
　<公益目的事業会計の部>
（１）　定款第４条第１項第１号の事業　（文化芸術に係る鑑賞及び参加の機会の提供並びに情報の発信）

（単位：円）

事　　業　　概　　要 実施時期･場所 入場者数 費　用

佐渡裕指揮 兵庫芸術 分野：管弦楽 平成27年 1,286 5,853,363

文化センター 演目：ブラームス作曲：交響 4月21日（火）

管弦楽団コンサート 　　　曲第２番他 東京エレクトロン

出演：佐渡裕（指揮） ホール宮城

　　　兵庫芸術文化センター

　　　管弦楽団（管弦楽）他

共催：宮城テレビ放送

松竹大歌舞伎公演 分野：古典芸能 平成27年 昼1,007 11,755,160

演目：中村翫雀改め四代目中 7月11日（土） 夜 807

　　　村雁治郎襲名披露口上 東京エレクトロン 計1,814

　　　双蝶々曲輪日記　引窓 ホール宮城

　　　他（昼・夜２公演）

出演：中村翫雀改め四代目中　

　　　村雁治郎，坂田藤十郎

共催：東日本放送（名義）

日生劇場発「アリス 分野：管弦楽 平成27年 624 3,187,418

のクラシックコン 演目：「不思議の国のアリスのクラ 8月９日（水）

サート」 　　　　　シックコンサート～アリスの

　　　　　 へんてこ舞踏会～

出演：仙台フィルハーモニー　東京エレクトロン

　　　管弦楽団他 ホール宮城

共催：日生劇場(公財)ニッセイ文化

　　　 振興財団他

ワンコインコンサート 分野：童謡 平成27年 663 1,054,837

第1回 演目：文部省唱歌，女学生唱歌 9月10日(木)

　　　 大正・昭和の童謡他 東京エレクトロン

出演：仙台童謡愛好会 ホール宮城

監修：片岡良和

第２回 分野：民謡・日本舞踊 平成28年 1,153

演目：さんさ時雨，大漁唄い込み 2月4日(木)

出演：庄司恵子，西﨑千久沙， 東京エレクトロン

　　　たらさわかすみ他 ホール宮城

監修：片岡良和

平成27年度事業報告

1,731,486

(他      1,804)

(他        984)

(入  9,917,850)

１　事業の総括

２　事　業　の　概　要

　　①　鑑賞機会の提供

事　　　業　　　名

　第３期指定管理の文化振興事業の基本方針である震災復興支援，人材育成支援並びに地域・大学連携支援に係る事業を
実施したほか,優れた文化芸術の鑑賞機会の提供や県内の公立文化施設等が行う鑑賞事業に対する支援,文化団体等が行う
活動に対する助成を実施した。
　また，会館の予約に関する事務処理の迅速化，正確なデータ管理・作成，業務の省力化及び利用者の利便性の向上を図
るため，施設予約管理システム及び施設事業管理システムの導入を行った。

　　　イ　東京エレクトロンホール宮城を会場とする事業
　　　　　歌舞伎や狂言など人気の高い公演を引き続き実施したほか，基本方針に基づいた人材育成や地域連携の事業
　　　　として，子供向けのクラシックコンサートやジャズ公演・仙台ゴスペルフェスティバルプレイベント等を行っ
　　　　た。また，災害時における観客の避難誘導の参考に資するため避難訓練コンサートを行ったほか，平日の午後の
　　　　時間に気軽に音楽に楽しんでもらうためのワンコインコンサートを行った。

収　益

(販     30,099)

6,083,151

(入  1,054,000)

(注)入：入場料収益,刊：刊行物販売収益　販：販売手数料収益　補：受取国庫補助金，他:チケット送付料収益，助：民間助成金
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(販     55,175)

(補  1,362,000)

11,674,393

(刊    333,300)

(入  6,051,248)

(他      6,068)

(入  1,729,600)

(他      1,886)

1,054,984



事　　業　　概　　要 実施時期･場所 入場者数 費用

東日本ジャズサーキット 分野：ジャズ 平成27年 1,007 6,182,042

inみやぎスーパージャズ 曲目：Danny Boy,Last Night ９月12日(土)

カルテットライブ（12日） 　　　シング・シング・シング他 ９月13日(日)

ジュニアジャズミィー 出演：日野皓正＆ラリーカールトン 東京エレクトロン

ティング・インＪＳＦ 　　　　SUPERBANDfeaturing,大坂昌彦 ホール宮城

（13日） 　　　　スーパージャズカルテット，石巻北

　　　　高等学校神戸・宮城スペシャルバンド

共催：（公社）定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会，
ＦＭ仙台

避難訓練コンサート 分野：室内楽 平成27年 247 272,590

曲目：青い山脈，男はつらいよ 9月15日(火)

　　　ロッキーのテーマほか 東京エレクトロン

出演：宮城県警察音楽隊 ホール宮城

流れ：演奏⇒地震発生⇒避難訓練

        開始⇒講評⇒演奏再開⇒終了

仙台ゴスペルフェスティバル 分野：ゴスペル 平成27年 1,236 1,577,586     

プレコンサート 曲目：Pray Without Ceasing， 9月19日(土)

       Total Praise，ふるさと、 東京エレクトロン

       NewWings他 ホール宮城

出演：John Lucas，New Wings

          Gospel Choir 他

共催：仙台ゴスペル・フェスティバル　

　　　　実行委員会

定禅寺写真展 分野：写真 平成27年 358 487,728

内容：公募による入賞者作品展 12月11日(金)

応募：２４名６５作品 　　～17日(木)

共催：宮城県芸術協会 東京エレクトロン

ホール宮城

定禅寺スプリング 分野：声楽，器楽 平成28年 609 895,886

コンサート 曲目：モテット「風よ静まれ」３月６日(日)

音楽劇「イカロスの飛翔」他 東京エレクトロン

出演：高橋絵里（Sp），神谷未 ホール宮城

　穂（Ｖｎ），小池まどか（Ｖｎ）他

東日本大震災メモリ 分野：朗読・コンサート 平成28年 1,400 -             

アルイベント 内容： 3月11日(金)

「想いを未来へ」 第１部「ふるさとへの想い」 東京エレクトロン

　　　優秀作品朗読他 ホール宮城

第２部　コンサート　

出演：堀内孝雄,みやさと奏

      渡辺祥子,和合亮一

笑いの芸術　野村万作 分野：古典芸能（狂言） 平成28年 1,578 3,084,345

・萬斎　狂言公演 演目：清水，仁王 3月18日(金)

出演：野村万作・萬斎他 東京エレクトロン

共催：河北新報社 ホール宮城

11,975 34,350,955
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(販       4,820)

(雑     48,000)

(他       1,148)

(入   3,530,000)

(負     944,866)

(他      1,605)

(入　1,680,000)

617,148

4,919,704

(雑      48,000)

48,000

(助　　683,000 )

1,680,574     

(他        574)

収益

(他       1,804)

事　　　業　　　名

(注)入：入場料収益,刊：刊行物販売収益　販：販売手数料収益　補：受取国庫補助金　助：受取民間助成金

(入     616,000)

　　負：受取負担金，他:チケット送付料，収益雑：雑収益（出展料等）

(入 28,813,598)

(販     90,094)

(負    944,866)

(刊    333,300)

(補  1,362,000)小　　　計
   計画  １２事業 (１３公演,１展示)

   実施　１２事業（１３公演,１展示）

-             

(他       2,337)

(助    683,000)

32,291,463

4,482,023

(入　1,680,000)

(他        574)

(入 　4,234,900)

0



（単位：円）

事　　業　　概　　要 実施時期･場所 入場者数 費用

ジュスカグランペール 分野：インストルメンタル・ 平成27年 164 455,608

コンサート アコースティック ７月12日(日)

出演：高井博章（ギター） 白石市文化体育

　　  ひろせまこと（Ｖｎ） 活動センター

仲道郁代ベートーヴェン 分野：器楽 平成27年 206 612,898

ピアノ・ソナタ 曲目：ベートーヴェン作曲 ８月23日(日)

全曲公演第７弾       ピアノソナタ　田園 七ヶ浜国際村

出演：仲道郁代（ｐ）

第１１回ときめき 分野：合唱他 平成27年 407 363,100

市民コンサート 出演：とめ市民合唱団（公募）11月15日(日)

      ムジカノヴァ 登米祝祭劇場

仙台フィルハーモニー管弦楽団メンバー

しおかぜ寄席 分野：落語，民謡 平成27年 412 1,161,088

出演：三遊亭小遊三,庄司恵子， 11月22日(日)

　　　六花亭遊花　他 南三陸町総合体育館

けんみん1,000円 分野：ジャズ 平成27年 451 243,299 532,187

コンサートｉｎ岩沼 曲目：黒いオルフェ，ワンダ 11月29日(日)

井上陽介カルテット 　　　フル・トゥナイト他 岩沼市民会館

ＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ 出演：井上陽介，秋田慎治

“ＧＯＯＤＴＩＭＥ″ 　　　江藤良人，萩原　亮

まほろばお好み演芸会 分野：落語（昼・夜２公演） 平成28年 昼 95 281,540

魅知国たいわ寄席 出演：春風亭柳之助,ブラボー １月23日(土) 夜102

　　　中谷，六花亭遊花　他 大和町ふれあい 計197

文化創造ｾﾝﾀｰ

塩竈　夢ミュージカル 分野：ミュージカル（２日４公演） 平成28年 20日昼288 1,825,059

「アブラゲとアップル 作・演出：丹野久美子 2月20日(土)昼夜 　　夜220

パイ」 音楽：只野展也 2月21日(日)昼夜 21日昼262

出演：公募による塩竈市民 塩竈市民交流セン 　　夜231

ター 合計1,001

5,231,480

計画　７事業（１０公演) 2,838

実施　７事業 (１１公演)

ハ　大学との共催事業

事　　業　　概　　要 実施時期･場所 入場者数 費用

尚絅学院大学礼拝堂 分野：バロック音楽 平成２７年 168 409,183

コンサート 曲目：人，女より生まれ 10月11日（日）

天上の音楽　夭折の天才 幸いなるかな，主を畏れる人よ他 尚絅学院大学

ヘンリーパーセル 出演：上村かおり，今井奈緒子 礼拝堂

ヴァーカルアンサンブル小瑠璃

(入   3,373,479)

3,373,889

(入     270,100)

221,150

104,150

収益

1,322,299

(入     221,150)

　　　ロ　地域文化会館との共催事業
　　　　  地域の公立文化施設が主催する優れた鑑賞事業について，共催者として参画することで事業の実施を支援
        し，地域住民の鑑賞機会の確保に努めた。
　　　　　また,　基本方針に基づいて，地域版「けんみん１，０００円コンサート」を実施し，地域連携を強めて集
        客率の拡大に努め，地域の文化施設の鑑賞事業の活性化を図った。

事　　　業　　　名

(他          82)

1,109,391

事　　　業　　　名
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(他         328)

小　　　計

(入     104,150)

(入     242,971)

平成２７年１０月から平成２８年１月まで大ホールにおいてロングラン公演があり会館を使用できないことから指定

管理の文化振興事業計画の基本方針のひとつである大学連携を図るため，尚絅学院大学の礼拝堂においてコンサートを

(他        82)

149,091

(入   140,009)

(入   1,322,299)

(他         410)

開催した。

収益

(入  　 103,500)

270,100

(入   1,109,309)

103,500



　②　参加する機会の提供

（単位：円）

事　　業　　概　　要 実施時期･場所 入場者数 費用

みやぎアートファミリ 分野：大ホール（ﾌｧﾐﾘｱｺﾝｻｰﾄ） 平成27年 大：317 1,226,678

アの日 　　　会議室（わくわく工作， 8月2日（日） 会：616

　　　　　ダンス・ダンス・ダンス，人形劇 計　933

　　　折り紙，けん玉，草笛，プチ 東京エレクトロン

　　　縁日コーナー) ホール宮城

出演：一般公募

東京エレクトロンホール 分野：バックステージツアー 平成２８年 25日51 2,781,237

宮城　the　ツアー 出演：一般公募 ３月２５日（金） 26日午前102

[消えた衣装をさがせ！] ３月２６日（土） 26日午後97

東京エレクトロン 計　250

ホール宮城

1,183 4,007,915

16,164

費用

523,964

2,166,190

(他       492)

計画　3事業
合　　　計

中止

　　　計画　２２事業（２７公演）

　　　実施　２２事業 (２８公演，６講座，１展示)

　　　計画  ２事業（２公演）

　　　実施　２事業 (３公演，６講座)

大：大ホール　会：会議室

-             

チラシ：10,000部

36,401,935

実施時期・収益等

情報紙等作成
　年度当初に年間 スケジュール告知チラシを作
成したほか，情報誌「けやきの風」を発行した。

実施　2事業

①及び②の事業の合計

情報誌：5,000部

事　　　業　　　名

　　　県民が，鑑賞のみにとどまることなく，自ら舞台に立ち，表現する喜びを体験する機会を提供するために，東京
　　エレクトロンホール宮城の大ホール等で，県民参加型事業を実施した。
　　　特に，平成２６年度に引き続き「みやぎアートファミリアの日」を実施したほか，中高校生を対象とした会館の舞
　　台体験事業を実施した。

年間スケジュール

通　　年

(他     94,433)

       （単位：円）

　　　　県内外の文化活動に関する情報を収集し，ホームページや情報誌・年間スケジュールを通じて広く県民
　　　に提供した。

　　③　文化芸術に係る情報の収集及び提供

東京エレクトロンホール宮
城

事　　業　　概　　要

587,492       

(入   578,000)

小　　　計

収益

文化芸術情報に関する情報
の収集及び提供

友の会運営事業
自主事業の入場券の優先的予約や割引販売を行
い，県民の芸術・文化鑑賞機会の拡大と文化活動
の振興を図るため，友の会を設置する。

参

加

す

る

機

会

の

提

供

587,492       

事　　　業　　　名

2,690,154

(雑     17,589)

(入 32,923,086)

43,999,533

(刊    333,300)

(販     90,094)

(補  1,362,000)

(助    683,000)

(負    944,866)

ホームページの管理運営
 ホームページ等を活用し，県民に文化施設，文
化団体の状況及びその催事等の情報を提供した。
ホームページアクセス　　　　321,293件
　　　　　　　　　　　累計2,891,263件


