
○平成２６年度事業報告書

〔参加・体験事業〕
（１）市民参加の朗読劇　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）市民参加型コンサート　　　　　　　　
（３）なごや子どもまちかど文化プロジェクト
「金山ぐるりタイムトンネル」（実行委員会事業）
（４）歴史文化普及啓発事業「やっとかめ文化祭」（実行委員会事業）
（５）名古屋こども歌舞伎

〔鑑賞事業〕
（１）伝統芸能鑑賞会　　　　　　　　
（２）市民のための芸術鑑賞会　　　　　
（３）市民半額鑑賞会　　　　　　　　
（４）なごや子どものための巡回劇場（実行委員会事業）

〔文化施設の管理運営〕

〔未来の鑑賞者育成事業〕

〔友の会事業〕

会員向けのコンサートや落語会、参加・体験型イベント事業を行うとともに、催し物情報
等を掲載した情報誌「友の会だより」を発行した。

２　表彰等の実施、活動の場の提供及び相談助言を通じて、芸術家及び文化芸術団体等の
創造活動を支援する事業

文化芸術活動のうち創作や発表といった創造的な活動を行う環境を整備するため、文化芸
術を支える芸術家及び文化芸術団体等を対象として、表彰・コンクールを実施するほか、
活動の場を提供したり、相談に応じることを通して、創造的な文化芸術活動を支援するこ
とにより、文化芸術の振興に寄与した。

　市民の積極的、自主的な文化活動の一層の促進と機会の充実を図るため、現代の文化・
芸術の振興に資する事業、伝統的な文化を普及する事業、名古屋市の文化施設の管理運営
などを行い、もって個性豊かな魅力ある市民文化の創造に寄与した。

１　文化施設等を活用して、市民が文化芸術に触れる機会と場を提供する事業

　文化芸術の振興を図るため、名古屋市から指定管理者として受託している文化施設等を
活用して、様々な分野の文化芸術に関する体験事業や鑑賞事業を実施することで、市民が
文化芸術に触れる機会と場を安定的に確保、提供し、豊かで充実した生活の実現に寄与し
た。

名古屋市から指定管理者として受託した文化施設を、市民の文化芸術の活動の場として提
供し、併せて施設及び地域の特性を生かした文化事業を行った。

名古屋市民会館、名古屋市芸術創造センター、名古屋市青少年文化センター、名古屋能楽
堂、名古屋市文化小劇場１３館（中村・南・西・港・天白・名東・守山・北・緑・東・熱
田・千種・中川）、名古屋市民ギャラリー２館（栄・矢田）、名古屋市演劇練習館、名古
屋市音楽プラザ、名古屋市東山荘及び名古屋市上社レクリエーションルーム

　公益財団法人として施設運営を行うなかで生じた収益の一部を活用し、次世代を担う子
どもたちを対象に文化芸術に親しみを持つきっかけとなる事業を行った。



（１）総合舞台芸術公演　　　　　　　
（２）企画コンペティションによる美術展　　　　
（３）舞台芸術創造事業　
（４）芸術文化活動アドバイザー　　
（５）登録アーティスト制度　
（６）芸術創造賞の授与　　
（７）イベント開催等支援
（８）名古屋市民芸術祭（実行委員会事業）　　　　　　　　　　
（９）ナゴヤまちかどアンサンブル（実行委員会事業）　
（10）ショートストーリーなごや（実行委員会事業）

（１）文化情報誌の発行　　　　　　　
（２）Ｗｅｂでの催し物案内　　　
（３）文化情報ひろばでの情報提供

　文化芸術の活性化を図るため、市内を中心として活動する芸術家及び文化芸術団体等の
創造活動の状況の調査及び資料収集を行い、それらの情報を情報誌の発行やホームページ
の運営等の様々なかたちで広く発信することを通して、文化芸術に関する情報を広く市民
に提供することにより、市内の文化芸術の活性化を図った。

３　文化芸術に関する情報を収集し、市民に提供する事業



（１）市民参加の朗読劇　※補助金事業（決算額 8,519,388千円）

プロとつくる舞台～ホップ・ステップ・ジャンプ～

ホップ25、ステップ26、ジャンプ27のうち、平成26年度はステップ26を実施した。
本編
　タイトル／ごんぎつね裁判
　公演／平成27年1月17日(土)〈２回〉東文化小劇場
　作／はせひろいち　　演出／西尾栄儀
　オーディション／9月21日(日)　応募者数／129人
　出演者数／ホップ25からの10人とオーディションによる18人の28人（出演者好評価率96.4％）
　　　　　　劇団うりんこ団員4人
　入場者数／620人（入場者好評価率／88.2％）
サテライト事業
　新妻聖子＆村上信夫朗読会・ワークショップ
　　平成26年10月13日(月･祝) 電気文化会館イベントホール
　　ワークショップ参加者数／15人（参加者好評価率100％）
　　朗読会は台風のため中止
　竹下景子＆天野鎮雄朗読会・ワークショップ
　　平成26年11月26日(水) 東文化小劇場
　　ワークショップ参加者数／20人（参加者好評価率88.9％）
　　朗読会参加者数／274人（好評価率81.2％）

　

地元で活動する学生バンドや社会人バンドが多数出演し、オアシス21等を会場としてジャズを中
心とした音楽イベントを開催した。

平成26年7月26日(土)・27日(日)　オアシス21、ナディアパークアトリウム、ＨＭＶ栄、
　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市科学館、ドコモスマートフォンラウンジ名古屋
出演バンド／名古屋芸術大学 JAMPA SWING ORCHESTRA、甲陽音楽学院学生バンド、愛知中学・
　　　　　　高校吹奏楽団、名古屋市立工業高校、名古屋市立向陽高校、名古屋市立本城中学
　　　　　　校、名古屋市立若葉中学校、名古屋市立守山西中学校など（31団体・442人）
　　　　　　（出演者好評価率／83.3％）
ゲスト出演／26日　東京女子BOSSA　　27日　山崎千裕
来場者数／84,717人（来場者好評価率／93.9％）

　

金山総合駅周辺に江戸時代の雰囲気をつくり、アートのワークショップや、伝統芸能の公演やコ
ンサートを開催するなど、子どもたちが気軽に文化芸術に触れることができる各種プログラムを
実施した。

平成26年8月5日(火)～8月7日(木)　日本特殊陶業市民会館、アスナル金山など金山駅周辺
来場者数／19,815人（来場者好評価率／89.4％）

　　【別表1参照】

平成２６年度　事業報告

参加・体験事業

（２）市民参加型コンサート　NAGOYA GROOVIN' SUMMER 2014　※補助金事業（決算額 6,461,758円）

（３）なごや子どもまちかど文化プロジェクト「金山ぐるりタイムトンネル」〈実行委員会形式〉
　　　※負担金事業（決算額 43,649,440円）

１　文化施設等を活用して、市民が文化芸術に触れる機会と場を提供する事業



歴史的建造物や文化資産を活用して、名古屋独自の歴史や文化に根ざしたイベントを実施した。

平成26年10月31日(金)～11月24日(月･休)
内容／オープニング…狂言「福之神」、歌舞伎舞踊「連獅子」ほか
　　　芸どころまちなか披露…辻狂言、みちばた芝居、箏曲など48回
　　　芸どころ名古屋舞台…「古典の日・邦楽名古屋舞台」など7事業
　　　まちなか寺子屋…23講座
　　　歴史まち歩き…36コース48回
来場者数／45,050人（来場者好評価率／87.5％）

　　【別表2参照】

御園座と共催し、歌舞伎の普及・伝承を目的として、公募で募った小学生が稽古を重ねた成果を
披露した。

公演／平成27年1月25日(日)〈２回〉青少年文化センター
　　　昼の部／「口上」「弁天娘女男白浪　浜松屋見世先の場」「奥州安達ケ原三段目
　　　　　　　　袖萩祭文の場」
　　　夜の部／「奥州安達ケ原三段目　袖萩祭文の場」「弁天娘女男白浪　浜松屋見世先
　　　　　　　　の場」「弁天娘女男白浪　稲瀬川勢揃いの場」
出演者数／選考と過去の出演者から48人
入場者数／812人（入場者好評価率／92.1％）

（１）伝統芸能鑑賞会　※補助金事業（決算額 7,440,493円）

人形浄瑠璃「文楽」

文楽協会と連携し、人形浄瑠璃「文楽」を開催した。

平成26年10月15日(水)・16日(木)〈４回〉　芸術創造センター
昼の部／「曽根崎心中」生玉社前の段・天満屋の段・天神森の段　「義経千本桜」道行初音旅
夜の部／「菅原伝授手習鑑」寺入りの段・寺子屋の段　「釣女」
入場者数／2,088人（入場者好評価率／92.9％）

（２）市民のための芸術鑑賞会　※補助金事業（決算額 7,774,729円）

文化小劇場を会場に、地域の皆さんに優れた舞台芸術を鑑賞していただく公演を開催した。
入場者数／2,243人（入場者好評価率／91.4％）

　　【別表3参照】

（２）市民のための芸術鑑賞会　※自主財源事業（決算額 4,389,550円）

大中規模ホール等を会場に、優れた舞台芸術を鑑賞していただく公演を開催した。
入場者数／1,537人（入場者好評価率／94.7％）

　　【別表3参照】

鑑賞事業

（４）歴史文化普及啓発事業 「やっとかめ文化祭」〈実行委員会形式〉
　　　※負担金事業（決算額 60,107,155円）

（５）名古屋こども歌舞伎　※自主財源事業（決算額 656,400円）



（３）市民半額鑑賞会　※自主財源事業（決算額 748,607円）

市内の日本演劇興行協会加盟ホール（中日劇場・御園座）の公演を半額で市民に提供した。

　平成26年7～8月／　応募件数　920件　当選件数　633件（1,145枚）　提供枚数　928枚
　平成26年10～12月／応募件数2,449件　当選件数2,186件（3,850枚）　提供枚数2,953枚
　平成27年2～5月／　応募件数5,201件　当選件数1,505件（2,532枚）　提供枚数2,202枚
　　　　　　　　　　計　　　8,570件　　　　　4,324件（7,527枚）　　　　　6,083枚

演劇、人形劇、音楽劇、交響楽、伝統芸能、バレエ等の公演を、子どもたちに身近な会場（文化
小劇場・区役所講堂）で開催した。
公演回数／48公演
出演／名古屋二期会・名古屋フィルハーモニー交響楽団・岡田純奈バレエ団・狂言共同社
      劇団うりんこ・セントラル愛知交響楽団・人形劇団むすび座・プレジャーＢ
       （８団体）
入場者数／10,997人（入場者好評価率／91.7％）

　　【別表4参照】
　

名古屋市から指定管理者として受託した文化施設を、市民の文化芸術の活動の場として提供し、
併せて施設及び地域の特性を生かした文化事業を行った。
　23施設において457の事業を実施。

公益財団法人として施設運営を行うなかで生じた収益の一部を活用し、次世代を担う子どもたち
を対象に文化芸術に親しみを持つきっかけとなる事業を行った。

市内の小学4年生を対象に生の文化芸術にふれる機会を提供し、次世代の劇場鑑賞者を養成する
「体験型レクチャーコンサート」を開催した。
　１　クラシックなどの音楽コンサートの聴き方のマナーレクチャー
　２　名曲の鑑賞
　３　体験ワークショップ

実施会場／文化小劇場6館及び青少年文化センター
参加対象／名古屋市内の小学4年生（69校）＜※4年間の目標：266校＞
開催時期・回数／6月4日（水）～9月24日（水）（16回）
参加者数／4,595人

会員向けのコンサートや落語会、参加・体験型イベント事業を行うとともに、催し物情報等を掲
載した情報誌「友の会だより」を発行した。
　１　事業団主催事業などの会員向け優先予約や割引
　２　会員への情報提供事業
　　　市内文化情報やイベント情報を毎月送付
　３　会員を対象とする文化事業
　入場者数／2,468人（入場者好評価率／90.6％）

　　【別表5参照】

友の会事業　※自主財源事業（決算額 10,031,617円）

文化活動拠点づくりのための文化事業

施設事業

未来の鑑賞者育成事業　※名古屋市文化振興事業団地域還元事業基金事業（決算額 7,574,200円）

（４）なごや子どものための巡回劇場　〈実行委員会形式〉※負担金事業（決算額 11,984,551円）



（１）総合舞台芸術公演　※補助金事業（決算額 24,735,697円）

2015年企画公演　ミュージカル「ライト・イン・ザ・ピアッツァ」

2005年にブロードウェイで初演され、トニー賞6部門受賞に輝いたミュージカル「ライト・イン・
ザ・ピアッツァ」を制作、上演した。

平成27年2月20日(金)～22日(日)〈５回〉　青少年文化センター
演出／寺﨑秀臣　指揮／小島岳志
演奏／セントラル愛知交響楽団
オーディション／平成26年8月23日(土)・24日(日)　応募者数／143人
出演者数／35人（出演者好評価率／87.1％）
入場者数／2,404人（入場者好評価率／89.3％）

企画者・美術家からのアイデアを一般公募し、コンペティションによる選考を経て、斬新な美術
展を開催した。
平成27年1月6日(火)～25日(日)　市民ギャラリー矢田
企画／大島歩「to be continued」、白水ロコ「NO ART! NO LIFE!」
企画応募件数／11件
来場者数／2,315人（来場者好評価率／87.0％）

（３）舞台芸術創造事業　※補助金事業（決算額 7,714,182円）

オーケストラの祭典　～絆・希望のハーモニー～

名古屋出身の新進気鋭の指揮者を迎え、当地域の交響楽団3団体と3芸術系大学による合同コン
サートを開催した。
平成27年3月14日(土)・15日（日）〈2回〉　日本特殊陶業市民会館フォレストホール
指揮／角田鋼亮、田中祐子
出演／名古屋フィルハーモニー交響楽団、セントラル愛知交響楽団、中部フィルハーモニー
　　　交響楽団、愛知県立芸術大学、名古屋芸術大学、名古屋音楽大学
入場者数／2,037人（入場者好評価率／91.6％）

美術・文学・音楽・演劇の各分野で活躍中の講師が、無料で相談に応じ、アドバイスを行った。
土曜日・日曜日の13:30～17:00　文化情報ひろば
アドバイザー／水谷イズル（美術）、大田亮子（声楽）、中山智子（器楽）
　　　　　　　岡田一彦（演劇）、山本直子（文学）
開設日数／60日
相談件数／118件

（５）登録アーティスト制度　※自主財源事業（決算額 0円）

事業団ホームページで地元芸術家の情報を提供し、市民からの出演依頼等に対し、登録アーティ
ストを紹介した。
登録件数／246件
利用件数／31件（うち条件が合致して紹介したもの 27件）

（２）企画コンペティションによる美術展　ファン・デ・ナゴヤ美術展２０１５
　　　※補助金事業（決算額 3,197,554円）

（４）芸術文化活動アドバイザー　※補助金事業（決算額 540,000円）

２　表彰等の実施、活動の場の提供及び相談助言を通じて、芸術家及び文化芸術団体等の創造活動
を支援する事業



前年度における芸術創造活動が特に顕著で、名古屋の芸術文化の向上と発展に寄与し、今後とも
活躍が期待できる個人（団体）を選考し、第30回芸術創造賞を授与した。

受賞者／出雲 草（松本あり）〈舞踊（語り舞）〉
授賞式／平成26年6月26日(木)

１　イベント開催支援

イベントの開催を検討している主催者に、より質の高いイベントが制作できるよう、開催支援を
行うとともに、地元で活躍するアーティストの発表の場として機会を創出した。

　　【別表6参照】

２　事業案内およびチケット販売

チケット販売システム等でのチケット販売、各種事業の案内など、地元の文化芸術をサポートす
る「名古屋市文化振興事業団事業案内・チケットガイド」を事業団本部内で運営した。

３　文化芸術に関する相談窓口

助成金などの「創造」に関する相談、団体紹介などの「参加」に関する相談、公演などの「鑑
賞」に関する相談など、文化芸術に関する相談窓口を事業団本部内で運営した。
相談件数／97件

総合的な芸術の祭典として、平成26年10月～11月に名古屋市民芸術祭2014を開催した。
１　主催事業
（１）「名古屋市民文芸祭」  　　　募集期間　平成26年8月21日(木)～9月20日(土)
（２）「名古屋いけばな芸術展2014」平成26年10月28日(火)～11月2日(日) 市民ギャラリー栄
（３）「名古屋市民美術展」　　　　平成26年11月18日(火)～23日(日) 市民ギャラリー栄
　　来場者数／12,015人（来場者好評価率／76.7％）
２　参加事業
　　参加公演　20公演（音楽8公演、演劇4公演、舞踊4公演、伝統芸能4公演）
　　来場者数／8,951人
３　受賞公演
　　市民芸術祭賞／音   楽   部   門　 山口雅子ソプラノリサイタル
　　　　　　　　　演   劇   部   門　 試験管ベビー33rd capsule「僕が地球を救ったら…」
　　　　　　　　　舞   踊   部   門　 岡田純奈バレエ団「白鳥の湖」〈全幕〉
　　特 　別 　賞／音   楽   部   門　 ラヴェル室内楽全曲演奏会　第4回（最終夜）
　　　　　　　　　演   劇   部   門　 刈馬演劇設計社PLAN-06「誰も死なない」
　　　　　　　    舞   踊   部   門　 倉知可英 DANCE YARD４
　　　　　　　    伝 統 芸 能 部 門　 第四回桜美の会（園美の会舞踊公演一部）

　　【別表7参照】

（７）イベント開催等支援　※自主財源事業（決算額 13,082,204円）

（８）名古屋市民芸術祭２０１４　〈実行委員会形式〉※負担金事業（決算額 6,133,230円）

（６）芸術創造賞の授与　※自主財源事業（決算額 402,111円）



名古屋を「個性と魅力に溢れ、活発に交流するまち」にするために、大学等と連携し、街角でク
ラシック、ジャズなどの演奏会を行った。

平成26年9月27日(土)～11月3日(月･祝)　ナディアパークアトリウムはじめ市内11箇所
公演回数／55公演
出演／愛知県立芸術大学、名古屋音楽大学、名古屋芸術大学、甲陽音楽学院、明和高等学校、
　　　菊里高等学校、同朋高等学校
      名古屋フィルハーモニー交響楽団、セントラル愛知交響楽団
出演者数／134人（出演者好評価率／88.9％）
鑑賞者数／7,390人（鑑賞者好評価率／90.2％）

　　【別表8参照】

当地域を舞台とするショートストーリーを募集し、優秀作品を作品集や映像として全国に発信し
た。
１．コンテスト事業（第８回作品募集）
　募集期間／平成26年6月～10月　応募件数／287件
　受賞作品／大賞「竹の寺」伊藤大輔
　　　　　　佳作「美しい街」福岡惠子、「八日仏滅」津麦美帆
　受賞作品集／20,000部
２．映像化事業（第７回監督公募・選考、制作）
　募集期間／平成26年4月～5月　監督応募件数／21件（個人枠17件、アカデミー枠4件）
　映像化作品／「八月十六日の散歩」深澤尚徳監督、「プラネタリウムと冬の月」名古屋学芸
　　　　　　　大学 映像メディア学科、「笑門来福」京都造形芸術大学 映画学科
３．第８回コンテスト事業表彰式＆第７回ショートフィルム完成披露会
      平成27年2月4日(水) 東文化小劇場
　　　入場者数／275人（入場者好評価率／75.0％）
４．映像化作品上映
　　　過去の映像化作品を文化小劇場などで上映した。
　　　入場者数／3,755人

　　【別表9参照】

（１）文化情報誌の発行　※補助金事業（決算額 3,698,706円）

「なごや文化情報」（12ページ）を発行し、名古屋地域における舞台芸術、美術、文学、生活文
化等の活動に関する情報を寄稿記事、インタビュー等により市民に提供した。
発行部数／8,000部
発行回数／6回（隔月刊）
好評価率／95.8％

（２）Ｗｅｂでの催し物案内「ナゴヤ・アート・ナビ」　※補助金事業（決算額 2,150,699円）

市内文化施設の催事案内のほか、市民主催の文化芸術イベントを掲載した。
アクセス件数／21,618件

（３）文化情報ひろばでの情報提供　※補助金事業（決算額 6,198,935円）

市内及び近郊で開催される各種公演のチラシの配架、ポスターの掲出、ＣＩＮＥＭＡＰＯＲＴで
の映画情報の提供、芸術関係の図書の閲覧コーナーを設けるなど、文化情報ひろばを運営した。

３　文化芸術に関する情報を収集し、市民に提供する事業

（９）ナゴヤまちかどアンサンブル　〈実行委員会形式〉※負担金事業（決算額 2,905,934円）

（１０）ショートストーリーなごや　〈実行委員会形式〉※負担金事業（決算額 8,687,942円）



事業報告の附属明細書

　平成26年度事業報告に関して、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項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事
項」がありませんので、附属明細書は作成しておりません。



日程
講師

出演者
回数 参加者数

1 駕篭乗り体験・総合受付 8月5日（火）〜7日（木） 3回 4,277人

2-3 通行手形づくり、スタンプラリー 8月5日（火）〜7日（木） 3回 1,761人

<4>
江戸見世物おかしなフェスタ
〜金のカメンとおもしろ楽器〜

8月5日（火） 松本秋則 1回 52人

<5> 金属板にあらわれる～音が形に～クラドニ図形 8月6日（水） 金沢健一 1回 54人

<6> 墨と和紙で江戸（和算）わーさん 8月7日（木） 味岡伸太郎 1回 31人

<7> 粋だね！江戸Tシャツづくり 8月5日（火） 中根理 1回 31人

<8> アートの金魚すくい 8月6日（水） 深堀隆介 1回 70人

<9> 武士のおしゃれ～刀鍔づくり 8月7日（木） 梶千春 1回 35人

<10> 即興影ぼしつくし 8月5日（火）、6日（水） 高橋匡太 1回 56人

11 平成写し絵〜うしろの正面だあれ？〜 8月7日（木） 河村るみ 1回 278人

12 やすり左衛門 8月7日（木） 青田真也 1回 250人

<13>
江戸金山ニュースステーション
〜ビデオで町を取材しよう

8月5日（火）、6日（水） 昼間行雄 1回 30人

14
名フィル♪歴史ふれあいコンサート
〜江戸時代篇〜

フォレストホール 8月5日（火）
名古屋フィルハーモニー交響楽団
名古屋おもてなし武将隊
黄金鯱伝説グランスピアー 他

1回 1,153人

15 野村萬斎の「狂言であそぼ」 ビレッジホール 8月5日（火） 野村萬斎　他 1回 1,130人

16-21
江戸物売り「玉売り」「唐辛子売り」「瓦版屋」「ちょうちょ
作り」「名水売り」「お面売り」（売り子体験）

18回

22 江戸あそび「大型立版古」 3回

23 江戸情緒「水打ち」 3回

24 江戸あそび「竹水鉄砲合戦」 3回

25 金魚すくい 8月7日（木） 1回

<26> 江戸アート茶会 第1会議室 8月5日（火）〜7日（木） 庄司達、櫻井里恵 3回 80人

<27> 落語アニメーションへのエスキース 8月5日（火） 山村浩二 1回 18人

<28> 糸の魅力・漁網をつくって江戸を釣る？！ 8月6日（水） 小林尚美 1回 33人

<29> 江戸絵付け〜踊る光絵〜 8月7日（木） 河村陽介 1回 38人

<30> 江戸金山浮世絵ワークショップ 8月5日（火） 河村陽介 1回 33人

31 妖怪サウンド 8月6日（水）、7日（木） 渡辺亮 2回 212人

32 江戸ものしり瓦版 ラウンジ 8月5日（火）〜7日（木） 3回 599人

<33> 江戸からの架空歴史ノート 第5会議室 8月5日（火）〜7日（木） 設楽陸 1回 42人

34
江戸のあそび場「文字絵」「判じ絵」「着せ替え」「双六」
「赤貝ぽっくり」「独楽（ひも絵）」「上下絵」「福笑い」
「お手玉」「立版古」「鞘絵」など18種

3回

35 らくがき板「釘絵」「まんが」 3回

36 浮世絵体験 3回

37 「今昔めがね」 3回

38 「ちょうちょ作り」 3回

39 職人体験「焼き物継師」 8月5日（火） 1回

40 職人体験「篭細工」 8月5日（火） 1回

41 職人体験「織」 8月6日（水） 1回

42 職人体験「型付け」 8月6日（水） 1回

43 職人体験「くみひも」 8月7日（木） 1回

44 職人体験「傘はり」 8月7日（木） 1回

45 江戸着せ替え 入口 8月5日（火）〜7日（木） 3回 563人

46 貸衣装屋、なりきり舞台 8月5日（火）〜7日（木） 3回

47 影ぼし小づくし 8月5日（火）〜7日（木） 3回

48 平成写し絵〜うしろの正面だあれ？〜 8月5日（火） 河村るみ 1回

49 遊楽戯 8月6日（水） 松本秋則 1回

8月6日（水） 1回 89人

8月7日（木） 1回 510人

51 オープニングセレモニー 8月5日（火）
古池鱗林
名古屋おもてなし武将隊
黄金鯱伝説グランスピアー 他

1回

子ども遊び体験、ジャグリング、江戸奇術　他 8月5日（火）
プレジャーB・chang
藤山晃太郎　他

4回

子ども遊び体験、江戸独楽曲芸、ガマの油売り　他 8月6日（水）
杵屋三太郎社中
石原耕　他

3回 788人

子ども遊び体験、子ども三味線、ガマの油売り　他 8月7日（木）
正絃社
石原耕　他

4回 1,012人

105回 19,815人

※<　>は事前申込ワークショップ

合計

河村陽介

ア
ス
ナ
ル
金
山

明日なる！
広場ステージ
※6日17:00～の回は
大雨警報発令により中止

1,120人
お
江
戸
寄
席
小
屋

52-61

金
山
小
舞
台

金
山
南
ビ
ル

インターコモン 724人

50 大江戸大上映会
※6日の上映は、大雨警報発令により場所をインターコモンへと変更して開催

外壁

8月5日（火）〜7日（木）

2,950人

江
戸
職
人
工
房

第3会議室

8月5日（火）〜7日（木）
1,796人

南
ア
ー

ト
長
屋

名
古
屋
都
市
セ
ン
タ
ー

第2会議室

第4会議室

江
戸
あ
そ
び
工
房

特別会議室

北
ア
ー

ト
長
屋

日
本
特
殊
陶
業
市
民
会
館

第1会議室

第2会議室

第1リハーサル室

第2リハーサル室

金
山
舞
台

金
山
合
点
横
丁

市民会館前広場

別表１

平成26年度　金山ぐるりタイムトンネル2014

事業名 会場

金山関所 金山総合駅連絡通路橋



別表2
平成26年度 歴史文化普及啓発事業「やっとかめ文化祭」

ミッドランドスクエア 10月31日（金） 1回 2,000人

古典の日 邦楽名古屋舞台～邦楽散歩いまむかし～ 北文化小劇場 11月1日（土） 2回 403人

能舞台に舞う～今をときめく日本舞踊家の競演～ 名古屋能楽堂 11月3日（月・祝） 1回 501人

ろうそく能 名古屋能楽堂 11月8日（土） 1回 508人

名古屋に息づく大衆芸能の世界 建中寺 11月9日（日） 1回 190人

Rokurobyoue版O-KI-NA～天下泰平・国土安穏の祈り～ 名古屋能楽堂 11月14日（金） 1回 462人

いい夫婦の日特別公演「幸せを運ぶ能・狂言」 名古屋能楽堂 11月22日（土） 1回 474人

劇座版東海道中膝栗毛 建中寺 11月23日（日・祝） 2回 401人

9回 2,939人

辻狂言 名古屋市内各所 16日間 19回 6,830人

川上貞奴一座、箏曲、長唄ほか 名古屋市内各所 9日間 28回 10,107人

街茶 ナディアパーク １日間 1回 200人

48回 17,137人

①日本舞踊を通して和のマナーを学ぶ 万松寺 11月1日（土） 1回 30人

②古層の神「翁」論 建中寺 11月1日（土） 1回 115人

③名古屋生まれの日本酒の美味しさとは？ 神の井酒造 11月2日（日） 1回 30人

④日本の笑い文化 勝鬘寺 11月2日（日） 1回 35人

⑤からくり人形はものづくりの原点？ 古川美術館 11月2日（日） 1回 37人

⑥老舗料亭でお座敷遊び体験 料亭か茂免 11月3日（月・祝） 1回 60人

⑦狂言をお稽古してみよう 名古屋能楽堂 11月8日（土） 1回 20人

⑧尾張名古屋の食文化 名古屋調理師専門学校 11月8日（土） 1回 100人

⑨モダン都市名古屋の誕生 文化のみち二葉館 11月8日（土） 1回 14人

⑩古代豪族尾張氏の登場と志段味古墳群 東谷山フルーツパーク 11月9日（日） 1回 39人

⑪お座敷唄で恋愛ゲームをしよう 蛙屋 11月14日（金） 1回 30人

⑫源氏物語と十二単 徳川美術館 11月15日（土） 1回 50人

⑬名古屋の和菓子文化 両口屋是清　東山店 11月16日（日） 2回 32人

⑭尾張名古屋の文芸交流 大光院 11月16日（日） 1回 42人

⑮名古屋の生んだヴァイオリン王、鈴木政吉 ＨＩＴＯＭＩホール 11月20日（木） 1回 95人

⑯徳川慶勝と明治維新 徳源寺 11月22日（土） 1回 50人

⑰志野流香道特別講座　聞香体験 松隠軒 11月22日（土） 1回 25人

⑱能楽笛方藤田流十一世に学ぶ笛教室 藤田舞台 11月23日（日・祝） 1回 80人

⑲名古屋盛り場見物記 円福寺 11月23日（日・祝） 1回 28人

⑳那古野における近世の胎動 東別院ホール 11月24日（月・休） 1回 200人

㉑尾張名古屋の文人と朝鮮通信使 崇覚寺 11月9日（日） 1回 22人

㉒まち・もの・ひとの名古屋都心史 名古屋学院大学さかえサテライト 11月15日（土） 1回 29人

㉓織田信長と瀬戸焼 天寧寺 11月23日（日・祝） 1回 25人

24回 1,188人

11月2日（日）、11月23日（日・祝） 2回 38人

11月3日（月・祝） 1回 19人

11月4日（火）、11月12日（水） 2回 17人

11月6日（木）、11月22日（土） 2回 30人

11月2日（日）、11月10日（月） 2回 35人

11月9日（日） 1回 21人

11月15日（土） 1回 20人

11月1日（土）、11月18日（火） 2回 33人

11月1日（土）、11月22日（土） 2回 31人

11月16日（日） 1回 18人

11月7日（金） 1回 19人

11月19日（水） 1回 17人

11月6日（木）、11月10日（月） 2回 40人

11月3日（月・祝）、11月11日（火） 2回 32人

11月23日（日・祝） 1回 20人

11月9日（日） 1回 22人

11月14日（金） 1回 19人

11月7日（金） 1回 23人

11月21日（金） 1回 19人

11月5日（水）、11月21日（金） 2回 36人

11月12日（水） 1回 18人

11月13日（木） 1回 15人

11月14日（金）、11月20日（木） 2回 26人

11月13日（木） 1回 16人

11月11日（火） 1回 16人

11月4日（火） 1回 18人

11月18日（火） 1回 20人

11月20日（木） 1回 20人

11月5日（水） 1回 12人

11月19日（水） 1回 17人

11月8日（土）、11月16日（日） 2回 33人

11月15日（土） 1回 17人

11月8日（土） 1回 23人

11月17日（月）、11月24日（月・休） 2回 37人

11月24日（月・休） 1回 17人

11月17日（月） 1回 16人

48回 830人

7,376人

130回 45,050人合計

13,580人

㉟鎌倉街道とあゆち潟

㊱下街道と山田荘

合計

フリー参加

協賛事業 能楽堂展示・ウォーキング他

㉙上街道（稲置街道）と味鋺

㉚百曲街道

㉛志段味古墳群と東谷山

㉜近代名古屋港の夜明け

㉝前田利家のふるさと、荒子

㉞柳橋市場～円頓寺本町

㉓酒蔵のまち　大高

㉔塩付街道とお地蔵様

㉕岩倉街道と中小田井の町並

㉖柳街道と河童伝説

㉗佐屋街道と岩塚宿、万場宿

㉘星崎の里

⑰武家屋敷　筒井・黒門

⑱佐屋街道 金山

⑲参道のまち　覚王山

⑳菓子問屋街　新道・明道町

㉑神話のみち　熱田の杜

㉒飯田街道　八事山

⑪本町・碁盤割・広小路

⑫大鳥居のまち　中村

⑬中村・大門

⑭お屋敷まち　白壁

⑮高岳・東寺町

⑯美濃路 枇杷島

②東海道　笠寺　

③東海道　鳴海宿　

④東海道　有松　

⑤近世の曙　桶狭間　

⑥御用水　黒川　

⑦堀川・納屋橋～円頓寺界隈　

⑧南寺町　西の大須　

⑨南寺町　東の大須

⑩ここから城下町　橘

合計

まちなか寺子屋
（23講座）

合計

歴史まち歩き
（36コース48回）

①東海道　宮宿

芸どころまちなか披露

やっとかめ文化祭オープニングステージ

芸どころ名古屋舞台

合計

事　業　名 会　場 日　程 回数 入場者数



別表３

平成26年度  市民のための芸術鑑賞会

事業区分 会　場 公演日程 公　演　名 回数 入場者数

南文化小劇場 平成26年6月27日（金） 米良美一コンサート 1回 293人

天白文化小劇場 平成26年7月4日（金）
ウィリアムス浩子が贈る
星空ロマンスコンサート

1回 328人

中川文化小劇場 平成26年7月11日（金） 音魂・言魂コンサート 1回 318人

北文化小劇場 平成26年7月16日（水） 立川志らく・古今亭菊之丞二人会 1回 294人

東文化小劇場 平成27年1月18日（日）
活動写真弁士 坂本頼光が贈る
無声映画の世界
～ロイド・キートン・チャップリン～

1回 349人

緑文化小劇場 平成27年2月8日（日）
ビートルズ・クラシックス・コンサート
～1966カルテット～

1回 404人

西文化小劇場 平成27年2月14日（土）
TAP DO！～リズム＆コメディー～
タップダンス・エンターテインメントショー

1回 257人

日本特殊陶業市
民会館ビレッジ
ホール

平成26年5月23日（金）
ザ・落語　桂歌丸・春風亭小朝が語る
三遊亭圓朝の世界
※桂歌丸 体調不良により代演・六代目 三遊亭円楽

1回 1,057人

熱田文化小劇場 平成27年1月28日（水）
加藤恵利子＆奥村育子ジョイントコンサー
ト
～ＭＵＳEが舞い降りた～

1回 241人

中川文化小劇場 平成27年3月6日（金） マリンバ×和太鼓 GONNAコンサート
～春の響き～

1回 239人

計 10回 3,780人

補助金事業

文化小劇場シリーズ
「芸術三昧」

自主財源事業



別表４

平成２６年度　なごや子どものための巡回劇場

分野 団体名 実施時期 実施場所 入場者数

　７月２４日（木） 中川文化小劇場 261人

　７月２５日（金） 熱田文化小劇場 409人

　７月３１日（木） 西文化小劇場 291人

　８月　１日（金） 東文化小劇場 555人

　８月　８日（金） 港文化小劇場 646人

　 　８月　９日（土） 天白文化小劇場 662人

　８月１３日（水） 中区役所ホール 869人

　８月１４日（木） 北文化小劇場 501人

　８月１５日（金） 名東文化小劇場 687人

　８月１６日（土） 南文化小劇場 763人

　８月１９日（火） 中村文化小劇場 207人

　８月２０日（水） 守山文化小劇場 347人

１２月２５日（木） 北文化小劇場 269人

１２月２６日（金） 東文化小劇場 346人

　３月２９日（日） 緑文化小劇場 338人

　３月３０日（月） 瑞穂区役所講堂 287人

　１月３１日（土） 名東文化小劇場 645人

　２月　１日（日） 中川文化小劇場 414人

　２月１４日（土） 南文化小劇場 266人

　２月１５日（日） 千種文化小劇場 360人

　２月２１日（土） 中村文化小劇場 260人

　２月２２日（日） 西文化小劇場 348人

　３月２５日（水） 昭和区役所講堂 547人

　３月２６日（木） 守山文化小劇場 719人

10,997人

人
形
劇

人形劇団むすび座

パ
ン
ト
マ
イ
ム

プレジャー企画

計

公演数は、各日２公演で２４区４８公演

伝
統
芸
能

狂言共同社

児
童
劇

劇団うりんこ

交
響
楽

セントラル愛知交響楽団

音
楽
劇

名古屋二期会

交
響
楽

名古屋フィルハーモニー交
響楽団

バ
レ
エ

岡田純奈バレエ団



別表５

平成26年度 　友の会事業

事　業　名 日　　　程 会　場

平成26年8月4日(月)【短歌】 青少年文化センター・第3研修室 25 人

平成26年8月4日(月)【川柳】 青少年文化センター・第2研修室 20 人

平成26年8月8日(金)【詩】 青少年文化センター・第2研修室 10 人

平成26年8月8日(金)【俳句】 青少年文化センター・第3研修室 19 人

2,468 人計

622 人

ミュージカル ライト・イン・ザ・ピアッツァ
ゲネプロ鑑賞会

平成27年2月20日（金）
青少年文化センター
アートピアホール

51 人

春風亭小朝 新春独演会
平成27年1月22日(木）
※２回公演

青少年文化センター
アートピアホール

665 人

試写会「想いのこし」 平成26年10月22日(水）
芸術創造センター
ホール

182 人

豪華三つ巴競演会 平成26年9月14日(日）
日本特殊陶業市民会
館
ビレッジホール

771 人

文芸入門講座
詩・短歌・俳句・川柳の作り方の「コツ」教え
ます！

朗読指導の第一人者　いのこ福代の読み聞かせ講座

読み聞かせがみるみるうまくなる魔法を教
えます

平成26年9月3日(水）
平成26年9月10日(水）
※2回講座

青少年文化センター
第3研修室

44 人

楽しく唄える・弾ける♪
長唄三味線教室

平成26年7月18日(金)
平成26年7月25日(金)
※2回講座

青少年文化センター
第3練習室

24 人

参加者数

マジックショー＆アナタにもできる！お手軽手品講座

マジックを学ぼう
平成26年6月23日(月)

青少年文化センター
第3研修室

35 人



別表６
平成26年度 　イベント開催支援

イベントタイトル等 内容 日　　　程 会　場

35 駅ちかコンサート
１０回目　スギテツ

制作・音響 平成27年3月8日 伏見駅 名古屋市交通局

34 駅ちかコンサート
９回目　名フィル

制作・音響 平成27年2月22日 伏見駅 名古屋市交通局

33 徳川町お楽しみ会 制作・音響 平成27年2月22日 中京法律専門学校 徳川町町内会

32 アジアの音楽と食文化にふれよう 制作・音響 平成27年2月18日 名古屋市立大学
名古屋市立大学
瑞穂区役所

31 シルバー人材センター
演芸鑑賞会

制作・運営・音響・照明 平成27年1月29日－30日 熱田文化小劇場 シルバー人材センター

30 名東区制４０周年記念事業 制作・運営・音響・照明 平成27年1月24日 名東文化小劇場 名東区制４０周年記念事業実行委員会

29 駅ちかコンサート
８回目　渡辺ショータ

制作・音響 平成27年1月17日 伏見駅 名古屋市交通局

28 中和会賀詞交換会 アーティスト手配 平成27年1月7日 中日パレス 中和会

27 駅ちかコンサート
７回目　名フィル

制作・音響 平成26年12月14日 伏見駅 名古屋市交通局

26 駅ちかコンサート
６回目　あきいちこ

制作・音響 平成26年12月6日 伏見駅 名古屋市交通局

25 清風荘
秋の芸術鑑賞会

アーティスト手配 平成26年11月27日 名古屋市清風荘 名古屋市清風荘

24 トリノラッピングバス走行記念イベント 制作・進行・音響 平成26年11月24日 久屋大通公園 名古屋市市長室

23 連合愛知名古屋地協総会
フライングドクター

アーティスト手配 平成26年11月20日 アートピアホール 連合愛知名古屋地協

22 駅ちかコンサート
５回目　Sixth Dimension

アーティスト手配 平成26年11月9日 伏見駅 名古屋市交通局

21 瑞穂区まちかどコンサート
森谷ワカ

制作・音響 平成26年10月31日 東山荘 瑞穂区役所

20 水道給水開始100周年記念式典 制作・運営・音響 平成26年10月25日 名古屋国際会議場 名古屋市上下水道局

19 読書フェスティバル 制作・運営・音響・照明 平成26年10月19日 教育センター 名古屋市教育委員会

18 杜の駅＠科学館 制作・運営 平成26年10月4日－5日 名古屋市科学館 名古屋市科学館

17 芸術と科学の杜 制作 平成26年10月4日－5日
名古屋市科学館
名古屋市美術館

名古屋市科学館

16 駅ちかコンサート
４回目　まちかどアンサンブル

制作・音響 平成26年10月4日 伏見駅 名古屋市交通局

15 桜通線今池駅
お祭りだよ　メトロ今池２０１４

音響 平成26年9月21日 今池駅 名古屋市交通局

14 駅ちかコンサート
３回目　菊池京子

制作・音響 平成26年9月21日 伏見駅 名古屋市交通局

13
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
５回目　西山友望

制作・音響・照明 平成26年9月10日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

12 救急防災フェスタ 制作・進行・音響・運営 平成26年9月6日 名古屋市医師会館 名古屋市医師会

11 駅ちかコンサート
２回目　正絃社

制作・進行・音響 平成26年8月30日 伏見駅 名古屋市交通局

10 中村公園と夏まつりを描く会
表彰式司会

司会者手配 平成26年8月28日 中村文化小劇場 中村公園振興会

9 水の環コンサート チケット販売・フロント業務 平成26年8月26日
愛知県芸術劇場
コンサートホール

名古屋市上下水道局

8 中村公園夏祭り 進行・照明 平成26年7月23日－25日 中村公園 中村公園振興会

7 駅ちかコンサート
１回目　AUTOBAHN J.O.

制作・進行・音響・照明 平成26年7月21日 伏見駅 名古屋市交通局

6
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
４回目　yuki

制作・進行・音響・照明 平成26年7月9日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

5 名古屋市清風荘
伝統芸能鑑賞会

制作・進行・音響 平成26年6月12日 名古屋市清風荘 名古屋市清風荘

4
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
３回目  森谷ワカ

制作・進行・音響・照明 平成26年6月11日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

3
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
２回目　sweet little pod

制作・進行・音響・照明 平成26年5月15日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

2
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
１回目　杉丸太一

制作・進行・音響・照明 平成26年4月9日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

主催者

1 揚輝荘聴松閣企画事業 企画 通年（17回） 揚輝荘 揚輝荘の会



別表７

事業名 日　程 料　金

制　作 会　場 入場者数等

　名古屋市民文芸祭

【応募期間】
8月21日（木）～9月20日（土）
＜必着＞

【入選作品集の刊行】
11月20日（木）

応募料
 【一般】
1口：1,000円
（作品集付）
【小中学生の部】
無料

応募点数

6,653点

名古屋いけばな芸術
展2014

【前期】
10月28日（火）～30日（木）

【後期】
10月31日（金）～ 11月2日（日）

前売 400円

当日 500円

名古屋いけばな芸術
展実行委員会

名古屋市民ギャラリー栄
第６～１１展示室

9,348人

名古屋市民美術展 11月18日（火）～23日（日） 無　料

（公財）名古屋市文化振
興事業団

名古屋市民ギャラリー栄
第１～５展示室

2,667人

来場者数計 12,015人

生
活
芸
術

この地域のいけばな作家が、
流派を越えて季節の花を発表
する大規模ないけばな展。
【出展流派】
池坊、石田流、小原流
嵯峨御流、真生流、草月流
日本生花司松月堂古流
オール愛知華道連盟
名古屋華道文化連盟
名古屋市各区いけばな団体連
合会

出展数：244点

美
　
　
術

各区で開催する区民美術展の
各部門での最優秀作品を一堂
に集め、広く市民に発表し、鑑
賞に供した。

出展数：79点

平成26年度　名古屋市民芸術祭2014　主催事業

部門 内　容

文
　
　
学

詩、短歌、俳句、川柳、エッセ
イ、童話・児童文学、フォト五七
五の創作作品の募集。
 優秀作品を表彰し、作品集を
刊行した。

名古屋市民文芸祭実行
委員会



別表８

平成26年度　ナゴヤまちかどアンサンブル

① ② ③ 日計

220 2・6

200 6

160 5

220 4

210 5

180 5

金山南ビル１Ｆインターコモン 120 120 100 340 4

地下鉄伏見駅中改札前 180 160 100 440 3

金山南ビル１Ｆインターコモン 120 130 100 350 4

地下鉄伏見駅中改札前 170 180 100 450 5

11 土 NACO LOUNGE 50 40 40 130 6

NACO LOUNGE 40 40 50 130 9

テレビ塔タワースクエア 90 90 70 250 5

13 月・祝 テレビ塔タワースクエア 中止 中止 中止 中止

18 土 大須商店街ふれあい広場 140 150 110 400 4

19 日 大須商店街ふれあい広場 130 150 110 390 9

ドコモスマートフォンラウンジ名
古屋

160 180 100 440 3

JRセントラルタワーズ12Ｆ 120 110 90 320 4

ドコモスマートフォンラウンジ名
古屋

180 170 100 450 4

JRセントラルタワーズ12Ｆ 120 130 80 330 7

1 土 名古屋市科学館 150 130 110 390 2

2 日 名古屋市科学館 160 140 110 410 21

名古屋市役所本庁舎 玄関 220 320 540 5

名古屋市役所本庁舎５F 正庁 200 240 440 6

１３日間５５公演 7,390 134

11

愛知県立芸術大学「Daikohn's」

愛知県立明和高等学校 音楽科

3 月・祝

名古屋芸術大学 「B-Style」

名古屋音楽大学「めいおん声楽アンサンブル」

名古屋音楽大学「めいおんジャズアンサンブル」

25 土

クラリネット・コントラバス・ピアノトリオ（セントラル愛知交響楽団メンバー）

甲陽音楽学院「agnes b」

26 日

愛知県立芸術大学「サクソフォーン四重奏 Quatuor Felicite」

名古屋芸術大学「フルート六重奏」

12 日

名古屋芸術大学「木管アンサンブル」

名古屋音楽大学「めいおん金管五重奏」

名古屋芸術大学「金管祭」

甲陽音楽学院「JANQ」

10

4 土

愛知県立芸術大学「弦楽四重奏 カルテット アホイ」

甲陽音楽学院「西山友望トリオ」

5 日

名古屋芸術大学「エミュ」

名古屋音楽大学「めいおんサクソフォーンアンサンブル」

名古屋芸術大学「TAKUYA BAND」

日
ナディアパーク２F
アトリウム

甲陽音楽学院「甲陽スウィングカルテット」

610名古屋芸術大学「声楽四重唱」

レイバー・ブラス（名フィルメンバーによる金管五重奏）

出演
者数

9

27 土
ナディアパーク２F
アトリウム

同朋高等学校 音楽科＆名古屋音楽大学電子オルガンアンサンブル

580名古屋市立菊里高等学校 音楽科

愛知県立芸術大学「金管五重奏 Polygon Brass」

28

月 日 曜日 場所 出演団体

観客動員数



別表９

平成26年度　ショートストーリーなごや　ショートフィルム上映

１　文化小劇場施設事業での上映（併映）

開催日時 会場 事業名 上映作品名 回数 入場者数

平成27年1月14日 港文化小劇場 石原裕次郎特集「鷲と鷹」 「記憶のひとしずく」 1回 203人

平成27年1月23日 北文化小劇場 北シネマ劇場「ひまわり」 「矢田川のバッハ」 2回 480人

平成27年1月24日 港文化小劇場 みなとこどもシアター「マダガスカル3」 「新堀川の上で」 1回 196人

平成27年2月17日 南文化小劇場 ミナミシネマ「駅馬車」 「街灯りの向こうに」 1回 253人

平成27年2月18日 北文化小劇場 北シネマ劇場「クレイマー、クレイマー」 「過去を描いた伊藤さんの話」 1回 158人

平成27年3月11日 北文化小劇場 北シネマ劇場「愛と青春の旅だち」 「『なごやの喫茶店』」 1回 123人

平成27年3月11日 港文化小劇場 石原裕次郎特集「銀座の恋の物語」 「桜の街のドーナツショップ」 1回 230人

8回 1,643人

2　伝統文化シネマ鑑賞会での上映（併映）

開催日時 会場 事業名 上映作品名 回数 入場者数

平成26年4月24日 守山文化小劇場 「矢田川のバッハ」 1回 89人

平成26年5月22日 北文化小劇場 「記憶のひとしずく」 1回 91人

平成26年6月19日 港文化小劇場 「星の降る丘」 1回 78人

平成26年7月17日 南文化小劇場 「新堀川の上で」 1回 83人

平成26年8月14日 東文化小劇場 「カヲリの椅子」 1回 79人

平成26年9月11日 天白文化小劇場 「ババナナ・ジェラード」 1回 103人

平成26年10月16日 中川文化小劇場 「桜の街のドーナツショップ」 1回 86人

平成26年11月27日 緑文化小劇場 「キスナナ the Final」 1回 65人

平成26年12月18日 西文化小劇場 「点の世界」 1回 35人

平成27年1月15日 中村文化小劇場 「『なごやの喫茶店』」 1回 68人

平成27年2月19日 名東文化小劇場 「鈴の音」 1回 130人

平成27年3月19日 熱田文化小劇場 「過去を描いた伊藤さんの話」 1回 55人

12回 962人

３　完成披露会・上映会

開催日時 会場 事業名 上映作品名 回数 入場者数

「『なごやの喫茶店』」

「ばあちゃんのパンツ」

「点の世界」

「ババナナ・ジェラード」

「『なごやの喫茶店』」

「ばあちゃんのパンツ」

「点の世界」

「キスナナ the Final」

「八月十六日の散歩」

「プラネリウムと冬の月」

「笑門来福」

3回 465人

４　各種イベントでの上映

開催日時 会場 事業名 上映作品名 回数 入場者数

平成26年5月4日（日） 刈谷総合文化センター 小坂本町一丁目映画祭 「キスナナ the Final」 1回 46人

平成26年6月7日(土) ラフォーレミュージアム原宿 第16回ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア2014 第6回映像化作品 1回 150人

平成26年8月9日（土）
平成26年8月10日（日）
平成26年8月11日（月）
　　 　　 ～8月15日（金）

伏見ミリオン座 第6回「ショートストーリーなごや」作品集 7回 90人

平成26年9月22日（月） 名古屋青少年文化センター7thカフェ ７th deep nightアートをはなそうvol.７ 「点の世界」 1回 12人

「なごやの喫茶店」

「過去を描いた伊藤さんの話」

平成26年12月5日（金）
平成26年12月6日（土）

短歌会館 今日ハ長者町映画館 第4回～第6回映像化作品合計9本を上映 1回 27人

12回 585人

５　各種映画祭への出品

開催日時 会場 事業名 上映作品名 回数 入場者数

平成27年1月31日（土） ピカデリーホール 第7回商店街映画祭（松本市） ばあちゃんのパンツ 1回 100人

1回 100人

36回 3,755人

合計

合計

総合計

合計

平成26年10月4日（土） ユナイテッドシネマ阿久比 知多半島映画祭vol.14 1回 260人

平成27年2月4日 東文化小劇場
第8回コンテスト事業表彰式
第7回ショートフィルム完成披露会

1回 275人

1回 82人

平成27年1月14日 中村文化小劇場 第6回ショートフィルム無料上映会in中村 1回 108人

合計

伝統文化シネマ鑑賞会

合計

平成26年12月17日 天白文化小劇場 第6回ショートフィルム無料上映会in天白


