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平成３０年度公益財団法人富山市民文化事業団事業報告 

 

 

平成３０年度は、創造事業として「billboard classics festival 2019 in TOYAMA」において市

民の合唱団がアーティストと競演し、「ダークマスター 2019 TOYAMA」では出演者・スタッフを

すべて富山で募集し創り上げるなどのオリジナル事業を行いました。普及事業としては、「ウィ

ークエンド・コンサート」、「オーバード音楽入門講座」、「シニアからはじめるワールド・パーカッ

ション」等を行い、年間を通じて幅広く市民の文化活動の啓発に努めました。また、提供事業と

して、「痴人の愛」や「カナディアン・ブラス」、東京・熊本との共同制作となったオペラ「ドン・ジョ

ヴァンニ」など多様な空間において多彩な芸術文化に触れる機会を提供しました。 

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２０１８」を行う等、市

民の芸術文化活動の拠点として、さらなる文化活動の推進を目指し、取り組みました。 

今後も、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、市民の文化交

流の核となるよう努める所存です。 

 

 以下、平成３０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３１年３月３１日現在） 

役 職 名 氏  名 備      考 

理  事  長 髙木 繁雄 富山商工会議所会頭 

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 八幡 俊彦 富山市芸術文化ホール館長 

理 事 荒川 弘子 元富山市立大泉中学校校長 

〃 伊尾 孝敏 富山県学校吹奏楽連盟顧問 

〃 今本 雅祥 富山市副市長 

〃 大坪 史尚 富山大学大学院教職実践開発研究科教授 

〃 岡田 博美 桐朋学園大学院大学教授 

〃 加藤  淳 一般社団法人富山県芸術文化協会会長 

〃 大工原 ちなみ 富山大学人文学部教授 

監 事 浅地  豊 森記念秋水美術館館長 

〃 太田 泰文 富山市会計管理者 

 



 

（２）評議員 

（平成３１年３月３１日現在） 

役 職 名 氏  名 備      考 

評  議  員 宇津 孝志 前富山市美術作家連合会会長 

〃 小澤 眞琴 富山県オーケストラ連盟副理事長 

〃 可西 晴香 富山県洋舞協会会長 

〃 片山 浄見 学校法人片山学園理事長 

〃 城野 実井子 元富山市立中央小学校校長 

〃 杉原 信介 元富山市副市長 

〃 中村 義朗 富山県合唱連盟顧問 

〃 藤間 藤紗枝 富山県日本舞踊協会副理事長 

〃 堀江 英一 富山国際大学子ども育成学部准教授 

〃 前田 一士 富山市企画管理部次長 

〃 翠田 章男 株式会社トンボ飲料代表取締役社長 

〃 若林 啓介 株式会社若林商店代表取締役社長 

 

  



２ 会議等の開催状況 

 

（１）理事会 

 

開催日及び場所 内        容 

平成３０年４月１日（日） 

書面 

（議案） 

・常務理事（代表理事）１名選定の件 

平成３０年５月２５日（金） 

富山市役所 

第３委員会室 

（議案） 

・平成２９年度事業報告 

・平成２９年度収支決算 

・定時評議員会招集 

平成３０年６月２９日（金） 

書面 

（議案） 

・理事長１名選定の件 

・副理事長１名選定の件 

・常務理事１名選定の件 

平成３０年１１月２１日（水） 

富山市役所 

第３委員会室 

（報告事項） 

・平成３０年度上半期理事長及び常務理事の職務の執行状

況 

（議案） 

・平成３０年度補正収支予算（第１号） 

平成３１年３月２６日（火） 

富山市役所 

第４委員会室 

 

（報告事項） 

・平成３０年度２月末迄の理事長及び常務理事の職務の執行

状況 

（議案） 

・平成３０年度補正収支予算（第２号） 

・平成３１年度事業計画 

・平成３１年度収支予算 

・平成３１年度の資金調達及び設備投資の見込み 

 

 

  



（２）評議員会 

 

開催日及び場所 内        容 

平成３０年４月１日（日） 

書面 

（議案） 

・理事の辞任に伴う後任理事選任の件 

平成３０年６月２９日（金） 

富山国際会議場 

２０１会議室 

（報告事項） 

・平成２９年度事業報告 

・平成２９年度補正収支予算（第１号、第２号） 

・平成３０年度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 

（議案） 

・平成２９年度収支決算 

・理事の選任 

・監事の辞任に伴う選任 

 

 

  



３ 市民文化振興事業（公益目的外事業などを含む） 

 

（１）創造事業 

① AUBADE HALL Presents 

   Tap into The Light ～Vision of LIFE～  

開催日 会 場 入場者数（人） 

５月２６日（土） １５：００ 
富山市民プラザ・ 

アンサンブルホール 
    ２８０    

 

 

② AUBADE HALL Presents 

 プラネライブ 「CHIKO LIVE in プラネタリウム」 

開催日 会 場 入場者数（人） 

１１月３０日（金） １９：００ 
富山市科学博物館 

プラネタリウム 
２２７        

 

プラネライブ 尾崎裕哉『この空をすべて君に』 

開催日 会 場 入場者数（人） 

３月２８日（木） １９：００ 
富山市科学博物館 

プラネタリウム 
２１５        

 

 

③ TOYAMA CITY POP WAVE 

  「billboard classics festival ２０１９ in TOYAMA」 ―百花繚乱、ヴィーナスたちの競演― 

開催日 会 場 入場者数（人） 

２月２６日（火） １９:００ 
富山市芸術文化ホー

ル 
１，７３４        

出演指導 実施日 会 場 出演者数(人) 

Ｔ-Grace Choir 

富山ジャズコーラス 

VOX OF JOY Choir 

Ｓｏｕｌ Ｂｉｒｄ Choir（出演

者１２名の内２名が講師とし

て稽古に参加） 

〔稽古〕 

１月２７日 

２月１０日・１１日 

〔リハーサル〕 

２月２５日・２６日 

〔稽古〕 

富山市民芸術創造セ

ンター 

〔リハーサル〕 

富山市芸術文化ホー

ル 

９２ 

富山少年少女合唱団 
〔リハーサル〕 

２月２５日･２６日 
25 



④ TOYAMA CITY POP WAVE 

   「東京ゲゲゲイ歌劇団 Vol.Ⅲ『黒猫ホテル』」 

開催日 会 場 入場者数（人） 

３月１日（金） １９：００ 富山市芸術文化ホール １，５０４        

 

「楽市楽座～アート・ショーケース～」 

開催日 会 場 入場者数（人） 

３月２日（土） １０：００～２１:００ 
富山市芸術文化ホール 

ホワイエ他 
３，８４０        

 

 

⑤ TOYAMA CITY POP WAVE 

   タニノクロウ×オール富山 「ダークマスター ２０１９ TOYAMA」 

開催日 会 場 参加者数（人） 

３月 ７日（木） １９:００ 

富山市芸術文化ホール 

舞台上特設シアター 

２２３   

３月 ８日（金） 1９:００ ２２４  

３月 ９日（土） １３:００ 

          １８:００ 

２１０ 

２２６ 

３月１０日（日） １３:００ ２１１ 

  合 計 １，０９４ 

 

◆ダークマスター ２０１９ TOYAMA 関連企画  

徳永京子「レビュー講座」 

開催日 会 場 入場者数（人） 

第１回 ２月２３日（土） １４:００ 

富山市民芸術創造センター  

１０        

第２回 ３月１６日（土） １４:００ ９ 

 

 



⑥ AUBADE HALL Presents ／AUBADE HALL × 富山大学 芸術文化学部 

  「漆ＳＡＸ TOYAMA Debut Concert」 

開催日 会 場 入場者数（人） 

１１月２日（金） １９:００ 富山能楽堂 ３０２        

  

 

 

 

（２）普及事業 

① ウィークエンド・コンサート２０１８ 

開催日 会 場 出演者 入場者数(人) 

９月７日（金）  

１９：００ 
新保文化会館 富山県音楽協会 ８６ 

９月９日（日）  

１４：００ 

蜷川公民館 

２階ホール 
富山県声楽家協会 ４６ 

９月１５日（土） 

１４：００ 
大山地域市民センター 歩歩の会 １００ 

９月２２日（土） 

１４:００ 

大庄地区コミュニティー 

センター多目的ホール 

富山古楽アンサンブ

ル 
５９ 

９月２９日（土） 

１４:００ 

奥田北公民館 

２階ホール 
和玲の会 ７５ 

１０月８日(月・祝) 

１４:００ 
池多公民館 トリプレッツ ６５ 

１０月１２日（金） 

１９:００ 
西田地方公民館 CRYSTANTO ６５ 

１０月１３日(土) 

１４:００ 
堀川公民館 ２階ホール 

桐朋アカデミー金管

六重奏団 
７８ 

１０月１９日（金） 

１９:００ 

八幡公民館 健康増進

室 
アンサンブル３０ ６６ 



１１月４日（日） 

１４:００ 
三郷公民館 大ホール 

大阪音楽大学≪幸楽

会≫富山県支部 
４４ 

１１月１６日（金） 

１９:００ 
草島公民館 富山同調会 ８５ 

１１月１７日（土） 

１４:００ 

大沢野生涯学習センタ

ーホール 

ぽんぽんアンサンブ

ルソサエティー 
１５３ 

１１月２２日（木） 

１９:００ 

富山市芸術文化ホール 

ハイビジョンシアター 

桐朋アカデミー弦楽

アンサンブル 
５３ 

１１月２５日（日） 

１４:００ 
光陽公民館 大ホール 

フルートアンサンブル

ému 
５９ 

  合 計 １，０３４ 

 

 

② 市民プラザ・ジョイフルコンサート 

開催日 会 場 出演者 入場者数(人) 

Vol.５７ 

５月２４日(木) １１:５０ 

富山市民プラザ・ 

アトリウム 

櫻井涼子（ヴァイオリン） 

木村有子（チェロ） 

田口めぐみ（ピアノ） 

２２７ 

Vol.５８ 
キッズコンサート 

８月９日(木) １１:５０ 

富山市民プラザ・ 

アトリウム 

クリスタント 

野上聡子（ソプラノ） 

浜田智美（ソプラノ） 

松崎加代子（ソプラノ） 

近藤洋平（テノール） 

奥田知絵（ピアノ） 

１９６ 

Vol.５９ 

８月２３日(木) １１:５０ 

富山市民プラザ・ 

アトリウム 

酒井由香（ソプラノ） 

増山理恵（フルート） 

渋谷優花（ヴァイオリン） 

清水香里（ピアノ） 

２４１ 

Vol.６０ 

１１月１５日（木） １１:５０ 

 

富山市民プラザ・ 

アトリウム 

平永里恵（マリンバ） 

吉田祐介（サクソフォン） 

廣瀬鏡絵（ピアノ） 

２１７ 



Vol.６１ 

２月２１日（木） １１:５０ 

 

富山市民プラザ・ 

アトリウム 

木管五重奏 

宮尾安紀子（オーボエ） 

安田菜々子（クラリネット） 

増田遥奈（ファゴット） 

村橋郁香（ホルン） 

緒方里珠（フルート） 

１５１ 

Vol.６２ 

３月１２日（火） １１:５０ 

 

富山市民プラザ・ 

アンサンブルホール 

高野葉子（ホルン） 

竹内佳代（ピアノ） 

温井杏奈（フルート） 

戸島園恵（ピアノ） 

大蔵彩瑛（ピアノ） 

１６７ 

Vol.６３ 

３月２８日（木） １１:５０ 

 

富山市民プラザ・ 

アンサンブルホール 

高尾静佳（ソプラノ） 

山森舞乃（ピアノ） 

別本裕子（ヴァイオリン） 

中野悠里（ピアノ） 

瀬上純令（ピアノ） 

１９７ 

  合 計 １，３９６ 

 

 

③ ミュージカルワークショップ２０１８ 

コース 開催日 会 場 受講者数(人) 

オープンクラス 

ヴォーカル ８月４日・５日（土・日） 

 

 

富山市民芸術

創造センター 

 

 

３９ 

タップ ９月８日・９日（土・日） ４１ 

ダンス ９月２９日・３０日（土・日） ３３ 

バレエ １０月６日・７日（土・日） ３２ 

アクト １０月２７日・２８日（土・日） ２７ 

ソング＆ダンス ８月４日・５日、 

９月８日・９日、２９日・３０日、 

１０月６日・７日、２７日・２８日 

（各土曜日・日曜日） 

４２ 

シーンミュージカル   ２８ 

   合 計 ２４２ 

 

 



④ AUBADE HALL Presents 音楽入門講座   

作曲家「加藤昌則」が誘う劇場型クラシック鑑賞術！ 

テーマ 開催日 会 場 受講者数(人) 

第１回「ショパン」 
９月２０日（木） 

１９：００ 

富山市民プラザ・アンサ

ンブルホール 
３１１ 

第２回「チャイコフスキー」 
１０月４日（木） 

１９:００ 

富山市民プラザ・アンサ

ンブルホール 
３０６ 

第３回「ブラームス」 
１０月１８日（木） 

１９:００ 

富山市民プラザ・アンサ

ンブルホール 
２８１ 

第４回「ドビュッシーVS 

ラヴェル」 

１１月１５日（木） 

１９:００ 

富山市民プラザ・アンサ

ンブルホール 
２８８ 

第５回「コンサート鑑賞術２」 

ゲスト：宮谷理香（ピアノ） 

１２月２０日（木） 

１９:００ 
富山市芸術文化ホール ４７１ 

  合 計 １，６５７ 

 

 

⑤ シニアからはじめるワールド・パーカッション 

コース 開催日 会 場 受講者数(人) 

ジャンベ基本 

ジャンベ継続 

４月１７日・２４日 

５月８日・２２日 

６月５日(全て火曜日) 

富山市民芸術創造セ

ンター 

４ 

１２ 

カホン基本 

カホン継続 

４月１８日・２５日 

５月９日・２３日 

６月６日(全て水曜日) 

富山市民芸術創造セ

ンター 

１２ 

１１ 

タール 

４月１９日・２６日 

５月１０日・２４日 

（全て木曜日） 

富山市民芸術創造セ

ンター 
７ 

小物パーカッションを楽し

もう 

４月１９日・２６日 

５月１０日・２４日 

（全て木曜日） 

富山市民芸術創造セ

ンター 
４ 

※講師の体調不良により６月７日以降の講座は中止 合 計 ５０ 

 



 

⑥ オーバード・ホール劇場ツアー 

開催日 会 場 参加者数（人） 

８月６日（月） 
１回目  １０：００ 

２回目  １４：００ 

富山市芸術文化ホー

ル 

５６  

５５   

８月７日（火） 
３回目  １０：００ 

４回目  １４：００ 

５２  

５６  

８月８日（水） 
５回目  １０：００ 

６回目  １４：００ 

４４  

５５ 

  合 計 ３１８ 

 

⑦ ベーゼンドルファーピアノ体験 

期 日 会 場 参加者数(人) 

３月１４日（木）、１５日（金） 

３月２２日（金）、２３日（土） 
富山市芸術文化ホール ２０ 

 

 

⑧ 富山・高校演劇ワークショップ 

コース 開催日 会 場 受講者数(人) 

ワークショップⅠ 

技術編 

７月２６日（木）～ 

  ７月２７日（金） 

富山市芸術文化ホー

ル 
４６ 

ワークショップⅡ 

実践編 

３月２５日（月）～ 

  ３月２７日（水） 

富山市民芸術創造セ

ンター 

 

５０ 
（うち中学生４名） 

 

 

⑨ 季節の音階段管理運営 

 １０：００～１７：００の間で、ピアノ音３種類とストリングス、季節の音（春、夏、秋、冬）から選択

し運用。 

 

 

⑩ ガラスのまちづくり推進事業 

 富山市芸術文化ホール及び富山市民芸術創造センターにおいて、２月１４日に所蔵ガラス

作品１０点の展示替えを行った。 

 



（３）提供事業   

 ア．主催事業 

事 業 名 開催日 会 場 入場者数(人) 

①  
桐朋アカデミー・オーケストラ 

特別演奏会 

６月１６日（土） 

１４：００ 

富山市芸術文化ホー

ル 
１,４１４ 

②  

AUBADE HALL Presents 

リーディング 

「男女逆転版・痴人の愛」 

７月８日（日） 

１３：００／１６：００ 
富山能楽堂 茶室 

  ６１                             

５９ 

③  

Noism1×SPAC 

劇的舞踊 vol.４ 

「ROMEO＆JULIETS」  

７月１４日（土） 

１７：００ 

富山市芸術文化ホー

ル 
５３５ 

ＳＰＡＣ俳優による 演劇ワー

クショップ 

７月１１日（水） 

１９：００ 

富山市芸術文化ホー

ル リハーサル室 
２３ 

④  

花形狂言２０１８  

真夏の狂言大作戦！ 

８月２６日（日） 

１５：００ 

富山市芸術文化ホー

ル 
７２５ 

狂言おもしろワークショップ 
７月２４日（火） 

１３：００／１４：４５ 

富山市芸術文化ホー

ル リハーサル室 

１５ 

１１ 

⑤  
桐朋アカデミー・オーケストラ 

特別演奏会 

９月２２日（土） 

１４：００ 

富山市芸術文化ホー

ル 
１，１９９ 

⑥  

婦中ふれあい館事業 

音楽の絵本「たてがみの騎

士」 

１０月６日（土） 

１４:００ 

富山市婦中ふれあい

館ふれあいホール 
５６５ 

⑦  

AUBADE HALL Presents 

カナディアン・ブラス 

１０月２１日（日） 

１４:００ 

富山国際会議場  メイ

ンホール 
５１８ 

基礎クリニック in AUBADE 

HALL 

１０月２２日（月） 

１９：００ 

富山市芸術文化ホー

ル  
８８ 

⑧  
婦中ふれあい館事業 

立川志の輔 独演会 

１１月９日（金） 

１８:３０ 

富山市婦中ふれあい

館ふれあいホール 
６５８ 



⑨  

ニューイヤーコンサート２０１９ 

ウィーン・シュトラウス・フェス

ティヴァル・オーケストラ 

１月５日（土） 

１５:００ 

富山市芸術文化ホー

ル 
１，２２３ 

⑩  

全国共同制作プロジェクト 

モーツァルト／歌劇 

「ドン・ジョヴァンニ」全幕 

１月２０日（日） 

１４:００ 

富山市芸術文化ホー

ル 
１，０１８ 

Giovanni Ensemble Toyama

稽古 

９月１５日（土）～ 

１月１９日（土） 

富山市民芸術創造セ

ンター、富山市芸術文

化ホール 

２０ 

⑪  

第２９回富山市美術作家連

合会展 

【一期】 

２月１日（金）～ 

２月６日（水） 
【二期】 

２月８日（金）～ 

２月１３日（水） 

１０:００～１７:００ 
※最終日は１６:００まで 

富山市民プラザ・ギャラ

リー他 
４，０６９ 

親子ワークショップ 

「もっと写真を楽しもう」 

２月１０日（日） 

１０:００ 

富山市民プラザ・AV ス

タジオ 
２ 

⑫ 

東京バレエ団「海賊」 
３月２１日（木・祝） 

１５:００ 

富山市芸術文化ホー

ル 
９１５ 

プリンシパル沖香菜子さんか

ら学ぶ 

バレエ・ワークショップ 

２月１６日（土） 

１４:００／１７:００ 

富山市民芸術創造セ

ンター 

５０ 

１８ 

２月１７日（日） 

１０:００ 

富山市芸術文化ホー

ル リハーサル室 
２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イ．共催事業 

事 業 名 開催日 会 場 入場者数(人) 

① 
ミュージカル 

「リトル・ナイト・ミュージック」 

５月１９日（土） 

１５：００ 

５月２０日（日） 

１３：００ 

富山市芸術文化

ホール 

１，３１０ 

１，２０３ 

② 

イングリット・フジコ・ヘミング

＆スロヴァキア国立放送交響

楽団 

６月２７日（水） 

１８：３０ 

富山市芸術文化

ホール 
１，９３３ 

③ 
音楽劇「コインロッカー・ベイ

ビーズ」２０１８ 富山公演 

８月１８日（土） 

１６：００ 

８月１９日（日） 

１３：００ 

富山市芸術文化

ホール 

１，２３０ 

１，３３２ 

④ 
熊川哲也 K バレエカンパニー

「ドン・キホーテ」 

１１月２０日（火） 

１８:３０ 

富山市芸術文化

ホール 
１，５６９ 

⑤ おもろい女 

１１月２３日（金・祝） 

１１月２４日（土） 

１１月２５日（日） 

各日１４:００ 

富山市芸術文化

ホール 

１，２９９ 

１，２７０ 

１，２６４ 

⑥ 宝塚歌劇 花組公演 
１２月８日（土） 

１４:００／１８:００ 

富山市芸術文化

ホール 

２，１２５ 

２，０１７ 

⑦ 
第九交響曲“歓喜の夕べ” 

２０１８ 

１２月２４日（月・祝） 

１６:００ 

富山市芸術文化

ホール 
１，５１４ 

⑧ 
ミュージカル 

「キューティ・ブロンド」 

３月３１日（日） 

１３:００ 

富山市芸術文化

ホール 
１，５８８ 

 

 

 

 

 



（４）情報事業 

事 業 名 事 業 内 容 

アスネット事業 

（会員組織運営） 

「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。会員ＰＲイベントも実施。 

アスネット会員数  １，３５２人（平成３１年３月３１日現在） 

メール会員数    ３，８０５人（       〃       ） 

 

◆「ダンシング・ベートーヴェン」特別上映会 

with 上野水香アフタートークショー 

５月１２日（土） 富山市芸術文化ホール  

１４：００／４０１人 

◆「ＭＲ．ＧＡＧＡ」特別上映会＆中川賢（Noism１）トークイベント 

６月３日(日) ハイビジョンシアター  

１０：３０／２０人 １３：００／５５人 

◆アスネット会員限定・花形狂言関連企画 

「楽・屋・大・名！？～終演後のメンバーと語るトークイベント～」 

８月２６日（日） 富山市芸術文化ホール 楽屋   

１７：３０／２１人 

◆アスネット会員限定企画 オーバード☆劇場講座 

「第 1 回 いい音ってなぁに？劇場ならではの音響」 

９月２８日（金） 富山市芸術文化ホール  

１５：３０／１５人 １８：３０／１９人 

 

（５）事業計画調査事業 

 

事 業 名 事 業 内 容 

① 総合ＰＲ事業 

公演事業、事業団の活動・サービス等を広く周知するための広

報活動等 

●情報誌「ｍｉｔｅ ｍｉｔｅ」の刊行（年４回） 

市民文化事業団の主催事業等を案内する情報誌。 

・平成３０年４月  Ｖｏｌ．５６  ・平成３０年８月 Ｖｏｌ．５７ 

・平成３０年１１月 Ｖｏｌ．５８  ・平成３１年２月 Ｖｏｌ．５９ 

② 次年度事業調査 次年度開催事業計画策定のための調査、視察、打合せ等   

③ 事業制作共通 
効率的な事業制作のため、共通する事務の一括処理等を行う

もの 



④ 芸術監督事業運営・調査 芸術監督の事業計画策定、実施に伴う調査、打合せ等 

 

 

（６）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 

開催日 会 場 参加者数（人） 

８月１７日（金)～ 

     ８月２４日（金） 
富山市民芸術創造センター ６３ 

 

 

② トヤマ・パフォーミングアーツ・フェスティバル２０１８ 

開催日 会 場 出 演 者 
入場者数

（人） 

１１月１０日（土) 

  ～１１月１１日（日） 

  １０:００～１８:００ 

富山市民芸術創造

センター 

計７３団体（計１，１７８名） 

※他、特別イベントとしてミニッツ

オペラやアメージングフラなど７

団体（計１１１名）が出演 

１，８３９ 

３，０４６ 

  合 計 ４，８８５ 

 

 

  



４ 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、富山市舞台芸術パーク（富山市民芸術創造センター）について

は、富山市の指定管理者として、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。 

 

（１） 平成３０年度 富山市芸術文化ホール利用状況 

利 用 施 設 利用日数（日） 使用料徴収金額（円） 

大 ホ ー ル １９９ ３４，９５８，１２０ 

リ ハ ー サ ル 室 １０６ ３１５，６９０ 

ハ イ ビ ジ ョ ン シ ア タ ー ５９ １１１，６４０ 

付 属 設 備 ― １４，８５０，６８０ 

合 計 ５０，２３６，１３０ 

４月１日から３月３１日までの大ホールの利用日数は、１９９日で、休館日及び保守点検日を除

く利用可能日数２４３日に対し、８１．９パーセントの利用となっており、入場者数は、１６６，７３４人

であった。なお、ジャンル別公演回数は、管弦楽・吹奏楽４１回、ポピュラー音楽３２回、邦楽３回、

舞踊６回、演劇２８回、大会・講演会等３２回となっている。 

ハイビジョンシアターの利用日数は５９日、入場者数は１，３５５人で、利用可能日数３４８日に

対し、１７．０パーセントの利用となっている。 

 

 

（２）平成３０年度 富山市民芸術創造センター利用状況 

利 用 施 設 室数 延べ利用件数 使用料徴収金額(円) 

舞 台 稽 古 場    １ ３６９ ２，３２６，６００ 

リ ハ ー サ ル 室 １ ４１４ ２，１８８，３００ 

大 ・ 中 練 習 室  ７ ４，８９４ １４，８６５，５００ 

練 習 室 ３４ ２７，０９７ ２１，７５５，４００ 

舞 台 美 術 製 作 室 ・    

ア ト リ エ 
２ ３３９ ３７８，８００ 

研 修 室 等  ２ ２９５ ８８９，１００ 

合 計 ４７ ３３,４０８ ４２，４０３，７００ 

４月１日から３月３１日までの各室の利用日数は、４７室の平均が３２３日で、休館日を除く利用

可能日数３５７日に対し、９０．５パーセントの利用となっており、利用者数は、２３０，２６８人であっ

た。なお、ジャンル別利用件数は、音楽２９，３０１件、演劇４２６件、舞踊２，４４７件、美術３０３件、

その他９３１件となっている。 



（３）平成３０年度 富山市芸術文化ホール催事   

月 日 催 事 名 主 催 者 

４月１日(日) 大黒摩季コンサート ハーベスト 

  ５日(木) 入学式 富山高等専門学校 

  ６日(金) 椎名林檎コンサート FOB 企画 

  ８日(日) 友井賢太郎コンサート Ｓｗｉｎｇしようぜ! １４ 友井音楽事務所 

 １４日(土) アンパンマン・ミュージカル｢まもれ！黄金の炎｣ 北日本放送事業局 

１５日(日) アンパンマン・ミュージカル｢まもれ！黄金の炎｣ 北日本放送事業局 

 ２８日(土) 第４１回定期演奏会 富山南高等学校 

２９日(日・祝) 第６１回定期演奏会 富山商業高等学校 

３０日(月・祝) 第６１回定期演奏会 富山商業高等学校 

５月２５日(金) 西野カナ コンサート FOB 企画 

 ２６日(土) 第６６回定期大会 自由民主党富山県支部連合会 

６月１日(金) THE RAMPAGE コンサート キョードー北陸 

 ２日(土) 第４６回北陸学生マンドリン合同演奏会 富山大学ギターマンドリンクラブ 

  ３日(日) 第５７回山彦民謡発表会 山彦民謡協会 

 １０日(日) 創立５５周年吟詠フェスティバル 日本クラウン吟友会 

 １７日(日) 第３５回富山支部吹奏楽祭 富山県学校吹奏楽連盟 

２１日(木) 石川さゆりコンサート イッセイプランニング 

 ２２日(金) 山内惠介コンサート 富山公演事務局 

 ２４日(日) 生長の家 講習会 生長の家 富山教化部 

 ３０日(土) 第４５回定期演奏会 富山シティフィルハーモニー管弦楽団 

７月１日(日) 郷ひろみコンサート サンライズプロモーション北陸 

 ７日(土) 第２８回 講演と演芸のつどい 富山県社会福祉協議会 

８日(日) 斉藤和義コンサート FOB 企画 

１５日(日) 日韓交流芸能まつり in 富山 韓国民団富山県本部 

１６日(月・祝) ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス ＭＩＮ－ＯＮ 

２０日(金) ミキ北陸フェスタ クリエイティブ･エイジェンシー 

２２日(日) 第５１回サマーコンサート 富山中部高等学校 

２５日(水) 島津亜矢コンサート 清水芸能企画 

２８日(土) 第４６回カゴメ劇場２０１８ オリオンＳＰ 

３０日(月) 第２８回グレチ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 

 ３１日(火) UVER world コンサート FOB 企画 



８月３日(金) 槇原敬之コンサート キョードー北陸 

  ５日(日) おまわりさんの演奏とドリルの祭典 富山県警察音楽隊 

 １１日(土・祝) JUJU コンサート キョードー北陸 

 １３日(月) 第３４回定期演奏会 呉羽高等学校 

 １５日(水) 第５３回定期演奏会 富山いずみ高等学校 

 ２２日(水) 第５３回定期演奏会 富山第一高等学校 

９月２日(日) 玉置浩二コンサート キョードー北陸 

  ８日(土) バレエ「ドラゴンクエスト」 スターダンサーズ・バレエ団 

 １３日(木) ソング＆ダンス６５ 劇団四季 

 １５日(土) 第４５回北日本民謡舞踊富山県大会 北日本新聞社事業部 

 ２３日(日・祝) WAYNO JAPAN 音楽と踊りの中南米の旅 ヒビキミュージック 

 ２６日(水) 美川憲一･コロッケ ジョイントコンサート 富山公演事務局 

 ３０日(日) だいすけお兄さんの世界迷作劇場２０１８－１９ アークスインターナショナル 

１０月３日(水) 富山県高等学校教育７０周年記念式典 
富山県高等学校教育研究会事務

局 

  ５日(金) 富山市第１区域小学校連合音楽会 大広田小学校 

６日(土) THE ALFEE コンサート キョードー北陸 

  ７日(日) 第３４回定期演奏会  富山地方鉄道吹奏楽団 

 ８日(月・祝) DRUM TAO2018 サンライズプロモーション北陸 

 １１日(木) 第４６回東海北陸地区公立学校教頭会研究大会 
富山県公立小中学校教頭会事務

局 

 １３日(土) おかあさんといっしょファミリーコンサート NHK 富山放送局 

 １４日(日) 葉加瀬太郎コンサートツアー２０１８ ハーベスト 

１５日(月) 富山市第２区域小学校連合音楽会  三郷小学校 

  １７日(水) 劇団四季こころの劇場 「王様の耳はロバの耳」 富山市校長会 

 ２７日(土) 第１４回 富山市中学校文化祭  富山市中学校文化連盟事務局 

 ２８日(日) ディズニー・オン・クラシック まほうの夜の音楽会 サンライズプロモーション北陸 

 ２９日(月) 富山市第３区域小学校連合音楽会  月岡小学校 

 ３０日(火) 合唱コンクール  奥田中学校 

 ３１日(水) 富山市第７区域小学校連合音楽会  柳町小学校 

１１月４日（日) ねんりんピック富山２０１８ 音楽文化祭 
ねんりんピック富山２０１８実行委員

会事務局 

 ６日(火) ねんりんピック富山２０１８ 講演会・総合閉会式 
ねんりんピック富山２０１８実行委員

会事務局 

 ９日(金) さだまさしコンサート キョードー北陸 



 １１日(日) 富山・金沢シティバレエ団バレエコンサート２０１８ 富山新聞社 

１５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 

１８日(日) 第５７回定期演奏会 桐朋オーケストラ・アカデミー 

 １２月２日(日) オペレッタ「こうもり」 
とやま舞台芸術祭実行委員会事

務局 

 ４日(火) 梅沢富美男・研ナオコ アッ！とおどろく夢芝居 富山公演事務局 

 ５日(水) キエフ・バレエ くるみ割り人形  富山テレビ放送事業部 

 ７日(金) クリスマス発表会 富山チアリーディング 

 ９日(日) ミュージックフェスタ２０１８ ｉｎ TOYAMA 自衛隊富山地方協力本部 

 １５日(土) ホットコンサート２０１８ 富山商業高等学校 

１６日(日) クリスマス・フェスティバル 富山家庭教会 

  ２２日(土) スーパー戦隊スーパーライブ２０１８  北日本放送事業局 

 ２６日(水) 第５５回定期演奏会 富山工業高等学校 

 １月６日(日) 
２０ｔｈ Anniversary MISIA 星空のライブ×Life 

is going on and on  
キョードー北陸 

 １１日(金) 徳永英明コンサート キョードー北陸 

１２日(土) パンチョ・アマート・バンド   ＭＩＮ－ＯＮ 

  １３日(日) スターダスト☆レビューライブツアー「還暦少年」  ハーベスト 

 ２月２４日(日) 第７１回 済生会学会 平成３０年度 済生会総会 済生会富山病院 

３月１２日(火) 平成３０年度 卒業証書・修了証書授与式 富山高等専門学校 

  １７日(日) 第３３回富山県社会人吹奏楽フェスティバル 富山県社会人吹奏楽連盟 

２４日(日) 友井賢太郎スイングしようぜ！１５ 友井音楽事務所 

２７日(水) 第６７回スプリングコンサート 富山高等学校 

 

 

＜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。 


