
平成28年度　文化ホールが実施している文化振興事業

※分類

観客数 出演者等

1 指定
こどもが輝くブックトークコンサート2016
オペレッタ
くさつ民話　青花紙のうた

草津アミカホール 7/23
夏休みに向けて子どもたちの読書への関心と、家庭教育
の向上を図ることを目的にプロの演出家・演奏家と作り上
げる音楽物語・音楽劇を上演する自主製作事業。

【脚本・演出】中村暁　【作曲】千秋次郎
【出演】太田智子、梶浦知甫、山田維久子、馬場昌子、麻
植理恵子
【演奏】麻植美弥子、宮本妥子、山村直美

150 10 1,444 千円

2 　指定
第8回草津市青少年
アンサンブルコンサート

草津アミカホール 1/7
草津市一般吹奏楽連盟との協働事業。市内の中学、高
校、一般吹奏楽団体のアンサンブル発表の場を提供する
目的で開催したコンサート。

市立中学校(６校)

県立高等学校(２校)
草津吹奏楽団、玉川ｳｨﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ
講評：樋口崇、曽根威志

360 89 118 千円

3 　指定 第25回草津市合唱祭 草津アミカホール 3/26

草津市合唱連盟との協働事業。市内で活躍するコーラス
団体を公募した合唱フェスティバル。
今年はプログラムの一つとして草津市民を中心に公募し、
一日限りの混声合唱団を結成。

参加団体（１４団体）
混声合唱団応募者（１４人）

450 154 692 千円

4 指定 第55回草津市民文化祭 草津クレアホール 9/10,11 草津市文化協会との協働事業。質の高い発表の場を提供
し、市民の文化・芸術活動を支援した。

文化協会　芸能発表（23団体）

文化協会　展示発表（6団体）

公募団体（6団体）

1,032 346 568 千円

5 指定 第32回 草津市民音楽祭 草津クレアホール 11/13

公募による実行委員会との協働事業。草津市を拠点に活
動する音楽団体の発表、交流、研鑽の場として実行委員
会を中心に運営。
今年は24団体が参加した。

公募団体　24組、菅野らら（司会） 1,000 400 296 千円

6 提案
アミカ講座2016
ピアノと一緒に歌う会

草津アミカホール
草津クレアホール

クレアホール
5/17,5/31,6/14

6/28,7/12,7/26
アミカホール
5/19,6/9,6/23

7/7,7/21,7/26,8/4

高齢者を中心にした講座として、コーラスが苦手な人も楽
しく歌える場、仲間づくりの場の提供。懐かしい童謡、唱歌　
ポピュラーなどをプロの指導のもと斉唱。アミカホールでは
８月１１日に合同発表会を開催。

講師：平田美音子、武田可奈美（クレアホール）
　　　　田中万里子（アミカホール）

564 3

7 提案
アミカ講座2016
初心者のためのデッサン講座

草津アミカホール

5/25,6/1

6/15,6/22

6/29

7/6,7/13

7/20

高齢者を対象とした参加型創造事業。
初めての方でも美術の基礎がやさしく学べるデッサン講座
を開講。

講師：望月雅生 56 1

①指定：指定管理の仕様書で市から指定された事業
②提案：指定管理の仕様書に基づき、指定管理者が提案し実施する事業
③提案（アートセンター）：指定管理者の提案により実施するコーディネート事業
④協働:他機関との協働で実施した事業
⑤県支援：移管の際に交わした覚書に基づく県の支援事業

分類 事　業　名 場所 実施日 開催風景№ 支　出事　業　概　要 出　演　者

302 千円

参加人数



観客数 出演者等
分類 事　業　名 場所 実施日 開催風景№ 支　出事　業　概　要 出　演　者

参加人数

8 提案
アミカ講座2016
歴史ある大津絵を描く会

草津アミカホール

5/27,6/10

6/24

7/8,7/22,

8/5

高齢者を対象とした参加型創造事業。
シンプルな線と色、そして思わず微笑みがこぼれるユーモ
ラスな画題の数々を楽しく描く大津絵講座を開講。

講師：髙橋松山 135 1

9 提案
音楽あふれる街♪草津
アミカウィークエンドコンサート

草津アミカホール 10/1

8月7日に開催し好評だったロビーコンサートが、舞台をク
レアホールからアミカホールに移し、更に規模を拡大して
開催。
今回はゲストに尺八奏者の岸本寿男を迎え、ギターと尺八
のハーモニーをホールいっぱいに響かせた。

田中彬博、岸本寿男 60 2 189 千円

10 提案
リハーサル事業
ホールでピアノが弾けたなら

草津アミカホール 10月～12月
利用のないホールの空き日を活用し、素舞台でのトレーニ
ングﾞの場としてホールのリハーサル料金より安く使用して
もらうリハーサル事業。

- 203 0 8 千円

11 提案
学校鑑賞
青花紙のうた
【インリーチ】

草津アミカホール 11/4

同年７月に開催したオペレッタ「青花紙のうた」を、草津小
学校の全校生徒を対象に再演。
午後の回では、ホールでの火災を想定した避難訓練を実
施。２分２０秒で避難が完了した。

中村暁、麻植美弥子、宮本妥子、太田智子、片岡未希子、
馬場昌子、梶浦知甫、猪木薫、山村直美、麻植理恵子

496 10 482 千円

12 提案
音楽あふれる街🎵草津

ロビーコンサート Vol.４
～七夕に願いを込めて～

草津クレアホール 7/2
地元のアーティストを中心に四季折々のテーマをきめたコ
ンサート。
今回は、七夕に関する曲を中心としたコンサート。

まつうら　ようこ、GINLALA（司会） 150 3 139 千円

13 提案

音楽あふれる街🎵草津

ロビーコンサート Vol.5

～ギター1本の多彩な
ミニマムエンターテインメント～

草津クレアホール 8/7

地元のアーティストを中心に四季折々のテーマをきめたコ
ンサート。
今回は田中彬博によるアコースティックギターのコンサー
ト。

田中彬博 60 1 145 千円

14 提案
オリジナルミュージカル
ザ・デイサービス・ショウ2016

草津クレアホール 11/10
たっぷり笑って、ちょっとだけホロリの心温まるロックンロー
ルなストーリーをお届けするすぐれた芸術鑑賞事業。

中尾ミエ、尾藤イサオ、光枝明彦、モト冬樹、正司花江、初
風諄、田中利花、土屋シオン、tohko

495 9 5,323 千円

15 提案
クレア舞台芸術学校
草津歌劇団２期生
選考オーディション

草津クレアホール
11月23日

11月27日

3月のﾐｭｰｼﾞｶﾙｼｮｰの出演を目標にしたｸﾚｱ舞台芸術学校

の受講者ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ。小学校1年生～高校3年生までがｵｰ
ﾃﾞｨｼｮﾝに参加。

中村暁、花園麻里、辻本深雪（オーディション審査） 82 3 0 千円

302 千円



観客数 出演者等
分類 事　業　名 場所 実施日 開催風景№ 支　出事　業　概　要 出　演　者

参加人数

16 提案
クレア交流館　冬のおくりもの
タナベサオリ　フィルム絵本展

草津クレアホール
12/13

～12/18

星空を旅する猫をモチーフに創作活動をしているタナベサ
オリの地元草津での展覧会。
　映像作品≪フィルム絵本≫の世界を中心に、油彩水彩
画、メディアアート、グッズ、草津の民話『紙芝居-青花紙の
うた』原画を一堂に展示。

タナベサオリ 420 1 650 千円

17 提案
草津歌劇団第２回公演
ミュージカルショー
「KUSATSU　グランドパレード」

草津クレアホール
3/4

3/5

11月に実施したオーディションに参加した小学生から高校

生までの総勢82名が自主製作のミュージカルショーに出
演。草津を題材にしたミュージカルを通して子どもたちに総
合芸術の基礎や舞台芸術の礼儀を学んでもらう。

草津歌劇団(82名)

カゲアナ：菅野らら(4日)、山崎正人(5日)
脚本・演出：中村暁　振付：花園麻里　音楽：大町達人　歌
唱指導：松田ひろ子　舞台美術：中川光年

1,760 89 4,831 千円

18 提案
（アートセンター） 草津川桜557フェスタin2016

【アウトリーチ】

三角地
公園

4/2
毎年開催されている『草津川桜557フェスタin2016』の音響
機材の設営や当日のステージのサポートを行った。草津
歌劇団第1期生がイベントに出演。

草津歌劇団第1期生 200 35 50 千円

19 提案
（アートセンター）

公益財団法人草津青年会議所
５０周年記念式典

草津クレア
ホール

5/14 青年会議所主催の『５０周年記念式典』の開会にあたり、
草津歌劇団第１期生がオープニングに出演。

草津歌劇団第1期生（３４名）、青年会議所（６名） 菅野らら 500 41 132 千円

20 提案
（アートセンター）

常盤小学校
【アウトリーチ】

常盤小学校 7/19
音楽劇の制作支援を行う他、アーティストのコーディネート
を行った。

野呂昶、菅野らら 40 2 0 千円

21 提案
（アートセンター） リサイクルフェア草津2016

【アウトリーチ】

草津市役所 9/11
草津市主催のﾘｻｲｸﾙﾌｪｱ開催に当たり、市役所8階大会議
室ステージにて草津歌劇団が出演、会場を盛り上げた。

草津歌劇団（28名） 110 28 0 千円

22 提案
（アートセンター）

大路区民まつり
【アウトリーチ】

大路市民センター 10/9

大路区まちづくり協議会より依頼を受け、大路区民まつり
メイン会場にて行われたステージを一部構成。草津歌劇団
によるソング＆ダンスショーと、立命館大学によるビッグバ
ンドの演奏、草津クワイアのゴスペルなどを披露。

立命館JAZZ CLUB　18名

草津クワイア　34名

草津歌劇団　28名

4,000 80 5 千円

23 提案
（アートセンター）

アーバンデザインセンター　
オープニング式典
【アウトリーチ】

南草津フェリエ 10/15

市民にUDCBKの設立した背景や意義を紹介するとともに
アーバンデザインセンターの利活用方法などを提案する、
UDCBK開設記念オープニングイベント。
オープニングパフォーマンスとして草津歌劇団が出演。

草津歌劇団　28名 150 28 1 千円



観客数 出演者等
分類 事　業　名 場所 実施日 開催風景№ 支　出事　業　概　要 出　演　者

参加人数

24 提案
（アートセンター）

山寺町内会
【アウトリーチ】

山寺会館 11/3
町内のつどい大会でのアトラクションとして、出演者と音響
の手配依頼を受け、アートセンターで受け入れた。

GINLALA 50 2 0 千円

25 提案
（アートセンター）

市民ふれあい秋まつりinくさつ
『パワフル交流・市民の日』
【アウトリーチ】

草津市役所 11/5
草津市役所にて開催された「パワフル交流・市民の日」の
メインステージ設営、音響手配、出演者（草津歌劇団）手
配をおこなった。

草津歌劇団　27名 1,000 27 0 千円

26 提案
（アートセンター）

ふれあいまつり・老上
【アウトリーチ】

老上西小学校 11/5

ふれあいまつり・老上の前夜祭として、老上西小学校にて
ミニコンサートをプロデュース。
老上西小学校の音楽室に響き渡る幻想的な音色を、約
170人の来場者が鑑賞。

宮本妥子、浅川いずみ、高木先生 170 3 50 千円

27 提案
（アートセンター）

ふれあいまつり・矢倉
【アウトリーチ】

矢倉小学校 11/6
ふれあいまつり・矢倉実行委員会より、歌劇団出演依頼を
頂いた為、アートセンターとして受け入れた。約２０分間の
ステージを披露。

草津歌劇団　２３名 23 10 千円

28 提案
（アートセンター）

親子で天空（そら）の音楽会♪パートⅡ
【アウトリーチ】

クサツエストピア
ホテル

11/16

エストピアホテルからの依頼。

ステージ設営、当日の音響手配、まち活マッチの手

配を行った。

GINLALA、まち活マッチ 212 3 0 千円

29 提案
（アートセンター）

壊れた１０００の楽器
【アウトリーチ】

草津第２小学校 12/2
草津第二小学校４年生が一丸となってつくりあげる音楽
劇。音楽の授業の時間に音楽劇づくりのアドバイスを行っ
た。

草津第２小学校４年生（１１９人） 119 0 千円

30 提案
（アートセンター）

第６回みなくさまつり
【アウトリーチ】

グンゼスポーツ前 12/4
道行く人たちの前に突然まち活マッチが登場。歌のおねえ
さんたちと「まち活マッチのうた」を一緒に踊るゲリラ企画。

松田ひろ子、麻生麗奈、横見恵、まち活マッチ 4 0 千円

31 提案
（アートセンター）

大路幼稚園コンサート
【アウトリーチ】

大路幼稚園 1/16 宮本やすこ氏による打楽器コンサートのコーディネート 宮本やすこ　他1名 47 2 20 千円



観客数 出演者等
分類 事　業　名 場所 実施日 開催風景№ 支　出事　業　概　要 出　演　者

参加人数

32 提案
（アートセンター）

朝日新聞社主催
朝日上方落語　桂米團治の会

草津クレアホール 2/22
朝日新聞社の依頼により落語会当日に司会者をコーディ
ネート

井上仁 1 5 千円

33 協働

サマーコンサートinアミカ
「いっしょにあ・そ・ぼ！」
行こう！草津の森へ～
マッチくんと探検だ！

草津アミカホール 7/30

市子ども子育て推進室との協働事業。
今回は子どもたちに馴染みのある音楽をDAI-ONﾐｭｰｼﾞｶﾙ

研究生5人が美しい歌声とダンスで会場を盛り上げた。
DAI-ONﾐｭｰｼﾞｶﾙ研究生（6名） 300 6 166 千円

34 協働
パワフル交流・市民の日同時開催
JAZZ FESTIVALin　AMICA

草津アミカホール 11/5

市民提案事業。
「パワフル交流・市民の日」と同日に開催した「JAZZ　

FESTIVAL　in　Amica」。立命館大学JAZZ Clubを中心に多彩

なJAZZのナンバーをお届けする。開演前はアクアプラザに
てウェルカムコンサートを実施。

立命館JAZZ CLUB、他 1,000 120 188 千円

35 協働
赤ちゃんと一緒にサテライト🎵
ラジオロビーコンサート

草津クレアホール

6/22,7/27

8/24,9/28

10/26,11/23

12/14,1/25

2/22,3/22

えふえむ草津との協働事業。
えふえむ草津の人気番組「やまざきまさとの午後は大銀
醸」の生放送＆楽しい歌のステージをお送りする子育て支
援事業。
GINLALAのお二人による歌のステージには、草津市コミュ
ニティ事業団のマスコットキャラクター「まち活マッチ」くんも
登場。
毎月第４水曜日開催。来年３月まで継続して行う。

ぎんらら、まち活マッチ 305 30 596 千円

36 協働
草津歌劇団関連事業
『クレア舞台芸術学校』
Hop Step Musical!!

草津クレアホール

7/23、24

27、28

29

大阪音楽大学との協働事業。
総合舞台芸術ワークショップとしてアートスクール（舞台芸
術学校）を開校し、29日にはキャスト～舞台スタッフまでク
オリティーの高い公演を目指します。

講師：羽鳥三実弘、松田ひろ子、橋本亜美
出演：麻生麗奈、榎園優子、小林未来、坂本佳帆、上願由
佳、大竹萌絵、尾本祐菜、折田英里華、田野清香、横見
恵、赤川桃、受講生83人

350 97 2,267 千円

37 協働
劇団四季ファミリーミュージカル

エルコスの祈り
草津クレアホール 8/6

劇団四季との協働事業。
劇団四季のファミリーミュージカル「エルコスの祈り」を公
演。
多くの市民の方に、本物の芸術を鑑賞していただく機会を
つくる目的で実施。

劇団四季(22名) 600 22 15 千円

38 協働 NHK音楽コンクール 草津クレアホール 8/10,11
NHKとの協働事業。
子どもたちの心身を育てることに寄与することを目的に、
小学校・中学校・高等学校生徒対象の合唱コンクール。

小学校（４校　216名）

中学校（６校　213名）

高等学校（８校　81名）
713 510 0 千円

39 協働 NHKママんざい 草津クレアホール 10/23

NHKとの協働事業。
滋賀県内のママ・パパから寄せられた”子育ての悩み”をも
とに制作した漫才を、子育て奮闘中の漫才師たちが披露
し、皆さんに”笑い”と”共感”をご提供する”子育てバラエ

ティー”「ママんざい」の公開収録。

ﾃｨｰｱｯﾌﾟ、なすなかにし、ﾁｷﾁｷｼﾞｮﾆｰ、青空、尾木直

樹、はしのえみ、スザンヌ、杉浦太陽、山田ルイ５３

世、村上文香、堀江尚子（ＫＭＰ）、チアママ13名

450 28 0 千円



観客数 出演者等
分類 事　業　名 場所 実施日 開催風景№ 支　出事　業　概　要 出　演　者

参加人数

40 協働
劇団四季　こころの劇場
王子とこじき
【インリーチ】

草津クレアホール 10/27

劇団四季との協働事業。
未来を担う子どもたちへの本物の芸術体験事業。優れた
芸術に子ども達が直接触れることにより舞台芸術創造へ
の関心を高め、豊かな感性を育てる手助けとなる公演の
開催と劇場のマナーを身につけてもらうという趣旨のもと
開催。

劇団四季（24名） 1,002 24 458 千円

41 協働
第22回
新進芸術家美術展ロビーコンサート

草津クレアホール 11/6

（公財）平和堂財団との協働事業。

11月1日～11月6日まで行われる平和堂財団主催の美術

展において、6日の11：00と14：00にロビーコンサートを行
う。

宮本妥子、西岡まり子、陣内亜紀子 50 3 26 千円

42 協働
第３回特別講座
クリスマスコンサートinクレア

草津クレアホール 12/6
市子ども子育て推進室との協働事業。
ピアノと歌のコンサートにトナカイの手遊び歌を織り交ぜた
プログラムを提供。

髙木充江、山本哲子、今堀智子、森有子、まち活マッチ 461 5 192 千円

43 協働
みんなの音楽会2016
クリスマスコンサート

草津クレアホール 12/24

市民提案事業。
事前に募集をかけ集まった53名の一般公募者と、草津で

活動する市民合唱団17名の協力により、1日だけのｽﾍﾟｼｬ

ﾙ合唱団を結成。ｸﾘｽﾏｽに馴染みの曲を中心にした2部構
成のｺﾝｻｰﾄ。

ｸﾚｱｽﾍﾟｼｬﾙ合唱団（70名）

草津歌劇団（19名）

草津ﾁｪﾝﾊﾞｰｵｰｹｽﾄﾗ（64名）
宅間司、福嶋あかね

554 155 1,451 千円

44 協働
くれあ座関連事業
市民が創る和の祭典
「さくらさくら」

草津アミカホール 1/28

市民提案事業。

6～12歳の児童を対象に、プロの実演家のもとで箏のワー
クショップを体験し、その経験を通して礼儀作法や立ち振
る舞い、古くから大切にされてきた「感性」や「心」を身につ
ける次世代育成事業。

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者（10名）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ韻（11名）
杉尾尚子

講師：杉尾尚子、ｸﾞﾙｰﾌﾟ韻有志

176 22 331 千円

45 協働 第１回クレアブラスフェスティバル 草津クレアホール 2/12

市民提案事業。
市民中学校～一般吹奏楽団体のブラスバンド、ジャズバン
ドが一堂に会してお互いの演奏を聴き交流を深め音楽の
輪をひろげていく参加・交流型事業。参加団体で構成した
実行委員会を中心に運営。

一般吹奏楽団体（4団体）

高校吹奏楽部（3団体）

中学吹奏楽部（4団体）
合同演奏指揮：芦田真一、司会：中嶌裕恵

1,195 395 395 千円

46 県支援
藤山寛美二十七回忌追善
松竹新喜劇

草津クレアホール 5/28

県の支援事業。
藤山寛美二十七回忌追善公演の今回、藤山寛美の孫の
藤山扇治郎が初役を演じる”夜明けのスモッグ”と、渋谷天

外が伊之助役を演じる”大当たり高津の富くじ”の２部構
成。

松竹新喜劇（３８名）、菅野らら 570 39 44 千円

47 県支援
「お父さんといっしょ」
ファミリーコンサート

草津クレアホール 3/11

 県の支援事業。
子育て支援を目的に、子どもから大人までが楽しめるプロ
グラムを1日2回公演で実施。多くの方に、プロのステージ
を提供。

せいや、なお、ｼｭｯｼｭ、ﾎﾟｯﾎﾟ、ﾊﾟﾝﾀﾝ駅長
草津歌劇団(56名)、まち活ﾏｯﾁ

1,249 62 0 千円

22,927 3,038 21,589 千円合計


