
　<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：千円）

事　　業　　概　　要 実施時期･場所 所要経費

定禅寺新緑コンサート 分野：クラシック 平成28年 4,575

曲目：メンデルスゾーン ピア
ノ

５月14日（土） (入 4,244 ) 収支差額

　　　三重奏曲第１番 他 東京エレクトロン △ 331

出演：川井郁子(vl），長谷川 ホール宮城

　　　陽子(vc)，仲道郁代(pf)

共催：東北放送（名義）

辻井伸行＆オルフェ 分野：クラシック 平成28年 4,484

ウス室内管弦楽団 曲目：ベートーヴェン 交響曲第 ６月14日(火) (入 4,547 )

　　　５番ハ短調「運命」，ピ (雑 108 )

　　　アノ協奏曲第５番「皇 東京エレクトロン 収支差額

　　　帝」他 171

出演：辻井伸行(pf)，オルフェ ホール宮城

　　　ウス室内管弦楽団

共催：仙台放送，河北新報社，

　　　エイベックス・クラシック

　　　ス・インターナショナル

菅野潤・荒川洋＆カメ 分野：クラシック 平成28年 4,805

ラータ・ド・ローザン 曲目：モーツァルト　ピアノ ７月３日（日） (入 4,029 )

ヌ公演 　　　協奏曲第13番ハ長調 他 収支差額

出演：ピエール・アモイヤル(vl） 東京エレクトロン △ 776

　　　菅野潤(pf)，荒川洋(fl) ホール宮城

共催：東北放送（名義）

※　入：入場料収益，雑：雑収益

平成２８年度事業計画

　　　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するとともに，基本方針に基づいた人材育成
　　　　や地域連携の高い事業として，子供向けの寄席＆ワークショップやジャズ公演等を行います。

１　事業実施にあたっての基本方針

２　事　業　の　概　要

　　①　鑑賞機会の提供

4,244

事　　　業　　　名

　平成２８年度は，第３期県民会館指定管理事業計画に掲げる文化振興事業の三つの基本方針である
震災復興支援，人材育成並びに地域・大学連携に係る事業を引き続き推進し，文化芸術の香り高いみ
やぎを目指し，個性豊かなみやぎの文化芸術の創造と発信に努めます。
特に東日本大震災で傷ついた県民の「心の復興」に重点的に取り組みます。
　

基本方針
　Ⅰ震災復興支援
    　東日本大震災が風化されることなく，復興がより一層促進されるように，震災復興に向けて，人と
　　人との絆や地域連携等をさらに強めて，文化芸術による次代を担う子どもの心のケアに積極的に取り
　　組みます[復興支援プログラム]。
　Ⅱ人材育成
　　　文化芸術を通して，想像力やコミュニケーション能力を豊かに持ち，将来の地域社会を担う子ども
　　や若者を育成します[人材育成プログラム]。
　Ⅲ地域・大学等連携
　　　地域における文化芸術活動を広げるとともに，地域のつながりを深め，活力のある地域づくりに資
　　するため，地域に根ざした創作的活動を行っている民間団体や大学等との連携・協力のもと，地域に
　　開かれた会館を目指します[地域・大学連携プログラム]。
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事　　業　　概　　要 実施時期･場所 所要経費

松竹大歌舞伎公演 分野：古典芸能 平成28年 12,272

演目：秀山十種の内松浦の太 ７月10日（日） (入 13,922 ）

　　　鼓，粟餅他(昼・夜２ 東京エレクトロン (刊 600 ）

　　　公演) (販 85 ） 収支差額

出演：市川染五郎 ホール宮城 (補 1,000 ） 3,335

共催：東日本放送（名義）

ＴＨＥ　ＰＩＡＮＩＳＴ 分野：クラシック・映画音楽 平成28年 3,600

曲目：英雄ポロネーズ,パリは ７月18日 (入 4,426 ）

　　　燃えているか， （月祝） 収支差額

　　　On y va ! 東京エレクトロン 826

出演：辻井伸行(pf)，加古隆(pf)， ホール宮城

　　　レ・フレール(pf)

共催：仙台放送，河北新報社

けんみん寄席＆こども 分野：落語 平成28年 2,044

ワークショップ 演目：未定 ８月11日 (入 2,226 ）

出演；三遊亭笑遊，六華亭遊 （木祝） 収支差額

　　　花，ぴろき他 東京エレクトロン 182

ホール宮城

プラハ国立歌劇場 分野：歌劇 平成28年 7,562

「魔笛」 演目：「魔笛」 10月16日(日) (入 7,110 ）

出演：プラハ国立歌劇場, 東京エレクトロン (販 15 ） 収支差額

　　　菅英美子(S) ホール宮城 △ 437

共催：河北新報社

※　入：入場料収益，刊：刊行物販売収益,販：物品販売手数料収益,補：受取補助金

15,607

事　　　業　　　名

2,226

7,125

4,426

収益見込額



事　　業　　概　　要 実施時期･場所 所要経費

定禅寺ストリート 分野：ジャズ 平成28年 4,124

ジャズフェスティバル 出演：本田雅人(sx),佐山雅弘 ９月10日(土)， (入 4,795 ）

連携事業 　　　(pf)，梶原順（elg）他 11日(日) 収支差額

ジャズコンサート(10日) 共催：地元放送局，宮城県 東京エレクトロン 671

ジュニアジャズコンサート 　　　　　定禅寺ストリートジャズフェ ホール宮城

(11日) 　　　　　スティバル協会(11日)

仙台ゴスペル・フェス 分野：ゴスペル 平成28年 2,172

ティバル コンサート 出演：宮城県内ゴスペル団体他 11月５日(土) (入 1,908 ）

&ワークショップ 演目：ゴスペル名曲集 (参 100 ） 収支差額

　　　ワークショップ 東京エレクトロン △ 164

共催：仙台ゴスペル・フェス ホール宮城

　　　ティバル実行委員会

熊川哲也Ｋバレエ 分野：クラシックバレエ 平成28年 13,156

演目：未定 11月１日(火) (入 13,150 ）

出演：熊川哲也他 東京エレクトロン (販 105 ） 収支差額

共催：東北放送 ホール宮城 (発 50 ） 149

避難訓練コンサート 分野：室内楽 平成28年 357

曲目：未定 11月10日(木) 収支差額

出演：宮城県警察音楽隊 東京エレクトロン △ 357

ホール宮城

笑いの芸術　野村万作 分野：古典芸能(狂言) 平成28年 3,291

・萬斎　狂言公演 演目：野村万作・萬斎他 12月２日(金) (入 3,131 ） 収支差額

共催：河北新報社 東京エレクトロン (販 5 ） 854

ホール宮城 (負 1,009 ）

定禅寺写真展 分野：写真展，絵画展 平成28年 739

　　　絵画展 内容：公募による入賞者作品展 12月7日(水)～13（火） (雑 60 ）

　　　県芸術祭受賞者展 19（月）～26日(月) 収支差額

共催：宮城県芸術協会 東京エレクトロン △ 679

ホール宮城

ワンコインコンサート 分野：音楽全般 平成28年 754

出演：県内在住若手演奏家 １２月 (入 250 ） 収支差額

東京エレクトロン △ 504

ホール宮城

63,935

収支差額

2,940

※　入：入場料収益，刊：刊行物販売収益,販：物品販売手数料収益,補：受取補助金，雑：雑収益

※(参)参加料収益 (参)収支 2,940

4,795

4,145

0

小　　　計

250

2,008

事　　　業　　　名

60

１４事業 (１５公演,１展示)

66,875

13,305

収益見込額



（単位：千円）

事　　業　　概　　要 実施時期･場所 所要経費

仲道郁代ベートー 分野：器楽 平成28年 679

ヴェンピアノソナタ 曲目：ベートーヴェン作曲 ８月21日(日) (入 417 ） 収支差額

全曲公演第８弾 　　　ピアノ・ソナタ 七ヶ浜国際村 △ 262

出演：仲道郁代（Pf)

山寺宏一サウンド 分野：朗読劇 平成28年 780

シアター 演目：未定 ８月27日(土) (入 275 ） 収支差額

出演：山寺宏一 塩竈市民交流 △ 505

センター

シエナ・ウインドオー 分野：吹奏楽 平成28年 1,252

ケストラ演奏会 曲目：未定 10月１日(土) (入 750 ） 収支差額

出演：佐渡裕(首席指揮者) 仙南芸術文化 △ 502

センター

第１２回ときめき市民 分野：合唱他 平成28年 522

コンサート 出演：市民合唱団(公募) 10月30日(日) (入 187 ） 収支差額

　　　市内音楽団体 登米祝祭劇場 △ 335

　　　プロ演奏家(ゲスト）

まほろばお好み演芸会 分野：落語（２公演） 平成29年 281

「魅知国たいわ寄席」 出演：落語芸術協会所属落語家 １月21日(土) (入 80 ） 収支差額

　　　，漫才師等 大和町ふれあい △ 201

文化創造セン

ター

けんみん1000円コン 分野：ジャズ 平成29年 597

サートin岩沼 出演：大坂昌彦(dr)，川嶋哲郎 １月２８日(土) (入 295 ） 収支差額

大坂昌彦スペシャル・ 　　　(ts) 岩沼市民会館 △ 302

ユニット 　　　スガ・ダイロー（pf)，

 　　川村竜(bs)

ジュスカグランペール 分野：インストルメンタル・ 平成28年度 625

コンサート2016 　　　アコースティック (入 177 ） 収支差額

出演：高井博章(g)， 白石市文化体育 △ 448

　　　ひろせまこと（Vn） 活動センター

4,736

(入 2,181 ） 収支差額

△ 2,555

※　入：入場料収益，刊：刊行物販売収益,販：物品販売手数料収益,補：受取補助金

(参)収支 △ 2,555

　②　参加する機会の提供

（単位：千円）

事　　業　　概　　要 実施時期･場所 所要経費

みやぎアートファミリ 分野：音楽全般（大ホール） 平成28年 1,842

アの日 　　　ワークショップ等 10月30日（日）

　　　（会議室） 東京エレクトロン

出演：一般公募 ホール宮城

収益見込額

187

事　　　業　　　名

80

177

275

295

 ７事業 (８公演)小　　　計

　　　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したり，イベント
　　に参加する機会を提供するため，大ホールや会議室をまるごと開放した県民参加型の事業を実施し
　　ます。
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事　　　業　　　名 収益見込額

　　　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るとともに，地域版「けんみん１，０００円コンサート」
　　　　等を実施し，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
　　　　ていきます。



1,842

収支差額

△ 1,842

70,513

収支差額

△ 1,457

(参)収支 △ 1,457

所要経費

394

0 4,796

5,190

収支差額

△ 5,190

       （単位：千円）

収益見込額

１事業 (１公演)小　　　計

情報紙作成
自主事業のみどころ紹介等を掲載した情報紙を発
行するとともに，年度当初に告知チラシを作成す
る。

0

文化芸術情報に関する情報
の収集及び提供

事　　業　　概　　要

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する。

合　　　計 ２事業

0

事　　　業　　　名

　　　　ホームページ等を通じて，県内の文化活動に関する情報を広く県民に提供するとともに，自主
事
　　　業のみどころなどを紹介した情報紙を発行する。

69,056

２２事業 (２４公演，１展示) 
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　　③　文化芸術に係る情報の収集及び提供

①及び②の事業の合計

0


