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平成２５年度公益財団法人富山市民文化事業団事業報告 
 

 

当事業団は、平成２４年度より「財団法人富山市民文化事業団」から「公益財団法人富山

市民文化事業団」として新たに活動することとなり、今回、この平成２５年度事業報告が公益

財団法人として２年目の事業報告となります。 

まず創造事業として、ミュージカル「ハロー・ドーリー！」とその関連事業である「ミュージカ

ルワークショップ」、そして「トヤマ・パフォーミングアーツ・フェスティバル２０１３ ｉｎ オーバー

ド」の２つのオリジナル事業を行いました。提供事業としては、坂東玉三郎演出「鼓動 ワン・ア

ース・ツアー2013～伝説」、東京バレエ団 子どものためのバレエ「ねむれる森の美女」、チョ

ン・ミョンフン指揮 楽劇「トリスタンとイゾルデ」、ニューイヤーコンサート２０１４「ウィーン・サロ

ン・オーケストラ」公演等、全１７事業を行いました。 

芸術創造センターでは、「トヤマ・パフォーミングアーツ・フェスティバル２０１３ ｉｎ 芸創セン

ター」を行う等、市民に優れた芸術文化に触れる機会を提供させていただきました。 

今後も、公益財団法人として昭和５７年の設立以来の目的である市民文化の振興に資する

ため、更なる芸術文化活動に対する関心層の拡大を図りながら、「鑑賞」と「参加」の機会を提

供し、市民の文化の交流の核となるよう努める所存です。 

 

 以下、平成２５年度事業の概要について報告します。 

 

１ 組織  

 （１）理事・監事  

                  （平成２６年３月３１日現在） 

役 職 名 氏     名 備          考 

理 事 長 犬島 伸一郎 株式会社北陸銀行特別参与 

副 理 事 長 桝田 敬次郎 株式会社桝田酒造店取締役会長 

常 務 理 事 菊川 順良 富山市芸術文化ホール館長 

理 事 伊尾 孝敏 富山県学校吹奏楽連盟副会長 

〃 大島 幾雄 桐朋学園大学音楽学部長 

〃 老月 邦夫 富山市副市長 

〃 笽島 紀代子 主任児童委員 

〃 土井 一浩 富山県オーケストラ連盟理事長 

〃 二村 文人 国立大学法人富山大学人文学部教授 

〃 吉田 一泉 文芸評論家、仏文学者 

監 事 細川 一茂 富山市会計管理者 

〃 柳原 正樹 富山県水墨美術館館長 
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（２）評議員  

                          （平成２６年３月３１日現在） 

役 職 名 氏  名 備                考 

評 議 員 朝日 重剛 朝日印刷株式会社代表取締役会長 

〃 荒川 弘子 元富山市立大泉中学校校長 

〃 本田 信次 富山市企画管理部次長 

〃 小澤 真琴 富山県オーケストラ連盟理事 

〃 押田 雪峰 富山市美術作家連合会顧問 

〃 可西 晴香 富山県洋舞協会会長 

〃 小泉   博 富山県芸術文化協会会長 

〃 杉原 信介 元富山市副市長 

〃 中村 義朗 富山県合唱連盟常任相談役 

〃 藤間 藤紗枝 富山県日本舞踊協会常任理事 

〃 武藤 憲夫 富山国際大学子ども育成学部教授 

〃 若林 啓介 株式会社若林商店代表取締役社長 

 

 

２ 会議の開催状況 

（１）理事会 

開催日時及び場所 内        容 

平成２５年５月３０日 

  午前１０時 

富山市役所第４委員会室 

・ 平成２４年度公益財団法人富山市民文化事業団事業

報告の件 

・ 平成２４年度公益財団法人富山市民文化事業団収支

決算 

・ 定時評議員会招集の件 

平成２５年１１月２２日 

  午前１０時 

富山市役所第４委員会室 

・ 平成２５年度上半期理事長及び常務理事の職務の執

行状況について（報告） 

平成２６年３月２６日 

  午後１時３０分 

富山市役所第４委員会室 

・ 平成２５年度２月末迄の理事長及び常務理事の職務の

執行状況について（報告） 

・ 平成２５年度公益財団法人富山市民文化事業団補正

収支予算（第１号） 

・ 平成２６年度公益財団法人富山市民文化事業団事業

計画の件 

・ 平成２６年度公益財団法人富山市民文化事業団収支

予算 

・ 平成２６年度の事業団資金調達及び設備投資の見込

みについて 
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（２）評議員会 

開催日時及び場所 内       容 

平成２５年６月２７日 

  午後２時 

富山国際会議場 

２０４会議室 

・ 平成２５年度公益財団法人富山市民文化事業団事業

計画及び収支予算と、資金調達及び設備投資の見込

みについて（報告） 

・ 平成２４年度公益財団法人富山市民文化事業団事業

報告の件（報告） 

・ 平成２４年度公益財団法人富山市民文化事業団収支

決算 

・ 評議員の辞任及び選任について 

・ 理事の辞任及び選任について 

・ 監事の辞任及び選任について 

 

 

３ 事業概要 

 

文化振興事業（公益目的外事業等を含む）文化振興事業（公益目的外事業等を含む）文化振興事業（公益目的外事業等を含む）文化振興事業（公益目的外事業等を含む）     

（１）創造事業    

     

名作ミュージカル上演シリーズ第４弾！ミュージカル「ハロー・ドーリー！」 

場 所 期 日 会 場 入場者数(人) 

８月１６日（金） ９２１ 

８７０ 
８月１７日（土） 

７６９ 

８月１８日（日） 

富山市芸術文化ホール 

１，０９５ 
富山公演 

計 ３，６５５ 

５６８ 
８月２３日（金） 

６３５ 

５５２ 
８月２４日（土） 

６１８ 

５２６ 
８月２５日（日） 

東京芸術劇場 

プレイハウス 

４９７ 

東京公演 

計 ３，３９６ 

合計 ７，０５１ 

ミュージカル「ハロー・ドーリー！」関連事業 

ミュージカルワークショップ 期 日 会 場 受講者数（人） 

① 

演技 
５月２５日、６月２２日、

７月６日 

（各土曜日 全３回） 

富山市民 

芸術創造センター 
３１ 
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タップダンス 
５月２５日、６月２２日、

７月６日 

（各土曜日 全３回） 

２５ 

シアターダンス 
５月２６日、６月２３日、

７月７日 

（各日曜日 全３回） 

３１ 

ヴォーカル 
５月２６日、６月２３日、

７月７日 

（各日曜日 全３回） 

富山市民 

芸術創造センター 

３０ 

① 

合計 １１７ 

  

② 
トヤマ・パフォーミングアーツ 

・フェスティバル２０１３ ｉｎ オ

ーバード 

１１月４日(月・休) 富山市芸術文化ホール １，０７１ 

 

（２）普及事業 

①ウィークエンド・コンサート 

    

 開催日・時間 会 場 出 演 者 入場者数(人) 

 

 
  ８月３０日(金) 19:00 藤ノ木公民館 男声合唱団 Ｋ＆クルー ９０ 

 

 
  ９月１４日(土) 14:00 堀川公民館 トリプレッツ（声楽・器楽） ９９ 

 

 
  ９月２７日(金) 19:00 四方公民館 リスティー（ピアノ・フルート） ９５ 

   ９月２８日(土) 19:00 
婦中熊野 

公民館 
桐朋アカデミー弦楽四重奏団 ８０ 

  １０月１３日(日) 14:00 光陽公民館 
桐朋アカデミー・アンサンブル 

（ﾌﾙｰﾄ･ｵｰﾎﾞｴ･ﾁｪﾛ･ﾋﾟｱﾉ） 
６０ 

  １０月２６日(土) 14:00 
大庄地区 

ｺﾐﾆｭﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
富山県音楽協会（声楽・器楽） ７０ 

 １１月２日(土)  13:30 
熊野小学校 

体育館 
富山県声楽家協会（声楽） １８０ 

 １１月８日(金)  19:00 月岡公民館 富山古楽協会（バロック音楽） ５０ 

 １１月９日(土)  14:00 岩瀬公民館 
アンサンブル・トライアングル 

（ｻｸｿﾌｫｰﾝ･ﾃｭｰﾊﾞ･ﾋﾟｱﾉ） 
６０ 

 

 
１１月１０日(日) 14:00 浜黒崎公民館 

アンサンブルフィガロ 

（木管アンサンブル） 
７５ 
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合 計 ８５９ 

 

 
②ジョイフルコンサート       

 開催日・時間 会 場 出 演 者 入場者数(人) 

 

 

Vol.２３ 

５月１６日(木) 11:50 

市民プラザ 

アトリウム 

ヴォーカル・アンサンブル・レガーロ 

荒川聖奈（ピアノ） 

金森由華（ピアノ） 

１６９ 

 
Vol.２４（キッズコンサート） 

８月２６日(月) 11:50 

市民プラザ 

アトリウム 

中村義朗（指揮）  

広瀬裕子（ピアノ） 

《女声合唱》Maple（ﾒｰﾌﾟﾙ）（合唱） 

２００ 

 
Vol.２５ 

８月２９日(木) 11:50 

市民プラザ 

アトリウム 

石灰幹子（ｿﾌﾟﾗﾉｻｸｿﾌｫｰﾝ） 

五十田尚（ｱﾙﾄｻｸｿﾌｫｰﾝ） 

曳地真梨奈（ﾃﾅｰｻｸｿﾌｫｰﾝ） 

山口慎一（ﾊﾞﾘﾄﾝｻｸｿﾌｫｰﾝ） 

清水慧衣（ピアノ） 

１８０ 

 
Vol.２６ 

１１月９日(土) 11:50 

市民プラザ 

アトリウム 

トリオ シフォン 

西田宏美（クラリネット） 

佐々木ゆき子（ピアノ） 

藤田千穂（ヴァイオリン） 

１３６ 

 
Vol.２７ 

２月２７日(木) 11:50 

市民プラザ 

アトリウム 

ムジカ セレナ 

渡辺真知子（リコーダー） 

廣田雅史（ﾊﾞﾛｯｸｳﾞｧｲｵﾘﾝ） 

平田恵（チェンバロ） 

阿部真紀子(ｳﾞｨｵﾗ･ﾀﾞ･ｶﾞﾝﾊﾞ) 

１７４ 

 
Vol.２８ 

３月２８日(金) 11:50 
市民プラザ 

アンサンブルホール 

別本裕子（ヴァイオリン） 

林亜希子（ピアノ） 

山本有希子（ソプラノ） 

竹内佳代 (ピアノ) 

２０３ 

   

   
合 計 １，０６２ 

     

 （３）提供事業    

     

演 目 等 期 日 会 場 等 入場者数(人) 

坂東玉三郎演出  

鼓童 ワン・アース・ツアー

2013～伝説 

５月２３日（木） 富山市芸術文化ホール １，１８５ 
① 

鼓童ワークショップ ５月１０日（金） 富山市立宮野小学校体育館 １１９ 

② 
桐朋アカデミー・オーケストラ

特別演奏会 
６月１５日（土） 富山市芸術文化ホール １，５７６ 
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③ 
スイス・バーゼル歌劇場 

「フィガロの結婚」 
６月２６日（水） 富山市芸術文化ホール １，０００ 

日生劇場発 
「アリスの吹奏楽コンサート」 

７月２６日（金） 富山市芸術文化ホール ７３０ 

呉羽会館 
アリスのミニコンサート 

（出前コンサート） 
６月１５日（土） 

金岡邸 
３００ ④ 

富山・高校演劇 

ワークショップ 

７月２３日（火）～

７月２５日（木） 
富山市芸術文化ホール ７１ 

東京バレエ団  

子どものためのバレエ 

「ねむれる森の美女」 

１，４５１ 

東京バレエ団 

クラスレッスン見学会 

７月３０日（火） 富山市芸術文化ホール 

３９０ 
⑤ 

東京バレエ団 子どものための

バレエプレイベント 

「子どものためのワークショップ

『バレエって、たのし～い！』」 

７月２９日（月） 富山市民芸術創造センター ４１ 

⑥ 
TOYAMA CITY POP 

WAVE２０１３ 

７月２９日（月） 

～８月６日（火） 
市民プラザ、グランドプラザ等 ９９１ 

１，９０１ 
⑦ 宝塚歌劇 雪組 富山公演 ８月２９日(木) 富山市芸術文化ホール 

１，８５６ 

⑧ 
ブロードウェイ・ミュージカル

「フットルース」 
８月３０日(金) 富山市芸術文化ホール ８７２ 

⑨ 
桐朋アカデミー・オーケストラ

特別演奏会 
１０月６日(日) 富山市芸術文化ホール １，３２２ 

⑩ 
ＢＥＡＴＲＡＭ ＭＵＳＩＣ 

ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０１３ 

１０月１２日（土）～

１０月１３日（日） 
富山城址公園 １，８５７ 

⑪ 
プラハ国立歌劇場 

モーツァルト「魔笛」 
１０月２０日(日) 富山市芸術文化ホール １，０１４ 

⑫ 
チョン・ミョンフン指揮 

楽劇「トリスタンとイゾルデ」 
１１月１７日(日) 富山市芸術文化ホール １，１０２ 

⑬ 
ヘルパーズ！ 

～あなたがいる風景～ 
１１月２１日(木) 婦中ふれあい館 ４６７ 
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⑭ 
小椋桂コンサート 

「歌紡ぎの会」 
１２月７日(土) 婦中ふれあい館 ６２８ 

⑮ 
第九交響曲  

歓喜の夕べ２０１３ 
１２月２５日(水) 富山市芸術文化ホール １，７１０ 

⑯ 
ニューイヤーコンサート２０１４ 

ウィーン・サロン・オーケストラ 
１月１２日(日) 富山市芸術文化ホール １，０２８ 

富山市美術作家連合会展 
２月１日（土）～ 

２月１１日（火・祝）

市民プラザ 

アートギャラリー等 
５，２９２ 

⑰ 
つくって遊ぼう！ 

親子ワークショップ 
２月２日(日) 

市民プラザ 

ＡＶスタジオ 
４０ 

    

 （４）情報事業    

     

事 業 名 事 業 内 容  

「アスネット」の名称で会員組織を展開し、芸術文化に関する情報

提供とチケット特典その他会員サービスを実施した。 アスネット事業 

（会員組織運営） 
●会員数 ３，３０２人（平成２６年３月３１日現在） 

     

（５）事業計画調査事業    

     

事 業 名 事 業 内 容 

①総合ＰＲ事業費 

情報誌、ホームページ等、自主制作媒体や外部メディアを利用

しながら、公演や劇場活動・サービスを総合的に告知するもの。 

 ●情報誌「ｍｉｔｅ ｍｉｔｅ」の刊行（年４回） 

市民文化事業団の主催事業などを案内する情報誌 

・平成２５年 ４月 Ｖｏｌ．３６ 

・平成２５年 ７月 Ｖｏｌ．３７ 

・平成２５年１０月 Ｖｏｌ．３８ 

・平成２６年 ２月 Ｖｏｌ．３９ 

②次年度事業調査準備費 
 平成２６年度に開催する予定の音楽、演劇、ダンスなど各種事

業の視察、調査を実施するもの。 

③事業制作共通費 
 情報収集のための専門誌購読や事務処理に係る共通経費で、

一括して効率的に執行するもの。 
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（６）富山市民芸術創造センター事業 

     

①夏休みスタインウェイピアノ体験     

  期 日 会 場 受講者数(人) 

       ８月２０日（火）～ 

       ８月２３日（金） 

富山市民芸術

創造センター 
３０ 

   

②トヤマ・パフォーミングアーツ・フェスティバル２０１３ ｉｎ 芸創センター   

  期日 会場 来館者数(人) 

       １１月２日（土）～ 

  １１月３日（日） 

富山市民芸術

創造センター 
４，６４１ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

2 施設管理運営事業（公益目的外事業等を含む） 

  

 富山市芸術文化ホール、ハイビジョンシアター、富山市民芸術創造センターについて富山

市から管理運営の委託を受け、当該施設の供用、保守並びに使用料の徴収及び還付に係る

事業を実施した。 
 

① 平成２５年度 富山市芸術文化ホール利用状況 

利用施設 利用日数 使用料徴収金額(円) 

大 ホ ー ル １６５ ４９，９１２，３７３ 

リ ハ ー サ ル 室 ７０ ２６０，９８７ 

計 － ５０，１７３，３６０ 

 

４月１日から３月３１日までの利用日数は１６５日で、休館日及び保守点検日を除く利用可能日

数２９６日に対し、５５．７パーセントの利用となっており、入場者数は１５９，２１４人であった。 

なお、ジャンル別公演数は、器楽演奏４２件、声楽・合唱４件、ポピュラー音楽２８件、邦楽４件、

舞踊４件、演劇１２件、大会・講演会等３０件、オペラ２件となっている。 

 

② 劇場ツアー 

普段では見られないホールの舞台裏や照明、音響、舞台装置、楽屋などを劇場スタッフが

裏話を添えて案内し、劇場への興味を持ってもらうツアーを実施した。 

期   日 対  象 参加者数（人） 内   容 

８月２1 日（水） 小学生以上 
１回目 ２４ 

２回目 ２５ 

８月２２日（木） 小学生以上 
３回目 ３４ 

４回目 ２８ 

８月２３日（金） 小学生以上 
５回目 ２５ 

６回目 ３９ 

館内案内 舞台説明 

自主事業ＰＲ アンケート 

 合計 １７５人 

 

③ オーバード・ホール ピアノ体験 

舞台上にベーゼンドルファーの代表機種「インペリアル モデル２９０」と音響反射板を設置

して、コンサート形式での演奏を体験する事業を実施した。 

期  日 対    象 参加者数(人) 

１月５日（日）～９日（木） 小学生以上 ２１  

 

④ 平成２５年度 ハイビジョンシアター利用状況 

施設名 
利用日数

（日） 
 使用料徴収金額（円） 入場者数(人) 稼働率（％） 
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ハ イ ビ ジ ョ ン

シア タ ー 
６５ １１９，５６０ １，２６６ １８．4 

 

 
⑤ 平成２５年度 富山市民芸術創造センター利用状況 

      区分 室数    延べ利用件数     使用料徴収金額（円） 

舞台稽古場 １            ３３４ １，７６２，１００ 

リハーサル室 １            ３５９ ２，１６７，４００ 

大・中練習室 ７           ５，０１３ １５，８３１，０００ 

練習室 ３４           ２３，７２４ １９，８１８，９００ 

美術製作室・アトリエ ２            ４７５ ５５５，３００ 

研修室 ２            ２１４ ８３４，９００ 

計 ４７         ３０，１１９ ４０，９６９，６００ 

 

各室の利用日数は、４７室の平均が３１９日で、休館日を除く利用可能日数３５９日に対し８８．８パー

セントの利用となっており、利用者数は、２３７，８６６人であった。なお、ジャンル別利用件数は、音楽２

５，８４９件、演劇４２７件、舞踊２，６３９件、美術４７５件、セミナー１０件、その他７１９件となっている。 

 

 

⑥ 平成２５年度 富山市芸術文化ホール催事 

月  日 催 事 名 主 催 者 

４月 ４日（木） 富山高等専門学校入学式 富山高等専門学校 

   １４日（日） バレエコンサート 日本バレエ協会北陸支部 

１６日（火） 松山千春コンサート ＦＯＢ企画 

２１日（日） ＪＵＪＵコンサート キョードー北陸 

２６日（金） 
桐朋アカデミー･オーケストラ 

第４６回定期演奏会 

桐朋学園音楽部門 富山ｷｬﾝﾊﾟｽ事務部 

演奏課 

２７日（土） 坂森ピアノ発表会 坂森みきピアノ音楽教室 

２８日（日） 
アンﾊﾟンマン「おかしの国のおかしなパーテ

ィ」 
北日本放送 

５月１１日（土） ＡＬＩＣＥコンサート サンライズプロモーション北陸 

１２日（日） 東西落語名人寄席「三人会」 サウンドソニック 

１６日（木） 中国瀋陽雑技団 ＭＩＮ－ＯＮ 

１８日（土） 週末よしもと in 富山 鵜飼興業 

１９日（日） ＷＡＨＡＨＡ本舗 全体公演「ラスト」 サンライズプロモーション北陸 

２４日（金） 桂文治襲名披露公演 北日本放送 

２５日（土） Ａ．Ｂ．Ｃ－Ｚコンサート キョードー北陸 

６月 ２日（日） 第５２回山彦民謡発表会 山彦民謡協会 

３日（月） 五木ひろし＆都はるみコンサート アイエス 



11 

８日（土） ゴールデンボンバーコンサート キョードー北陸 

９日（日） 吹奏楽祭 「コンサート２０１３」 富山県学校吹奏楽連盟富山支部 

２２日(土) 

～２３日（日） 
第５６回定期演奏会 富山商業高等学校吹奏楽部 

２９日（土） 第２３回講演と演芸のつどい 富山県社会福祉協議会 

７月 ６日（土） 第３６回定期演奏会 富山シティフィルハーモニー管弦楽団 

７日（日） サンリオ ドリームミュージカル サンリオ 

１０日（水） 北陸サマーフェスタ 三基商事 

１４日（日） 第４６回サマーコンサート 富山中部高等学校 

２０日（土） ＡＡＡコンサート キョードー北陸 

２１日（日） T M Revolution コンサート キョードー北陸 

２８日（日） 全国公文進度上位者のつどい in 富山 日本公文教育研究会 

８月 １日（木） 郷ひろみコンサート キョードー北陸 

４日（日） おまわりさんの演奏とドリルの祭典 富山県警察本部 

７日（水） 第４８回定期演奏会 富山第一高等学校 

１１日（日） 第２９回定期演奏会 呉羽高等学校フィルハーモニー管弦楽団 

２０日（火） 
第２３回グレンツェンピアノコンクール 

富山予選 
グレンツェンピアノ研究会 

２５日（日） 第４０回北日本民謡舞踊富山県大会 北日本新聞社 

９月 ６日（金） 安室奈美恵コンサート キョードー北陸 

８日（日） 平原綾香コンサート サンライズプロモーション北陸 

１１日（水） 超新星コンサート キョードー北陸 

１３日（金） 絢香コンサート ＦＯＢ企画 

１４日（土） 髙橋真梨子コンサート サウンドソニック 

１６日（月） しまじろうコンサート サンライズプロモーション北陸 

２３日（月） 第１８回バレエ公演 「シンデレラ」 荒木登志乃バレエスタジオ 

２９日（日） キューバ情熱音楽 ＭＩＮ－ＯＮ 

１０月３日（木） 富山県高等学校教育研究発表会 富山県高等学校教育研究会 

７日（月） 富山市第２区域小学校連合音楽会 富山市立藤ノ木小学校 

１２日(土) 

～１３日（日） 
第１３回東日本学校吹奏楽大会 北陸吹奏楽連盟  

１４日（月・祝） ＡＩコンサート サンライズプロモーション北陸 

１５日（火） 富山市第３区域小学校連合音楽会 富山市立堀川南小学校 

１６日（水） 富山市第７区域小学校連合音楽会 富山市立西田地方小学校 
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１９日（土） 市川海老蔵 古典への誘い～江戸の華～ 北日本放送 

２６日（土） 猛獣戦隊キョウリュウジャーショー 日本生命富山支店 

２７日（日） 合唱コンクール（創造展） 富山市立奥田中学校 

２８日（月） 合唱コンクール 富山市立速星中学校 

１１月２日（土）  第９回富山市立中学校文化祭 富山市立中学校文化連盟事務局 

９日（土） 山下智久コンサート キョードー北陸 

１０日（日） 葉加瀬太郎コンサート ＦＯＢ企画 

２０日（水） ソング＆ダンス６０感謝の花束 劇団四季 

２１日（木） 合唱コンクール 富山大学人間発達科学部附属中学校 

２４日（日） 徳永英明コンサート キョードー北陸 

２９日（金）  研ナオコ野口五郎スペシャルライブ イッセイプランニング 

１２月１日（日） 富山県小学校バンドフェステバル 富山県小学校管楽器教育研究会 

５日（木） 神野美伽コンサート MIN-ON 

６日（金） 富山高等専門学校講演会 富山高等専門学校 

８日（日） 第３２回定期演奏会 富山大学吹奏楽団 

１０日（火） 山下達郎コンサート キョードー北陸 

１５日（日） ミュージックフェスタ in TOYAMA 
ミュージックフェスタ in TOYAMA 実行委

員会 

１９日（木） 富商ホットコンサート 富山商業高等学校吹奏楽部 

２１日（土） スーパー戦隊スーパーライブ 北日本放送 

２６日（木） 松任谷由実コンサート キョードー北陸 

１月１３日（月） お客様感謝「プリキュアショー」 日本生命保険相互会社富山支店 

１９日（日） 第３７回新春民謡の祭典 北日本新聞社事業部 

２月１０日（月） 第２８回定期演奏会 龍谷富山高等高校吹奏楽部 

１６日（日） 第３７回定期演奏会 富山シティフィルハーモニー 

３月 ９日（日） 第２８回富山県社会人フェステバル 富山県社会人吹奏楽連盟事務局 

１３日（木） 自治労 2014「春闘勝利総決起集会」 自治労富山県本部 

１５日（土） 斉藤和義コンサート FOB 企画 

２２日（土） 新幹線開業 1 年前イベント 富山県知事政策局 

２７日（木） スプリングコンサート 富山県立富山高等高校 

２９日（土） 仮面ライダースペシャルライブ 2014 北日本放送事業局 

３０日（日） 友井賢太郎コンサート 友井賢太郎音楽事務所 
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＜附属明細書の作成について＞ 

上記の事業報告に関して、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４

条第３項及び事業団定款第９条第１項第２号に規定されている附属明細書により、その内容

を補足すべき重要な事項はありませんので附属明細書は作成しておりません。 


