者就

労支援センター 

 利用者250 万人達成記念式典 5/18 100 利用者250 万人を祝う記念式典 

合 計 45 事業 38,811 ※合計参加者数は「② 入館者数等」に含まれる。 

 

 

② 入館者数等 

( )内は前年度末実績 

入館者数 

計(人) 

内  訳(人) 託児件数 

（件） 大人 小人 未就学児等 

181,050 76,263 38,831 65,956 1,451 

(171,055) (72,104) (36,447) (62,504) (1,326) 
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６ 観覧施設を活用した資源の調査、収集、保存、展示による芸術文化の普及発展 

（１）浜松市楽器博物館 

① 施設付帯事業の実施 

事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

ア 特別展・企画展・常設展 (3 企画) 

 
企画展 

「切手に見る楽器たち」～江波戸昭コレクション展 
5/3～6/1 ※8,693 世界最大の楽器切手コレクション展示。 

 
特別展 

「風に歌う、風に響く～バグパイプの世界～」 

8/2～31 ※15,894 世界のバグパイプの展示。 

8/8,9 219

イヴニングサロンコンサート 

Part1「バグパイプ、その多彩な仲間たち」 

Part2「バグパイプの歴史と文化～ダンスを交えて」 

8/9～10 ※1,464 総勢45 名のパイパーが出演したミニコンサート。 

 常設展の運営 通年 - 楽器展示室、体験室の管理運営。 

イ ガイドツアー・ギャラリートーク・ミュージアムサロン (3 企画) 

 展示室ガイドツアー 毎日曜日 ※2,685 当館職員による実演と展示解説。 

 ギャラリートーク 毎日 - 当館職員による実演と展示解説。 

 ミュージアムサロン 通年 ※3,365 当館職員やゲスト演奏家による演奏会。 

ウ 演奏会 (レクチャーコンサート・イブニングサロン)  

 ■レクチャーコンサート (9 事業) 

 「ハープ」 4/11 61 ルネサンスとバロックハープ。演奏：西山まりえ 

 「フラメンコギター」 5/14 129 フラメンコギターの伝統と現代。演奏：鈴木尚 他 

 「柳川三味線」 5/24 79 京都に伝承する柳川三味線。演奏：林美音子 他 

 「テーグム」 6/6 61 韓国の横笛テーグム。演奏：金賢敏 李昌燮 他 

 「バンジョー」 6/18 88
ブルーグラス音楽の紹介。演奏：米国イーストテネシ

ー州立大学ブルーグラスバンド 

 「ピッコロヴァイオリン」 6/25 38 現代のピッコロヴァイオリン。演奏：古舘由佳子 他 

 「バーンスリー」 7/5 62 インドの横笛バーンスリー。演奏：中川博志 他 

 「フォルテピアノ」 3/11 73
シューベルト「冬の旅」全曲演奏。 

演奏：平井千絵 近野賢一 

 「オーボエ」 3/25 91 16 世紀以降の様々なオーボエ。演奏：三宮正満 他

 ■イヴニングサロン（夜のミニコンサート） (6 事業) 

 「バラフォン」 8/4 57
アフリカの木琴バラフォン。演奏：ムッサ・ヘマ（元ブ

ルキナファソ国立舞踊団首席奏者） 

 「国際古楽コンクール山梨入賞者演奏会」 11/1 96 平成26年度入賞者のチェンバロ演奏。演奏：中川岳

 「ライアー」 11/8 113
チェコの人気楽器。演奏：ヤン・ブラウンシュタイン

（ワルシャワ音楽院教授） 

 「ガムラン・アンクルン」 11/29 129
バリ島の小編成のガムラン。 

演奏：梅田英春 静岡文化藝術大学学生 他 

 「クリスマス・ジャズ」 12/10 141 ジャズコンサート。演奏：鈴木麻美、藤森潤一 他 

 「サウン・ガウ」 1/17 110 ビルマの竪琴サウン・ガウ。演奏：ス・ザ・ザ 他 

50 51



 
 

事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

エ 講座・ワークショップ （9 事業） 

 
楽器体験ワークショップ 

「韓国の太鼓チャンゴを演奏しよう！」 
7/26 8

朝鮮民族の伝統的な太鼓「チャンゴ」の実技入門。

講師：李昌燮 

 
小学生のための楽器体験ワークショップ 

「ひちりきを吹こう」 
7/27 19

雅楽器「ひちりき」演奏入門講座。対象：小学 5 年生

から成人。講師：中村仁美 

 
楽器体験ワークショップ 

「インドネシアジャワ島のガムラン入門」 
8/29 20

インドネシアの伝統楽器、ジャワ島のガムランの演奏

入門講座。講師：ローフィット・イヴラヒム 他 

 
ワークショップ 

「インドネシアのジャワ舞踊～入門編～」 
8/30 15

インドネシア・ジャワ中部の宮廷で育まれた優雅なジ

ャワ舞踊の入門講座。講師:西岡美緒 

 
夏休み子どもワークショップ 

「インドネシアの影絵人形ワヤンを作ろう！」 
8/30 33

影絵人形芝居ワヤン・クリで使用する人形の製作。 

講師：ハナ・ジョス 

 ワークショップ「モンゴルの喉歌ホーミー入門」 9/21 10 喉歌ホーミーの実技入門。講師：福井則之 

 楽器博物館講座2014 「楽器の中の聖と俗」 4 回実施 61 名誉館長西岡信雄による世界の民族音楽講座。 

 
子どものための楽器体験ワークショップ 

「ひちりき」「バンジョー」「アデュフェ」 
3 回実施 41 小学生を対象とした楽器体験ワークショップ。 

 
講座：フォルテピアノとその時代Ⅰ 

「プロローグ：シューベルトの夢」 
3/4 31

歴史的ピアノと作曲家・作品の深いつながりを探る。

講師：筒井はる香 

オ 市内小学校移動博物館 （3 訪問） 

 中川小学校 9/9～11 405

浜松市内小学校への移動博物館。  泉小学校 9/30～10/3 610

 西気賀小学校 1/21～22 88

カ 楽器整理･調査･情報発信 (5 企画) 

 所蔵資料の調査・整理・修復 通年 - 所蔵資料の調査、整理、修理、展示整備。 

 音楽文化・芸能調査 通年 - 森町の舞楽調査。田中正平資料の整理。 

 CD・図録の制作 通年 - 博物館所蔵楽器の CD3 種製作。 

 広報誌「楽器博物館だより」発行 10 回 -
催しの報告や開催案内を掲載する季刊誌。 

各号約1,400 部。 

 公式ホームページの管理運営 通年 - 一般情報とアーカイブス、最新情報ほかを発信。 

キ 他博物館・教育研究機関等との連携 (1 事業) 

 名古屋芸術大学との共同調査 通年 - 日本の一絃琴と二絃琴の伝承状態現状調査。 

ク 研修受け入れ（4 事業） 

 学芸員実習受け入れ 8/27～9/4 10 名古屋学芸大学、名古屋芸術大学、山梨大学他 

 インターンシップ受け入れ 8/9～24 6 金城学院大学、愛知大学、静岡文化芸術大学他 

 教職員研修受け入れ 8/21 1 江之島高校 

 職場体験受け入れ 6～12 月 28 丸塚中学校、江之島高校、曳馬中学校他 

合 計 43 事業 35,034 内、観覧者数に含まれる数（※の事業） 32,101 
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② CD、DVD、図録の制作・発行 （CD：浜松市楽器博物館コレクションシリーズ） 

・No.48 「森の響き～ドイツ後期ロマン派・ブラームスの魅力～」 （第69 回文化庁芸術祭参加作品、読売新聞推薦盤） 

・No.49 「筝の古典と白繭の響き～太助筝による～」 （平成26 年度（第69 回）文化庁芸術祭参加作品） 

・No.50 「シェイクスピアの音楽 リュートに託した恋の歌」 （『レコード芸術』特選） 

 

 

③ 観覧者数 

( )内は前年度末実績 

観覧者数計 

(人) 

内 訳 (人) 

大人 高校生 小中学生 幼児 

86,605 66,834 2,965 13,013 3,793 

(87,898) (65,855) (2,337) (15,551) (4,155) 

 

 

④ 利用料金収入 

( )内は前年度末実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 (円) 

観覧料 
20,830,800 21,060,000 △229,200 

(19,848,920) (21,060,000) (△1,211,080) 
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（２）浜松科学館 

① 施設付帯事業の実施 

事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

ア 子ども事業( 14 事業) 

 ふしぎな科学講座 全6 回実施 95 観察・実験講座。「プラコプター」「浮枕子」他。 

 わくわくものづくり講座 全6 回実施 93 工作講座。「動くおもちゃ」「風速・風向計」他。 

 
浜松サイエンスアドベンチャー事業 

（活動Ⅴ期 活動Ⅵ期） 
通年 延べ 555

ものづくりの街浜松をささえる企業の見学や、技術者から

話を聞く。小中学生から公募し 2 年間活動。 

 第14 回リモコンマシン・アイデアバトル 全15 回実施 延べ 172
有線式リモコンマシンを競技会用にチューニング。 

特別協力：浜松ロータリークラブ 

 第14 回ロボカップジュニア 全14 回実施 述べ 120 自律型ロボット製作とプログラミングの学習。 

 つくり隊！あそび隊！！ 全7 回実施
1,042

(うち※910)

身近にある材料を利用して科学工作を楽しむイベント。「紙

コップローラーを飛ばそう！」他。 

 試してみよう！ 全7 回実施 ※1,139
実験を通して身近な科学の疑問点を分かりやすく解決する参

加無料イベント。「まさつの実験」他。 

 GW スペシャルイベント「水あそび？」 5/3,4 825
小さな子どもから体験できる、楽しみつつも驚きの成果が

得られる簡単な実験。 

 三方手裏剣＆アメンボを作ろう！ 8/14 ※225 博物館学芸員実習生による実験工作イベント。 

 浜松科学館探検ツアー 12/23,3/25 ※140 施設の裏側を紹介するツアーイベント。 

 
スペシャル☆サイエンスショー 

「力の世界 大実験！！」 
3/1 216 通常のサイエンスショーより内容・時間を拡大。 

 サイエンスショー 150 回実施 － 科学を身近に感じてもらう実験ショー。 

 ミクロ観察 66 回実施 － 水生生物等を実際に光学顕微鏡で観察。 

 ミニ実験 110 回実施 － 身近な材料・道具を使った実験を紹介。 

イ 親子参加事業(3 事業) 

 ときめきら星空宇宙講座 9/20,2/22 46
プラネタリウムを活用し、宇宙・天文またそこで培われてい

る技術などについて学ぶ。協力：焼津天文科学館 

 
お部屋de とれたて！マイ畑 

～ペットボトルでイチゴ栽培体験～ 
10/12 70 植栽体験をとおした食育・生物学習。 

 親と子のかがく講座 11/2,2/14 34
大人にも手ごたえのある講座を中心に、親子で一緒に取り

組む講座として設定。「七宝焼」 他 

ウ 大人参加事業(1 事業) 

 大人のための科学講座 
10/26, 

2/15 
30

大人を対象とした科学講座。子ども講座の中でも人気の高

い講座を中心に実施。 

エ 特別展・常設展運営事業(2 事業) 

 常設展の運営 通年 －

力・音・光・自然・宇宙・エレクトロニクスの各テーマにわけ

た参加体験型の展示。また、職員の解説と共に展示案内

端末U4 を中心としたヘイムズⅣ等も活用。 

 
特別展 「出世大名家康くんのお宝を取り

返せ！！ ふしぎ体験！忍者屋敷」 
7/19～8/31 42,969

忍者の不思議な行動を現代の科学で疑似的に体験できる

ようにした特別展示。共催：静岡新聞社・静岡放送 

オ プラネタリウム事業(6 事業) 

 一般投影「一般番組」 通年 ※35,759
一般番組「銀河鉄道の夜」「ワンピース」等の投影。番組の

はじめにスタッフによる星空生解説。 
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事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

 団体向け投影 通年 ※12,319
学校の理科学習とリンクして、セミオーダーで星空解説を

行う個別対応型の学習投影。 

 金曜日のナイト・プラネ 全18 回実施 917
仕事帰りの大人を対象として、夜 19 時から行うプラネタリウ

ムの夜間投影。協賛：中部ガス(株) 

 一般投影「浜松科学館制作番組」 7/20～3/31 ※8,103
科学館職員制作プログラム。全編生解説で投影。「惑星～

その謎に迫る～」他。 

 Twilight Healing Planetarium 8/11～17 354 夕方実施する大人向けのプラネタリウム投影。 

 プラネタリウム＆コンサート 
10/4,12/6 

2/7 
528

コンサートとプラネタリウム解説のセット企画。「秋の星座と

神話(ジャズ)」「聖なる夜の音楽会(室内楽)」他。 

カ 共催事業(21 事業) 

 
おもしろエンジン実験室 

～電動アシスト自転車の秘密～ 
5/24 18

電動アシストについての講義と体験。 

共催：ヤマハ発動機(株) 

 
第17 回リフレッシュ理科教室 

～風の力であそぼう！～ 
6/7 293

最先端科学技術研究者が講師となり、工作を通して科学の

おもしろさを伝えた。共催：応用物理学会東海支部 

 手作りカート組立教室 6/21 37
企業技術者と手作りカートを組み立て、実際に運転。 

共催：本田技研工業(株)・CSN 浜松 

 
手作りギターをつくって演奏しよう！ 

～Oneｎｅｓｓ～ 
6/28 27

身近な素材を使った楽器製作を通して、音の科学に迫る。

共催：ヤマハ(株)・CSN 浜松 

 第10 回どきどき科学探究教室 7/6 42
大学の先生による実験工作を通した科学の学習。 

共催：(公財)山﨑自然科学教育振興会 

 見えない放射線を見てみよう！ 7/12,13 ※209
放射線の観察と観察キットの製作。 

共催：静岡エネルギー・環境懇談会 

 親子電波教室 9/27 28
電子回路ブロックの組立と電波についての講義。 

共催：静岡県電波適正利用推進員協議会 

 ボートふしぎ発見教室 9/28 28
船についての講義とよく進む船の工作。 

共催：ヤマハ発動機㈱ 

 脱穀・籾摺り体験 10/18 23
身近な道具を使って収穫作業の一部を体験。 

協力：浜松理科教育研究会 

 

親子で楽しむ顕微鏡観察 

「目に見えない小さな世界をのぞいてみよ

う！」 

10/25 30

微生物の観察を通して、光学顕微鏡の使い方と試料の下

処理を学習。共催：日本微生物生態学会、日本土壌微生物

学会、環境バイオテクノロジー学会、日本菌学会 

 森と木を知ろう～だいすき北遠～ 11/7～9 246
北遠の森林や自然の環境保全の必要性を伝えるイベント。

カンナ削り体験実施。共催：NPO 法人天竜川・杣人の会 

 第2 回MATH やらまいか決勝大会 11/29 72
市内小学生による算数の能力を競うゲーム大会。 

共催：浜松・東三河地域イノベーション戦略推進協議会 

 プラカップからキーホルダーを作ろう！ 11/29,30 ※285
プラスチック廃材を使用したアクセサリー製作。 

共催：(一社)プラスチック循環利用協会 

 
親子で理解を深めるリサイクル 

「プラスチックを使ったおもしろ実験講座」 
11/30 26

実験を通した、発泡スチロールやペットボトル等の再資源

化の学習。共催：プラスチック循環利用協会 

 第19 回おや！なぜ？横丁 12/13,14 
10,940

(うち※2,558)

ものづくりの街浜松を代表する多くの企業、大学・高校・ジ

ュニアボランティア等による体験イベント。 

 
プラネタリウムリニューアル記念講演会 

宇宙最前線！～「超新星１９８７A」を最新鋭望遠鏡で追う 
12/23 169

世界で活躍する研究者による、超新星と最新の天体望遠

鏡についての解説。共催：(公財)静岡県文化財団 他 
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事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

 
天野浩名大教授ノーベル物理学賞受賞 

記念「青色LED 研究の足跡」展 
12/25～1/18 5,390

青色 LED 研究の歴史と LED の効能や有効利用事例を紹

介。共催：浜松市・浜松市教育委員会、静岡新聞社・静岡放送

 
親子で楽しむ電子工作教室 

ふしぎなメロディー小箱を作ろう！ 
12/27 64

光通信により音を奏でる電子工作。共催：ソーラーバイクレ

ース実行委員会「笑輪」、浜松城北工業高校、日立技術士会 

 鉄道模型大集合！！ 2/11,14,15 859
N ゲージの鉄道模型ジオラマ展示。操作体験コーナーも

設置。協力：浜松学院中学校・高校鉄道研究部 他 

 ロボット講座「ミニロボを作ろう」 3/27 45
遠隔操作ができるサッカー用ロボットの組立。 

協力：㈱アイエイアイ 

 LED でお絵かき！ 3/28 70 LED を使ったアート工作。共催：㈱フクダサインボード 

キ 学校・地域連携事業 (6 事業) 

 

サイエンスカフェ 9 回実施 141
喫茶を楽しみながらの自然科学研究の発表や講義。 

共催：浜松珈楽庵 

静岡STEM ジュニアプロジェクト 通年 122
科学に才能のある子を伸ばすための学習・研究支援活

動。主催：静岡大学 協力：浜松理科教育研究会 

 教育講演会等 
6/14,21 

9/21,11/9 
252

科学館スタッフが外部へ出向く、科学教育講演会。 

主催：雄踏文化センター他 

 附属中学生徒による浜松の自然展示 8/24 ※441
静岡大学附属中学の生徒による、浜松の自然を紹介する

ブースの出展。 

 GOGO おもしろサイエンス 
全26 校中 

25 校実施 
2,092

市内小学校への出張サイエンスショー。 

(インフルエンザ流行により 1 校中止) 

 えんてつチャレンジパーク in ソラモ 3/22 432
子どもの才能を引き出す遊びの場を提供する中心市街地

イベントに科学工作ブースを出展。主催：遠州鉄道㈱ 

ク 相談事業(2 事業) 

 理科自由研究の相談 通年 129
研究の進め方・まとめ方、実験・観察の具体的な方法等の

指導・助言。協力：市教育研究会理科研究部 

 発明くふうの相談 8/9,10 10
発明くふう作品創作の取り組みに対する質問コーナー。 

協力：浜松発明研究会 

ケ 作品展・表彰式(7 事業) 

 第25 回発明とアイデア展 4/19,20 320
浜松発明研究会会員の発明・アイデア作品を展示。 

共催：浜松発明研究会 

 「里山の自然～日本の原風景～」展 
4/1,2 

（3/15より開催）

65

(計957)

里山に生息する生物についての県所蔵の標本展示。 

共催：県自然史博物館ネットワーク 

 
浜松市小・中学生理科研究作品展及び第

24 回櫻塲賞授与式・理科自由研究発表会 

9/6～23 

11/3 
2,436

市内小・中学生の理科自由研究優秀作品の展示。 

共催：市教育研究会理科研究部 

 
第36回浜松市小・中学生発明くふう優秀作

品展及び優秀作品表彰式 

9/12～28 

11/3 
1,768

小・中学生の発明アイデア優秀作品の展示。 

共催：浜松経済クラブ 

 
全国科学館連携協議会巡回展示 

「広がるいのち～深海から宇宙まで～」 
11/6～12/28 1,948

地球生命の豊かさを感じるとともに、地球外生命の存在可

能性について考えるパネル展。協力：全国科学館連携協議会

 
浜松市天文台 

ゆめいっぱい小学生宇宙絵画展 
2/6～15 1,400

浜松市内の児童生徒から募集した宇宙の絵の展示。 

共催：浜松市天文台 

 静岡県の化石展 
3/14～31 

(4/2 まで開催)
713

県内で発見された県所蔵の化石標本の展示。 

共催：県自然史博物館ネットワーク 

コ ボランティア育成事業(4 事業) 
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事 業 名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

 ボランティア研修会 4/2 16 活動内容説明・接客研修・実技研修を実施。 

 ジュニアサイエンスボランティア研修会 4/20 46 ジュニアボランティアの接客・実技研修を実施。 

 ボランティア連絡会 3 回実施 87 ボランティア活動計画についての打ち合わせ。 

 ボランティアコンテナ 8/2,3 
1,984

(うち※1,378)

ボランティア自主企画の実験・工作イベント。「紙ヒコーキ」

「ピンホールカメラ」他。 

サ 研修事業(5 事業) 

 
生涯学習施設職員及び生涯学習ボランテ

ィアのための実技研修会 
6/11,12 107

協働センター等で子ども講座を担当するスタッフを対象に

開催。主催：市生涯学習課 

 中学生職場体験学習受入 8 校受入 28 学校との連携を深め学外体験実習への協力。 

 教員初任者研修受入 4 回実施 9 教職1 年目の教員の社会体験研修。 

 博物館学芸員実習・インターン実習受入 
8/4～14 

(8/11 除く) 
4

大学生の校外実習に対する協力。(愛知淑徳大学、お茶の

水女子大学、東京大学、北里大学) 

 教職者社会体験研修受入 8/22 1 教職員の社会体験研修。(清流館高校) 

シ その他(2 事業) 

 広報誌「はままつ科学館通信」の発行 全5 回発行 －
科学館事業案内、展示品の解説、科学に関する時事話題

を掲載。各号約60,000 部発行。 

 「浜松科学館メールマガジン」の発信 月1 回 － イベント情報等をメール会員宛(毎月約700 人)に配信。 

合  計 73 事業 139,203 内、観覧者数に含まれる数(※の事業)  63,466 
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② 施設稼働率等 

( )内は前年度末実績 

  利用率 
延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

(人) 

ホール 
67.1% 307 206 62,576 内、自主事業      50,910

(60.1%) (306) (184) (58,506) 内、一般利用等     11,666

講座室(2 室) 
56.8% 308 175 47,175 内、自主事業       44,721 

(72.2%) (306) (221) (55,014) 内、一般利用等    2,454 

合  計 
66,782※ 

(63,965) 

内、自主事業※    52,662

内、一般利用等    14,120 

※特別展観覧者数を、ホール・講座室それぞれの入場者として計上しているため、合計数字は重複分を減じている。 

今年度は 42,969 人、前年度は 49,555 人。 

 

 

③ 観覧者数 

( )内は前年度末実績 

区分 
観覧者数計 

(人) 

内  訳 (人) 

大人 高校生 小中学生 幼児 その他 

常設展 
75,328 

(73,574) 

24,668 

(25,554) 

522 

(559) 

33,959 

(32,060) 

13,034 

(12,609) 

3,145 

(2,792) 

常設展及びプラネタリウム 
55,942 

(48,226) 

18,867 

(16,163) 

1,036 

(592) 

22,062 

(20,080) 

9,968 

(8,736) 

4,009 

(2,655) 

特別展 
42,969 

（49,555） 

16,699 

（21,243） 

22,568 

（18,303） 

2,654 

（4,995） 

1,048 

（5,014） 

合計 
174,239 

(171,355) 

60,234 

(62,960) 

80,147 

(71,594) 

25,656 

(26,340) 

8,202 

(10,461) 

※特別展「出世大名家康くんのお宝を取り返せ!!ふしぎ体験!忍者屋敷」は 7 月19 日（土）～8 月31 日（日）までの開催。 

※特別展の内訳については、「幼児」は 4 歳未満の数であり、4 歳以上小学生未満の数は「高校生及び小中学生」に含まれる。 

※「その他」は、招待者や、70 歳以上または障がい者のうち無料扱いとなった方等。 

 

 

④ 利用料金収入 

( )内は前年度末実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 (円) 

施設利用 
3,517,370 

(2,546,220) 

2,598,000 

(3,000,000) 

919,370 

(△453,780) 

観覧料 

(常設展及びプラネタリウム) 

31,296,550 

(28,949,180) 

29,100,000 

(29,000,000) 

2,196,550 

(△50,820) 

合 計 
34,813,920 31,698,000 3,115,920 

(31,495,400) (32,000,000) (△504,600) 
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（３）浜松文芸館 

① 施設付帯事業の実施 

事業名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

ア 展示会 （3 事業） 

 

特別収蔵展 

「自筆から見る浜松ゆかりの文人たちⅡ」 
4/1～7/21 ※579

文芸館収蔵品の中から、内田六郎、松島十湖、小

百合葉子の自筆原稿や作品を展示。 

企画展「秋山鐵夫の絵と詩で紡ぐ癒しの空間」 8/3～11/3 ※1,257
浜松市在住の秋山鐵夫の絵と温もりのある叙情詩

を展示。 

特別収蔵展「ポスターで見る浜松文芸館のあゆみ」 11/18～3/3 ※568 過去の収蔵展、企画展のポスターや資料を展示。 

イ 講座 （14 事業） 

 

俳句入門講座 全10回 197 俳句作りの知識・技能と観賞法を学ぶ入門講座。 

短歌入門講座 全5回 70 短歌作りの知識・技能と鑑賞法を学ぶ入門講座。 

文学講座～『伊勢物語』を読む～ 全12回 316 「伊勢物語」を読解する講座。春秋各6回。 

宮沢賢治童話を楽しむ講座 全3回 22 宮沢賢治童話を鑑賞し、魅力を語りあう講座。 

川柳入門講座 全5回 89 川柳作りの知識・技能と鑑賞法を学ぶ入門講座。 

声であらわす文学作品講座 全6回 62 詩・文学の名作を音読して楽しむ講座。 

うら打ち入門講座 全2回 22 書画や薄布のうら打ち体験講座。（初心者向け) 

大人のための絵本づくり講座 

～世界に一つだけの絵本づくりに挑戦～ 
全6回 59

お話作りから製本まで世界に１冊だけの絵本を作

成する講座。 

文学と歴史講座 全5回 175
藤沢周平の作品を通して、江戸時代の生活や人情

を学ぶ講座。 

現代詩入門講座 
全5 回中

1 回実施 
8

現代詩の基礎知識や作り方・鑑賞方法を学ぶ講

座。（講師の都合により２回目以降休講） 

自由律入門講座 全3回 43 自由律俳句の知識・技能を学ぶ入門講座。 

 文章教室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 全12 回 184 エッセイストたかはたけいこ氏による文章講座。 

 切り絵教室 全5 回 75 好評につき開催。初心者向けの切り絵体験講座。 

 手渡そう読書の楽しさ（夜間講座） 全2 回 19 子供たちに手渡したい本の紹介。 

ウ イベント (4 事業) 

 

講演会「自分史を書こう」 8/31 24 自分史の意義と書き方。講師：たかはたけいこ 

朗読会「藤沢修平を読む」 10/26 50 藤沢周平『橋ものがたり』より「約束」を朗読で鑑賞。

文学散歩 11/14, 21 54 静岡・清水の歴史ある土地や寺社を訪ねる。 

 文芸館フェスティバル 2/28,3/1 240 文芸館利用団体による作品展示と発表。 

エ 子供向け事業（夏休み小学生講座） (3 事業) 

 

牛乳パックで作るからくり絵本づくりに挑戦しよう！ 7/26 32 牛乳パックを活用した簡単なからくり絵本の製作。

10 歳からの少年少女俳句入門講座 全3 回 16
俳句について知り、自然と触れ合いながら楽しく学

ぶ子どものための俳句入門講座。 

ダンボールキッドを使った、自分だけの額縁を作ろう！ 8/6 24 オリジナル額縁を作る実技講座。 

オ 浜松市民文芸事業 （1 事業） 

 

第60 集作品募集・審査 9 月～1 月 593 小説、児童文学、評論、随筆、詩、短歌、定型俳

句、自由律俳句、川柳の 9 部門で作品を市民公

募・審査選考し、優秀作品を「浜松市民文芸」として

編集発行する。 

編集・発行 1 月～3 月 －

掲載作品の表彰（ｱｸﾄｼﾃｨ浜松で開催） 3/14 34

販売（過去の発行誌を含む） 通年 －

カ 資料の研究調査・保存・整理 （1 事業） 

 資料収集・研究・整理事業 通年 －
資料収集対象者を中心とした資料の収集・研究・整

理分類及び寄贈品の整理等。 

キ 教育期間との連携 （4 事業） 

 学習見学者への案内・説明 通年 － 市内小学校等の施設見学の受入れ。 

 学芸員実習の受入れ 7 月 1 大学生の校外学習受入れ。受入校：京都精華大学
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事業名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

 インターンシップの受入れ 8 月 1 大学生の社会体験実習受入れ。受入校：愛知大学

 初任者研修受入れ 11 月 1
初任教諭の社会体験研修受入れ。 

受入校：静岡県立湖西高等学校 

ク その他事業 （1 事業） 

 
文芸館だより「いざない 浜松文学紀行」 

No.18～No.32 発行 
通年 －

文芸館だより発刊。「文芸館の四季」と題して敷地

内の植物の写真・エッセイ・展示・講座の紹介。 

講師和久田雅之氏の寄稿も掲載。 

合 計 31 事業 4,815 内、観覧者数に含まれる数（※の事業） 2,404 

 

【第60 集「浜松市民文芸」応募状況】     ( )内は前年度応募数 

募集部門 応募作品数 

小説 18 (17) 

児童文学 5 (7) 

評論 4 (2) 

随筆 38 (36) 

詩 34 (27) 

短歌 120 (120) 

定型俳句 224 (219) 

自由律俳句 62 (58) 

川柳 88 (80) 

応募総数 計 593 （566） 

 

② 施設稼働率等 

（ ）内は前年度末実績 

 利用率 延べ利用可能数(日)
延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

（人） 

講座室（2 室） 
83.6% 614 513 8,938 

(93.0%) (612) (569) (9,607) 

和室 
46.3% 307 142 1,333 

(65.0%) (306) (199) (1,831) 

合 計 
10,271 

(11,438) 

 

③ 観覧者数 

 （ ）内は前年度末実績 

 

④ 利用料金収入 

( )内は前年度末実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 (円) 

施設利用 
453,500 410,000 43,500 

(493,700) (410,000) (83,700) 

開館日数 

（日） 

観覧者数計 

（人） 

内 訳 （人） 

大人 高齢者 高校生 小中学生 未就学児 その他 

264 2,494 1,778 189 0 440 40 47 

(251) (2,842) (2,342) (127) (9) (257) (32) （75） 

60



 
 

（４）浜松市旧浜松銀行協会 

① 施設付帯事業の実施 

事業名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

ア 展示事業 （3 事業） 

 
企画展 

「二十四の瞳」制作60 年記念展 

4/1〜 

3/31 
※4,720

ゴールデングローブ賞等に輝いた「二十四の瞳」制作 60

年を記念した企画展。映画ポスターやトロフィー、台本等

多数展示。未公開の木下監督のプライベート収蔵品の

数々も展示。 

 木下惠介生誕100 年記念映像の常設展 通年 －
生誕100 年を記念して制作された、木下惠介記念館だけ

で鑑賞できる映像を常設公開。 

 常設展 通年 － 旧浜松銀行協会設計士の中村與資平関連資料の展示。

イ 企画事業 （9 事業） 

 木下惠介作品 館内上映会 12 回実施 1,684
毎月第 3 日曜日に 2 階アートホールで木下惠介映画作

品を上映。各日2 度上映。 

 特別上映会「青い青い空」 5/3 70
浜名湖えんため映画制作プロジェクト第2弾として制作さ

れた浜松が舞台の映画。 

 
「二十四の瞳」公開60 年記念 

特別上映会「二十四の瞳」 
8/9,10 242

公開 60 年を記念して、小豆島を舞台に女性教師と 12 人

の子どもたちとの交流を描いた名作を特別に上映。 

 
木下惠介誕生日記念 

特別上映会「香華」 
12/5 90

木下惠介監督の誕生日を記念して、3 時間 30 分の超大

作を一挙上映。 

 出張上映会 8 回実施 448
市内の老人福祉センター、ふれあいセンター、協働セン

ター等へ出向き、木下惠介監督の映画作品を上映。 

 団体見学上映会 3 回実施 94
生誕100年記念映像「天才と呼ばれたオトコ」を2Fアート

ホールにて特別上映。 

 木下惠介作品 DVD 視聴事業 通年 39
館内視聴ブースを利用して、木下惠介映画作品鑑賞機

会を提供。 

 
旧浜松銀行協会トリオブリランテ 

コンサートシリーズ第7 回 
10/11 94

浜松在住の音楽家との協働企画。 

お筝とヴァイオリン、歌の和洋コラボのコンサート。 

 
アートホール活用事業 

「二十四の瞳」公開60 年記念コンサート 
11/24 156

「二十四の瞳」制作60 年記念展との連動イベント。 

映画に挿入されている童謡や唱歌の数々を浜松在住の

音楽家とともに楽しむ。 

ウ 講座等事業 （3 事業） 

 

木下惠介生誕100 年記念映画 

「はじまりのみち」上映会& 

原恵一監督トークショー 

2/8 160

生誕 100 年を記念して平成 25 年 6 月に公開された松竹

映画「はじまりのみち」の特別上映会及び監督・プロデュ

ーサーによる講演会を開催。 

 けいすけクラブの開催 4 回実施 56
木下惠介ファンが集まり、講座や作品鑑賞、座談会を通

じて研究の深化を図る。 

 栄町映画倶楽部の開催 12 回実施 58
市民映画愛好家が木下惠介作品やジャンルを問わない

映画を語り合い、交流を深める映画研究会。 

エ  販売事業 （2 事業） 

 木下惠介監督映画作品ＤＶＤの委託販売 通年 － 木下惠介監督映画作品ＤＶＤを販売。 

 
自主出版発行 

「ＫＥＩＳＵＫＥ～木下惠介記念館」 
通年 －

木下作品有識者 7 人の特別随筆集。全作品と関連作品

を解説、撮影風景等の写真情報を掲載。 

オ 木下惠介、中村與資平ゆかりの資料の調査研究・保存・整理 （3 事業） 

 
木下惠介関連資料及び寄贈物品の 

収集・調査・研究・保存・整理 
通年 －

木下惠介の浜松地域における活動記録収集等の資料調

査や寄贈物品の受付・整理等。 

 
中村與資平関連資料及び寄贈物品の 

収集・調査・研究・保存・整理 
通年 － 中村與資平や建物に関する資料の公開と展示。 
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事業名 開催日 
参加者数

(人) 
内  容 

 木下惠介関連機関等との調整 通年 －
木下惠介に関連する映画関係者（木下組）・著作権者・遺

族との交渉及び関連施設とのネットワークの構築。 

カ その他事業 （5 事業） 

 
企画展「二十四の瞳」制作60 年記念展 

クイズ 
通年 －

企画展の内容に興味を持ってじっくり観て頂けるようクイ

ズを実施。正解者には、オリジナルポストカードを進呈。

 子ども用クイズ 通年 －
来館した子供の興味を喚起し、楽しんでもらうために子ど

も用クイズを作成。 

 広報誌「栄町だより」の発行 通年 － 旧浜松銀行協会や木下惠介記念館の事業をＰＲ。 

 上映会鑑賞カードの発行 1/18〜 －

上映会参加者に「映画鑑賞カード」を発行。 

鑑賞作品にスタンプを押し、個人の記録とするほか、違う

映画作品も観たくなるよう、再来館を促す。 

 ホームページを活用した情報発信 通年 －
ホームページを通じて、旧浜松銀行協会・木下惠介記念

館の情報を広く発信。 

合計 25 事業 7,911 内、観覧者数に含まれる数（※の事業） 4,720 

 

 

② 施設稼働率等 

( )内は前年度末実績 

 

 
利用率 

延べ利用可能日数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 
入場者数(人) 

アートホール 
17.2％ 308 53 3,618 内、自主事業 2,523

(19.5％) (308) (60) (3,194) 内、一般利用等 1,095

ギャラリー 
3.6％ 308 11 137 内、自主事業 21

(98.1％) (308) (302) (4,779) 内、一般利用等 116

合  計 
3,755 内、自主事業 2,544

(7,973) 内、一般利用等 1,211

 

 

③ 観覧者数 

( )内は前年度末実績 

開館日数 

(日) 

観覧者数計 

(人) 

内  訳  (人) 

大人 高齢者 高校生以下 障害者 開放日招待 その他 

308 4,720 1,708 2,341 452 91 71 57 

(308) (4,802) (1,743) (2,693) (133) (95) (90) (48) 

 

 

④ 利用料金収入 

( )内は前年度末実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 (円) 

施設利用 
619,790 80,000 539,790 

(74,340) (120,000) (△45,660) 

観覧料 
170,800 180,000 △9,200 

(173,840) (120,000) (53,840) 

合 計 
790,590 260,000 530,590 

(248,180) (240,000) (△8,180) 
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１ 貸借対照表 

 
 

貸借対照表 

平成27年3月31日現在 

  （単位：円）

科目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ 資産の部       

 １ 流動資産       

 現金 2,777,906 4,875,959 △ 2,098,053

 普通預金 417,268,220 470,361,645 △ 53,093,425

 定期預金 100,000,000 100,000,000 0

 未収金 74,954,267 56,201,384 18,752,883

 未収利息 3,716,728 4,390,249 △ 673,521

 前払金 2,003,829 2,643,989 △ 640,160

 立替金 278,215 227,741 50,474

 棚卸資産 3,150,341 3,433,492 △ 283,151

 貸倒引当金 △ 202,377 △ 140,503 △ 61,874

流動資産合計 603,947,129 641,993,956 △ 38,046,827

 ２ 固定資産       

 (1) 基本財産       

 投資有価証券 838,999,630 1,139,048,036 △ 300,048,406

 定期預金 1,300,768,767 1,000,768,767 300,000,000

基本財産合計 2,139,768,397 2,139,816,803 △ 48,406

 (2) 特定資産       

 退職給付引当資産 150,683,173 140,907,835 9,775,338

 事業基金 183,144,305 183,144,305 0

 広域文化基金 37,713,703 41,734,798 △ 4,021,095

 ピアノコンクール積立資産 30,000,000 20,000,000 10,000,000

 運用財産積立資産 400,000,000 400,000,000 0

特定資産合計 801,541,181 785,786,938 15,754,243

 (3) その他固定資産       

 建物附属設備 2,424,450 2,424,450 0

  減価償却累計額 △ 2,424,449 △ 2,424,449 0

 什器備品 801,675 801,675 0

  減価償却累計額 △ 285,040 △ 231,595 △ 53,445

 リース資産 76,919,700 46,962,300 29,957,400

  減価償却累計額 △ 29,081,820 △ 23,324,490 △ 5,757,330

その他固定資産合計 48,354,516 24,207,891 24,146,625

固定資産合計 2,989,664,094 2,949,811,632 39,852,462

資産合計 3,593,611,223 3,591,805,588 1,805,635
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  （単位：円）

科目 当年度 前年度 増減 

Ⅱ 負債の部       

 １ 流動負債       

 未払金 187,448,720 262,701,765 △ 75,253,045

 前受金 67,741,810 64,650,778 3,091,032

 預り金 32,270,695 45,852,851 △ 13,582,156

 リース債務 16,801,407 8,901,130 7,900,277

 賞与引当金 23,886,053 24,425,456 △ 539,403

 役員賞与引当金 860,193 426,660 433,533

流動負債合計 329,008,878 406,958,640 △ 77,949,762

 ２ 固定負債       

 リース債務 31,543,566 15,072,601 16,470,965

 退職給付引当金 150,683,173 140,907,835 9,775,338

固定負債合計 182,226,739 155,980,436 26,246,303

負債合計 511,235,617 562,939,076 △ 51,703,459

Ⅲ 正味財産の部       

 １ 指定正味財産       

 事業基金 183,144,305 183,144,305 0

指定正味財産合計 183,144,305 183,144,305 0

（うち特定資産への充当額） (183,144,305) (183,144,305) (0)

 ２ 一般正味財産 2,899,231,301 2,845,722,207 53,509,094

（うち基本財産への充当額） (2,139,768,397) (2,139,816,803) (△ 48,406)

（うち特定資産への充当額） (467,713,703) (461,734,798) (5,978,905)

正味財産合計 3,082,375,606 3,028,866,512 53,509,094

負債及び正味財産合計 3,593,611,223 3,591,805,588 1,805,635
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２ 正味財産増減計算書 

正味財産増減計算書 

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 

  （単位：円）

科目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ 一般正味財産増減の部       

 １ 経常増減の部       

 (1) 経常収益       

 ① 基本財産運用益       

 基本財産受取利息 27,997,397 22,167,238 5,830,159

 基本財産運用益計 27,997,397 22,167,238 5,830,159

 ② 特定資産運用益       

 特定資産受取利息 2,746,250 6,807,513 △ 4,061,263

 特定資産運用益計 2,746,250 6,807,513 △ 4,061,263

 ③ 事業収益       

 入場料収益 119,006,870 105,367,985 13,638,885

 チケット手数料収益 5,761,862 4,057,447 1,704,415

 イベント関連収益 13,178,197 14,725,727 △ 1,547,530

 協賛金・共催事業収益 38,423,576 34,605,468 3,818,108

 受取会費 12,363,290 12,489,390 △ 126,100

 広告料収益 3,029,000 3,273,000 △ 244,000

 使用料収益 981,790 1,970,319 △ 988,529

 手数料収益 17,274,124 12,739,915 4,534,209

 図書販売収益 162,000 217,000 △ 55,000

 売上収益 10,077,851 10,168,198 △ 90,347

 施設利用料金収益 752,561,022 677,582,834 74,978,188

 観覧料収益 52,160,850 64,901,460 △ 12,740,610

 事業収益計 1,024,980,432 942,098,743 82,881,689

 ④ 受取指定管理料等       

 受取指定管理料 1,375,079,526 1,498,362,000 △ 123,282,474

    受取市補償金 2,953,800 0 2,953,800

    受取消費税関係交付金 10,747,613 0 10,747,613

 受取指定管理料等計 1,388,780,939 1,498,362,000 △ 109,581,061

 ⑤ 受取受託金       

 受取事業市受託金 76,669,000 108,533,925 △ 31,864,925

 受取受託金計 76,669,000 108,533,925 △ 31,864,925

 ⑥ 受取補助金等       

 受取民間補助金 4,438,466 2,533,000 1,905,466

 受取補助金等計 4,438,466 2,533,000 1,905,466

 ⑦ 受取負担金       

 受取事業市負担金 117,247,000 42,933,644 74,313,356

 受取負担金計 117,247,000 42,933,644 74,313,356

 ⑧ 受取寄付金       

 受取寄付金 348,700 210,000 138,700

 受取事業基金振替額 0 31,000,000 △ 31,000,000

 受取寄付金計 348,700 31,210,000 △ 30,861,300

66



 
 

  （単位：円）

科目 当年度 前年度 増減 

 ⑨ 雑収益       

 受取利息 186,267 167,540 18,727

 為替差益 37,167 10,531 26,636

 雑収益 1,217,126 2,995,689 △ 1,778,563

 雑収益計 1,440,560 3,173,760 △ 1,733,200

 経常収益計 2,644,648,744 2,657,819,823 △ 13,171,079

 (2) 経常費用       

 ① 事業費       

 役員報酬 5,766,959 3,587,574 2,179,385

 給料手当 386,110,411 393,020,149 △ 6,909,738

 臨時雇賃金 39,767,777 37,547,858 2,219,919

 退職給付費用 16,582,202 17,785,499 △ 1,203,297

 福利厚生費 64,356,128 63,988,505 367,623

 交際費 40,580 93,360 △ 52,780

 会議費 257,233 371,397 △ 114,164

 懇談会費 6,392,998 4,076,616 2,316,382

 旅費交通費 23,305,331 21,494,506 1,810,825

 通信運搬費 12,942,237 12,899,458 42,779

 減価償却費 17,593,935 11,965,905 5,628,030

 消耗什器備品費 3,476,607 16,969,432 △ 13,492,825

 消耗品費 44,836,539 47,595,594 △ 2,759,055

 修繕費 32,356,661 75,792,311 △ 43,435,650

 印刷製本費 38,257,510 35,246,665 3,010,845

 燃料費 384,013 393,487 △ 9,474

 光熱水料費 101,946,616 118,007,908 △ 16,061,292

 使用料賃借料 39,518,150 40,858,513 △ 1,340,363

 保険料 4,529,353 5,699,185 △ 1,169,832

 諸謝金 53,628,457 55,792,240 △ 2,163,783

 租税公課 43,230,462 24,083,090 19,147,372

 支払負担金 807,527,408 846,476,791 △ 38,949,383

 支払助成金 12,001,393 10,474,292 1,527,101

 委託費 727,023,768 690,881,958 36,141,810

 手数料 13,839,533 11,782,691 2,056,842

 広告料 20,276,524 18,171,200 2,105,324

 商品仕入 2,618,945 2,176,366 442,579

 支払利息 927,400 576,236 351,164

 貸倒引当金繰入 186,629 140,503 46,126

 雑費 411,120 429,790 △ 18,670

 事業費計 2,520,092,879 2,568,379,079 △ 48,286,200

 ② 管理費       

 役員報酬 3,844,639 2,391,716 1,452,923

 給料手当 40,777,925 37,859,143 2,918,782

 臨時雇賃金 1,308,200 1,487,589 △ 179,389

 退職給付費用 1,793,176 2,330,889 △ 537,713

 福利厚生費 7,612,089 6,705,222 906,867

 交際費 87,719 78,680 9,039

 会議費 0 5,250 △ 5,250
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  （単位：円）

科目 当年度 前年度 増減 

 旅費交通費 324,260 341,330 △ 17,070

 通信運搬費 91,097 97,205 △ 6,108

 減価償却費 476,640 1,229,112 △ 752,472

 消耗什器備品費 0 1,118,460 △ 1,118,460

 消耗品費 96,961 217,586 △ 120,625

 印刷製本費 349,440 170,310 179,130

 使用料賃借料 906,428 780,909 125,519

 保険料 467,860 568,120 △ 100,260

 諸謝金 65,000 105,000 △ 40,000

 租税公課 1,060,238 508,510 551,728

 支払負担金 437,140 634,450 △ 197,310

 委託費 10,743,600 13,076,385 △ 2,332,785

 手数料 485,167 113,840 371,327

 広告料 25,920 60,900 △ 34,980

 支払利息 22,272 29,667 △ 7,395

 為替差損 0 1,754,102 △ 1,754,102

 管理費計 70,975,771 71,664,375 △ 688,604

 経常費用計 2,591,068,650 2,640,043,454 △ 48,974,804

 当期経常増減額 53,580,094 17,776,369 35,803,725

 2 経常外増減の部       

 (1) 経常外費用       

 棚卸資産廃棄損 0 5,250,000 △ 5,250,000

 経常外費用計 0 5,250,000 △ 5,250,000

 当期経常外増減額 0 △ 5,250,000 5,250,000

 税引前当期一般正味財産増減額 53,580,094 12,526,369 41,053,725

 法人税、住民税及び事業税 71,000 71,000 0

 当期一般正味財産増減額 53,509,094 12,455,369 41,053,725

 一般正味財産期首残額 2,845,722,207 2,833,266,838 12,455,369

 一般正味財産期末残額 2,899,231,301 2,845,722,207 53,509,094

Ⅱ 指定正味財産増減の部       

 ① 特定資産運用益       

 特定資産受取利息 212,675 177,216 35,459

 ② 一般正味財産への振替額       

 一般正味財産への振替額 △ 212,675 △ 31,177,216 30,964,541

 当期指定正味財産増減額 0 △ 31,000,000 31,000,000

 指定正味財産期首残高 183,144,305 214,144,305 △ 31,000,000

 指定正味財産期末残高 183,144,305 183,144,305 0

Ⅲ 正味財産期末残高 3,082,375,606 3,028,866,512 53,509,094
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正味財産増減計算書内訳表 

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 

  （単位：円）

科目 
公益目的 

事業会計 

収益事業 

会計 
法人会計 

内部取引 

消去 
合計 

Ⅰ 一般正味財産増減の部           

 １ 経常増減の部           

 (1) 経常収益           

 ① 基本財産運用益           

 基本財産受取利息 13,998,698 0 13,998,699 0 27,997,397

 基本財産運用益計 13,998,698 0 13,998,699 0 27,997,397

 ② 特定資産運用益           

 特定資産受取利息 296,777 77 2,449,396 0 2,746,250

 特定資産運用益計 296,777 77 2,449,396 0 2,746,250

 ③ 事業収益           

 入場料収益 119,006,870 0 0 0 119,006,870

 チケット手数料収益 5,761,862 0 0 0 5,761,862

 イベント関連収益 13,178,197 0 0 0 13,178,197

 協賛金・共催事業収益 38,423,576 0 0 0 38,423,576

 受取会費 12,363,290 0 0 0 12,363,290

 広告料収益 3,012,356 16,644 0 0 3,029,000

 使用料収益 980,308 1,482 0 0 981,790

 手数料収益 17,120,671 153,453 0 0 17,274,124

 図書販売収益 162,000 0 0 0 162,000

 売上収益 10,077,851 0 0 0 10,077,851

 施設利用料金収益 741,388,782 11,806,380 0 634,140 752,561,022

 観覧料収益 52,160,850 0 0 0 52,160,850

 事業収益計 1,013,636,613 11,977,959 0 634,140 1,024,980,432

 ④ 受取指定管理料等           

 受取指定管理料 1,307,645,743 13,707,271 53,726,512 0 1,375,079,526

    受取市補償金 2,897,678 56,122 0 0 2,953,800

    受取消費税関係交付金 10,576,106 171,507 0 0 10,747,613

 受取指定管理料等計 1,321,119,527 13,934,900 53,726,512 0 1,388,780,939

 ⑤ 受取受託金           

 受取事業市受託金 76,669,000 0 0 0 76,669,000

 受取受託金計 76,669,000 0 0 0 76,669,000

 ⑥ 受取補助金等           

 受取民間補助金 4,438,466 0 0 0 4,438,466

 受取補助金等計 4,438,466 0 0 0 4,438,466

 ⑦ 受取負担金           

 受取事業市負担金 117,247,000 0 0 0 117,247,000

 受取負担金計 117,247,000 0 0 0 117,247,000

 ⑧ 受取寄付金           

 受取寄付金 348,700 0 0 0 348,700

 受取寄付金計 348,700 0 0 0 348,700
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  （単位：円）

科目 
公益目的 

事業会計 

収益事業 

会計 
法人会計 

内部取引 

消去 
合計 

 ⑨ 雑収益           

 受取利息 0 0 186,267 0 186,267

 為替差益 18,583 0 18,584 0 37,167

 雑収益 868,467 7,470 341,189 0 1,217,126

 雑収益計 887,050 7,470 546,040 0 1,440,560

 経常収益計 2,548,641,831 25,920,406 70,720,647 634,140 2,644,648,744

 (2) 経常費用           

 ① 事業費           

 役員報酬 5,730,435 36,524 0 0 5,766,959

 給料手当 384,969,022 1,141,389 0 0 386,110,411

 臨時雇賃金 39,649,160 118,617 0 0 39,767,777

 退職給付費用 16,541,958 40,244 0 0 16,582,202

 福利厚生費 64,167,687 188,441 0 0 64,356,128

 交際費 40,580 0 0 0 40,580

 会議費 257,233 0 0 0 257,233

 懇談会費 6,392,998 0 0 0 6,392,998

 旅費交通費 23,301,318 4,013 0 0 23,305,331

 通信運搬費 12,871,733 70,504 0 0 12,942,237

 減価償却費 17,271,880 322,055 0 0 17,593,935

 消耗什器備品費 3,457,521 19,086 0 0 3,476,607

 消耗品費 44,608,385 228,154 0 0 44,836,539

 修繕費 32,181,265 175,396 0 0 32,356,661

 印刷製本費 38,242,177 15,333 0 0 38,257,510

 燃料費 379,696 4,317 0 0 384,013

 光熱水料費 101,943,325 3,291 0 0 101,946,616

 使用料賃借料 39,390,036 128,114 0 0 39,518,150

 保険料 4,500,927 28,426 0 0 4,529,353

 諸謝金 53,611,927 16,530 0 0 53,628,457

 租税公課 42,900,288 330,174 0 0 43,230,462

 支払負担金 792,767,156 14,760,252 0 0 807,527,408

 支払助成金 12,001,393 0 0 0 12,001,393

 委託費 720,066,584 6,957,184 0 0 727,023,768

 手数料 13,794,501 45,032 0 0 13,839,533

 広告料 20,260,621 15,903 0 0 20,276,524

 商品仕入 2,618,945 0 0 0 2,618,945

 支払利息 910,485 16,915 0 0 927,400

 貸倒引当金繰入 183,083 3,546 0 0 186,629

 雑費 403,747 7,373 0 0 411,120

 事業費計 2,495,416,066 24,676,813 0 0 2,520,092,879

 ② 管理費           

 役員報酬 0 0 3,844,639 0 3,844,639

 給料手当 0 0 40,777,925 0 40,777,925

 臨時雇賃金 0 0 1,308,200 0 1,308,200

 退職給付費用 0 0 1,793,176 0 1,793,176
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  （単位：円）

科目 
公益目的 

事業会計 

収益事業 

会計 
法人会計 

内部取引 

消去 
合計 

 福利厚生費 0 0 7,612,089 0 7,612,089

 交際費 0 0 87,719 0 87,719

 旅費交通費 0 0 324,260 0 324,260

 通信運搬費 0 0 91,097 0 91,097

 減価償却費 0 0 476,640 0 476,640

 消耗品費 0 0 96,961 0 96,961

 印刷製本費 0 0 349,440 0 349,440

 使用料賃借料 0 0 1,540,568 634,140 906,428

 保険料 0 0 467,860 0 467,860

 諸謝金 0 0 65,000 0 65,000

 租税公課 0 0 1,060,238 0 1,060,238

 支払負担金 0 0 437,140 0 437,140

 委託費 0 0 10,743,600 0 10,743,600

 手数料 0 0 485,167 0 485,167

 広告料 0 0 25,920 0 25,920

 支払利息 0 0 22,272 0 22,272

 管理費計 0 0 71,609,911 634,140 70,975,771

 経常費用計 2,495,416,066 24,676,813 71,609,911 634,140 2,591,068,650

 当期経常増減額 53,225,765 1,243,593 △ 889,264 0 53,580,094

 税引前当期一般正味財産増減額 53,225,765 1,243,593 △ 889,264 0 53,580,094

 法人税、住民税及び事業税 0 71,000 0 0 71,000

 他会計振替額 271,194 △ 271,194 0 0 0

 当期一般正味財産増減額 53,496,959 901,399 △ 889,264 0 53,509,094

 一般正味財産期首残額 1,284,319,849 61,546,191 1,499,856,167 0 2,845,722,207

 一般正味財産期末残額 1,337,816,808 62,447,590 1,498,966,903 0 2,899,231,301

Ⅱ 指定正味財産増減の部           

 ① 特定資産運用益           

 特定資産受取利息 212,675 0 0 0 212,675

 ② 一般正味財産への振替額           

 一般正味財産への振替額 △ 212,675 0 0 0 △ 212,675

 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0

 指定正味財産期首残高 183,144,305 0 0 0 183,144,305

 指定正味財産期末残高 183,144,305 0 0 0 183,144,305

Ⅲ 正味財産期末残高 1,520,961,113 62,447,590 1,498,966,903 0 3,082,375,606

※従来、3つに区分していた公益目的事業は、当法人の定款に定める共通した目的達成のため実施している事業であること

から、これを再編し、行政庁である静岡県の変更認定を受け、当年度より1つの区分で表示している。 
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３ 財務諸表に対する注記 

 

財務諸表に対する注記 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。 

 

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。 

 

（３）固定資産の減価償却の方法 

・建物附属設備及び什器備品 

定額法によっている。 

・リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 

 

（４）引当金の計上基準 

・貸倒引当金 

債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。   

・賞与引当金 

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。 

・役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。 

・退職給付引当金 

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。 

 

（５）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

 

２ 会計方針の変更 

該当なし。 

 

 
 

参考 
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３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。   

）円：位単（  

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

基本財産         

  投資有価証券 1,139,048,036 10,922 300,059,328 838,999,630 

  定期預金 1,000,768,767 300,000,000 0 1,300,768,767 

小計 2,139,816,803 300,010,922 300,059,328 2,139,768,397 

特定資産         

  退職給付引当資産 140,907,835 16,268,106 6,492,768 150,683,173

 503,441,381 0 0 503,441,381 金基業事  

  広域文化基金 41,734,798 0 4,021,095 37,713,703 

  ピアノコンクール積立資産 20,000,000 10,000,000 0 30,000,000 

  運用財産積立資産 400,000,000 0 0 400,000,000 

小計 785,786,938 26,268,106 10,513,863 801,541,181 

合計 2,925,603,741 326,279,028 310,573,191 2,941,309,578

※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。 

 

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

）円：位単（  

科目 当期末残高 
(うち指定正味財 

産からの充当額) 

(うち一般正味財 

産からの充当額) 

(う ち 負 債 に

対 応 する額 )

基本財産         

  投資有価証券 838,999,630 － (838,999,630) －

  定期預金 1,300,768,767 － (1,300,768,767) －

小計 2,139,768,397 － (2,139,768,397) －

特定資産         

  退職給付引当資産 150,683,173 － － (150,683,173)

－ －)503,441,381( 503,441,381 金基業事  

  広域文化基金 37,713,703 － (37,713,703) －

  ピアノコンクール積立資産 30,000,000 － (30,000,000) －

  運用財産積立資産 400,000,000 － (400,000,000) －

小計 801,541,181 (183,144,305) (467,713,703) (150,683,173)

合計 2,941,309,578 (183,144,305) (2,607,482,100) (150,683,173)

 

５ 担保に供している資産 

該当なし。 

 

６ 保証債務等の偶発債務 

該当なし。 
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７ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。   

 （単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益 

国債 第276 回 50,000,000 50,565,000 565,000

国債 第277 回 50,000,000 50,765,000 765,000

国債 第279 回 60,000,000 61,152,000 1,152,000

国債 第284 回 36,999,630 38,061,900 1,062,270

地方債 神奈川県 第159 回 100,000,000 105,230,000 5,230,000

地方債 静岡県 平成22 年度第3 回 100,000,000 106,050,000 6,050,000

地方債 静岡県 平成22 年度第4 回 100,000,000 100,060,000 60,000

地方債 静岡県 平成22 年度第5 回 100,000,000 105,800,000 5,800,000

地方債 静岡県 平成22 年度第6 回 12,000,000 12,618,000 618,000

地方債 浜松市 平成24 年度第1 回 330,000,000 343,431,000 13,431,000

合計 938,999,630 973,732,900 34,733,270

 

８ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。   

（単位：円）

補助金等の名称 交付者 
前期末 

残高 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期末 

残高 

貸借対照表上

の記載区分 

地域の文化・芸術活動 

助成事業助成金 
一般財団法人地域創造 0 4,119,000 4,119,000 0 

－キッズアートプロジェクトしずおか 

ワークショップ支援事業助成金

特定非営利活動法人 

キッズアートプロジェクトしずおか
0 319,466 319,466 0 

合計 0 4,438,466 4,438,466 0 

 

９ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 

 （単位：円）

内容 金額 

経常収益への振替額  

特定資産受取利息 212,675

合 計 212,675

 

10 関連当事者との取引の内容 

該当なし。 

 

11 重要な後発事象 

該当なし。 
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12 退職給付関係 

（１）採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職

給付費用を計算している。 

 

（２）確定給付制度 

① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

退職給付引当金の期首残高 140,907,835円 

退職給付費用 16,268,106円 

退職給付の支払額 △ 6,492,768円  

退職給付引当金の期末残高 150,683,173円 

 

② 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

非積立型制度の退職給付債務 150,683,173円 

貸借対照表に計上された負債 150,683,173円 

 

退職給付引当金 150,683,173円 

貸借対照表に計上された負債 150,683,173円 

 

③ 退職給付費用 

簡便法で計算した退職給付費用 16,268,106円 

 

13 リース取引関係 

（１）ファイナンス・リース取引 

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース資産の内容 

その他固定資産 

・アクトシティ施設における施設予約システム機器（什器備品） 

・アクトシティ施設における施設ｗｅｂ予約システム機器（什器備品） 

・アクトシティ施設における施設料金管理サブシステム機器（什器備品） 

・アクトシティ施設における映像機器（什器備品） 

・友の会におけるチケット予約システム機器（什器備品） 

・会計システム機器（什器備品） 
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４ 附属明細書 

 

１ 基本財産及び特定資産の明細 
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。 

 

２ 引当金の明細   

）円：位単（   

科目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

貸倒引当金 140,503 186,629 124,755 0 202,377

賞与引当金 24,425,456 23,886,053 24,425,456 0 23,886,053

役員賞与引当金 426,660 860,193 426,660 0 860,193

退職給付引当金 140,907,835 16,268,106 6,492,768 0 150,683,173
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５ 財産目録 

財産目録 

平成27年3月31日現在 
        （単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 

（流動資産）     

  現金 手元保管 運転資金として 2,777,906

  普通預金 静岡銀行浜松中央支店 運転資金として 417,268,220 

  定期預金 浜松信用金庫本店営業部 運転資金として 100,000,000 

  未収金 浜松市他 公益目的事業に係る未収事業収入他 74,954,267

  未収利息 浜松信用金庫他 基本財産利息収入他 3,716,728

  前払金 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ㈱他 公益目的事業に係る使用料他 2,003,829

  立替金 ㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ他 公益目的事業に係る楽器修繕立替他 278,215

  棚卸資産 CD、書籍他 公益目的事業に係る商品 3,150,341

  貸倒引当金     △ 202,377

流動資産合計       603,947,129

（固定資産）         

基本財産 投資有価証券 共用財産であり、運用益を公益目的事業及

び管理運営費の財源として使用している。 

838,999,630

    国債（第276 回） 50,000,000 

    国債（第277 回） 50,000,000 

    国債（第279 回）   60,000,000 

    国債（第284 回）   36,999,630 

    神奈川県債（第159 回）   100,000,000 

    静岡県債（平成22 年度第3 回）   100,000,000 

    静岡県債（平成22 年度第5 回）   100,000,000 

    静岡県債（平成22 年度第6 回）   12,000,000 

    浜松市債（平成24 年度第1 回）   330,000,000 

  定期預金 共用財産であり、運用益を公益目的事業及

び管理運営費の財源として使用している。 

1,300,768,767

    浜松信用金庫本店営業部 768,767 

    三井住友銀行浜松支店 300,000,000 

    静岡銀行浜松中央支店   300,000,000 

  静岡銀行浜松中央支店   300,000,000 

    野村信託銀行   400,000,000 

    基本財産計 2,139,768,397

特定資産 退職給付引当資産 （定）浜松信用金庫本店営業部 職員に対する退職金の支払いに備えた財産 150,683,173

  事業基金 寄附により受け入れた資産で、寄附者の定

めた使途に従い使用している財産 

183,144,305

    （普）静岡銀行浜松中央支店 26,144,305 

    （定）浜松信用金庫本店営業部 157,000,000 

  広域文化基金 （定）浜松信用金庫本店営業部 寄附により受け入れた資産で、公益事業の

用に供している財産 

37,713,703

      

  ピアノコンクール積立資産 （普）静岡銀行浜松中央支店 浜松国際ピアノコンクール開催年に使用す

るための特定費用準備資金である。 

30,000,000

      

  運用財産積立資産 運用益を管理運営費の財源としている。 400,000,000

    静岡県債（平成22 年度第4 回）   100,000,000

    （定）浜松信用金庫本店営業部   200,000,000

    (定)三井住友銀行浜松支店   100,000,000

    特定資産計 801,541,181

その他固定資産 建物附属設備 事務所受付部分ﾊﾟー ﾃｰｼｮﾝ 共用財産であり、公益目的事業及び収益事

業の用に供している。 

1

    浜松市中区板屋町111-1   
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        （単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 

  什器備品 事務所受付ｶｳﾝﾀ  ー 共用財産であり、公益目的事業及び収益事

業の用に供している。 

516,635

  浜松市中区板屋町111-1   

リース資産  47,837,880

施設予約システム 共用財産であり、公益目的事業及び収益事

業の用に供している。 

10,185,000 

施設web 予約システム 4,620,000 

  施設料金管理サブシステム  4,896,000

映像機器 22,464,000 

  友の会チケット予約システム 公益目的事業の用に供している。 2,574,720

  会計システム 管理運営の用に供している。 3,098,160

その他固定資産計 48,354,516

固定資産合計       2,989,664,094

資産合計       3,593,611,223

（流動負債）         

  未払金 ㈱ステージループ他 各事業に係る未払金 187,448,720

  前受金 浜松演劇鑑賞会他 施設利用料金等の前受金 67,741,810

  預り金 ㈱静岡朝日テレビ他 チケット受託販売売上金等の預り金 32,270,695

  リース債務 16,801,407

    施設予約システム 公益目的事業及び収益事業の業務に使用

している機器の債務 

5,161,598 

    施設web 予約システム 2,324,413 

    施設料金管理サブシステム 2,447,805 

  映像機器  5,525,547

  友の会チケット予約システム 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 636,250

  会計システム 管理運営の業務に使用している機器の債務 705,794

  賞与引当金 職員に対するもの 職員の賞与の引当金 23,886,053

  役員賞与引当金 役員に対するもの 役員の賞与の引当金 860,193

流動負債合計       329,008,878

（固定負債）     

リース債務 31,543,566

施設予約システム 公益目的事業及び収益事業の業務に使用

している機器の債務 

5,232,611 

施設web 予約システム 2,353,979 

  施設料金管理サブシステム  2,485,910

  映像機器  17,116,514

  友の会チケット予約システム 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 1,953,162

  会計システム 管理運営の業務に使用している機器の債務 2,401,390

退職給付引当金 職員に対するもの 職員の退職給付金の引当金 150,683,173

固定負債合計       182,226,739

負債合計       511,235,617

正味財産       3,082,375,606
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はじまりはいつも、ヒトツの感動から。
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