
○平成２７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）市民のための芸術鑑賞会　　　　　　　　
（２）市民半額鑑賞会　　　　　　
（３）なごや子どものための巡回劇場（実行委員会事業）　　　　　　　

〔文化活動拠点づくりのための文化事業〕

〔未来の鑑賞者育成事業〕

〔友の会事業〕

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

　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。

　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。

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



（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）名古屋市民芸術祭
（５）芸術文化活動アドバイザー　　
（６）芸術創造賞の授与　
（７）イベント開催等支援事業
（８）ショートストーリーなごや（実行委員会事業）
（９）ナゴヤ・パフォーマー事業（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。

　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 10,133,953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27年度はジャンプ27を実施した。
１　本編
　タイトル／見上げれば、いつも満月
　公演／平成28年1月16日(土)〈1回〉　会場／芸術創造センター
　作／刈馬カオス　　構成・演出／西尾栄儀
　オーディション／9月13日(日)　 応募者数／103人
　出演者数／ホップ25から6人、ステップ26からの5人とオーディションによる21人の32人
　　　　　　（出演者好評価率96.3％）
　　　　　　劇団うりんこ団員3人
　入場者数／547人（入場者好評価率／92.6％）
２　サテライト事業
　①新妻聖子＆村上信夫 朗読の会・ワークショップ
　　公演／平成27年7月25日(土)〈1回〉　会場／電気文化会館イベントホール
　　ワークショップ参加者数／16人（参加者好評価率100％）
　　朗読会参加者数／204人（好評価率97.8％）
　②小山茉美＆松本喜臣 朗読の会・ワークショップ
　　公演／平成27年8月21日(金)〈1回〉　会場／名東文化小劇場
　　ワークショップ参加者数／17人（参加者好評価率94.1％）
　　朗読会参加者数／329人（好評価率88.2％）
　③心に響くものがたりをあなたに～朗読で贈る珠玉の短編集～
    ※ショートストーリーなごや第9回コンテスト事業授賞式＆大賞作品朗読を同時開催
　　公演／平成27年12月11日(金)〈1回〉　会場／東文化小劇場
　　入場者数／287人（好評価率80.3％）

　

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。

公演／平成27年7月25日(土)・26日(日)
会場／オアシス21、ナディアパークアトリウム、ＨＭＶ栄店、名古屋市科学館
出演バンド／名古屋芸術大学 JAMPA SWING ORCHESTRA、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
　　　　　　市立守山西中学校ほか（34団体・553人）（出演者好評価率100％）
ゲスト出演／25日：JABBERLOOP　  26日：小林香織
来場者数／85,513人（来場者好評価率／95.1％）

金山総合駅周辺に明治～大正時代の雰囲気をつくり、アートの創作体験ができる参加型のワーク
ショップ、演劇公演、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。

会期／平成27年8月7日(金)～9日(日)
会場／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／27,012人（来場者好評価率／92.8％）

　　【別表1参照】

平成２７年度　事業報告

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

参加・体験事業

（２）市民参加型コンサート　NAGOYA GROOVIN' SUMMER 2015 ※補助金事業（決算額 5,838,792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 37,776,245円）



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。

会期／平成27年10月30日(金)～11月23日(月･祝)
内容／オープニング…名古屋ゆかりの伝統芸能のオムニバスステージ
　　　芸どころまちなか披露…辻狂言、ストリート歌舞伎など53回
　　　芸どころ名古屋舞台…「古典の日・能楽堂に舞い唄う　恋は神代の昔から」など5事業
　　　まちなか寺子屋…32講座
　　　歴史まち歩き…40コース48回
　　　やっとかめぐりなど…6回
来場者数／54,080人（来場者好評価率／86.5％）
　
　　【別表2参照】
　

名古屋こども歌舞伎実行委員会と共催し、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28年1月24日(日)〈2回〉　会場／青少年文化センター
　　　昼の部／「口上」「菅原伝授手習鑑　吉田社頭車曳の場」「吉例寿曾我対面　工藤館対面の
　　　　　　　　場」「弁天娘女男白浪　稲瀬川勢揃いの場」
　　　夜の部／「菅原伝授手習鑑　吉田社頭車曳の場」「吉例寿曾我対面　工藤館対面の場」
　　　　　　　「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52人
入場者数／922人（入場者好評価率／94.4％）

（１）市民のための芸術鑑賞会　※補助金事業（決算額 5,948,036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／2,125人（入場者好評価率／92.1％）
　
　　【別表3参照】

（１）市民のための芸術鑑賞会　※自主財源事業（決算額 7,709,219円）

大中規模ホールを会場に、優れた舞台芸術を鑑賞していただく公演を開催した。

桂文枝 春風亭小朝 東西落語名人会
　公演／平成27年5月22日(金)〈1回〉　会場／日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
　入場者数／1,125人（入場者好評価率92.7％）
人形浄瑠璃「文楽」
　公演／平成27年10月2日(金)〈2回〉　会場／芸術創造センター
　昼の部／「団子売」「心中天網島」天満紙屋内の段・大和屋の段・道行名残りの橋づくし
　夜の部／「絵本太功記」夕顔棚の段・尼ヶ崎の段「日高川入相花王」渡し場の段
　入場者数／1,254人（入場者好評価率93.3％）

（２）市民半額鑑賞会　※自主財源事業（決算額 950,819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27年7月～8月　／応募件数1,485件　当選件数1,044件（1,900枚）　提供枚数1,538枚
　平成27年10月～12月／応募件数3,722件　当選件数2,681件（4,812枚）　提供枚数3,758枚
　平成28年2月～5月　／応募件数3,092件　当選件数1,034件（1,840枚）　提供枚数1,557枚
　　　　　　　　　　　計　　　8,299件　　　　　4,759件（8,552枚）　　　　　6,853枚

（５）名古屋こども歌舞伎　※自主財源事業（決算額 500,000円）

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 58,583,305円）



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／名古屋オペラ協会・狂言共同社・プレジャー企画・川口節子バレエ団
　　　セントラル愛知交響楽団・人形劇団夢知遊座・総合劇集団俳優館・名古屋フィルハーモニー
　　　交響楽団（8団体）
入場者数／9,968人（入場者好評価率91.2％）

　　【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449の事業を実施。

　　【別表5参照】

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　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、次世代の鑑賞者を育てること
　　を目的に「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

　会場／文化小劇場6館及び日本特殊陶業市民会館
　参加対象／名古屋市内の小学4年生（62校）＜※4年間の目標：266校＞
　開催時期（回数）／6月（16回）
　参加者数／4,638人

２　教育委員会等と連携し、中学生及び高校生を対象に、音楽に対する感性を豊かにすることを
　　目的として、海外の一流の演奏家たちによる質の高い鑑賞機会を提供した。

　会場／守山文化小劇場はじめ7カ所
　参加対象／名古屋市立の中学生及び高校生（募集による）
　開催時期（回数）／10月（7回）
　参加者数／2,427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／2,089人（入場者好評価率／92.7％）
　
    【別表6参照】

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 9,450,912円）

友の会事業　※自主財源事業（決算額 9,793,533円）

（３）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 11,932,165円）

文化活動拠点づくりのための文化事業



（１）総合舞台芸術公演　※補助金事業（決算額 35,246,027円）

2016年企画公演　ミュージカル「ザ・ミュージックマン」

1958年に「ウエストサイド物語」を抑え作品賞を含むトニー賞8部門を受賞した、大人も子どもも
楽しめる、笑いあり涙ありの感動のミュージカル「ザ・ミュージックマン」を制作、上演した。

公演／平成28年2月19日(金)～21日(日)〈5回〉　会場／青少年文化センター
上演台本・訳詞・演出・振付／荒巻正　　　　音楽監督・指揮／小島岳志
管弦楽／セントラル愛知交響楽団
オーディション／平成27年8月22日(土)・23日(日)　応募者数／187人
出演者数／58人（出演者好評価率／97.4％）
入場者数／2,810人（入場者好評価率／94.9％）

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。
会期／平成28年1月8日(金)～24日(日)　会場／市民ギャラリー矢田
企画／第1展示室「記憶のはがし方プロジェクト　日本　家」：鷹野健、阿部大介
　　　第2～7展示室「新ナゴヤ島」：武藤勇、野田利也
企画応募件数／17件
来場者数／2,353人（来場者好評価率／82.0％）

（３）舞台芸術創造事業　※補助金事業（決算額 5,233,094円）

ＤＡＮＣＥ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＰＬＡＮＥＴ

タップ・ダンスとストリート・ダンスにスポットを当て、全国的に活躍する構成作家を迎え、地元
の第一線で活動するダンサーのコラボレーションによる創作舞台を上演した。
公演／平成27年11月28日(土)・29日(日)〈2回〉　会場／芸術創造センター
構成／すずまさ（WAHAHA本舗所属）
出演／市川ミサオ、KOU　ほか
入場者数／578人（入場者好評価率／88.9％）

総合的な芸術の祭典として、平成27年10月～11月に名古屋市民芸術祭2015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27年8月21日(金)～9月20日(日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授賞式　平成27年11月28日（土）西文化小劇場
  ②「シャンソンをあなたに」　　  　 平成27年10月22日(木)〈2回〉千種文化小劇場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （来場者好評価率93.2％）
　③「名古屋いけばな芸術展2015」　　 平成27年10月27日(火)～11月1日(日) 市民ギャラリー栄
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（来場者好評価率81.6％）
　④「名古屋市民美術展」　　　　 　　平成27年11月17日(火)～22日(日) 市民ギャラリー栄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （来場者好評価率81.2％）
　⑤「DANCE ON THE PLANET」《再掲》　平成27年11月28日(土)・29日(日)〈2回〉芸術創造センター
２　参加事業
　　参加公演　20公演（音楽7公演、演劇5公演、舞踊4公演、伝統芸能4公演）
    受賞公演　市民芸術祭賞　3公演（音楽1公演、演劇1公演、舞踊1公演）
　　　　　　　特 　別　 賞　4公演（音楽1公演、演劇1公演、舞踊1公演、伝統芸能1公演）
　
    【別表7参照】

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

（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２０１６
　　　※補助金事業（決算額 1,907,364円）

（４）名古屋市民芸術祭２０１５　※補助金事業（決算額 7,224,606円）



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
開設日数／60日
相談件数／120件

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31回芸術創造賞を授与した。

受賞者／谷辺昌央＜音楽（ギター）＞
授賞式／平成27年6月29日(月)

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、企画から実施
に至るまでの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8参照】

２　チケット販売および事業案内

チケット販売システムでのチケット販売、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チケットガイド」を事業団本部内で運営した。
販売件数／6,669件

３　文化芸術に関する相談窓口

各種助成金、サークル・団体紹介、公演やイベントに関する相談など、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／314件

名古屋地域を舞台とするショートストーリーを募集し、優秀作品を作品集として発行するととも
に、ショートフィルムの上映会を開催して全国に発信した。
１　コンテスト事業（第9回作品募集）
　募集期間／平成27年6月～8月　　　応募件数／256件
　受賞作品／大賞「エヌ！」中山裕介
　　　　　　佳作「無限回廊コンコース」水谷広、「アリマツ・ララバイ」イシハラワタル
　受賞作品集／15,000部
２　映像上映事業（映像化20作品上映＋大須演芸場新生オープン記念落語上演）
　公演／平成27年10月17日(土)・18日(日) <4回> 　会場／大須演芸場
　入場者数／590人（入場者好評価率73.7％）
　※上記含む上映会数／47回　入場者数／6,091人
３　第9回コンテスト事業授賞式＆大賞作品朗読《再掲》
　公演／平成27年12月11日(金)　会場／東文化小劇場
　
　　【別表9参照】

（８）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 6,931,211円）

（５）芸術文化活動アドバイザー　※補助金事業（決算額 540,000円）

（６）芸術創造賞の授与　※自主財源事業（決算額 1,098,692円）

（７）イベント開催等支援事業　※自主財源事業（決算額 9,262,394円）



アーティストの活動支援とまちの賑わいづくりに寄与するため、音楽や大道芸など幅広いアーティ
ストを公募し、書類審査、公開審査を経てライセンスを発行した。ライセンスを持つアーティスト
は地下鉄駅や公園、商業施設などの会場の決められた日程の中で、パフォーマンスを行った。
日程／ 7月　　 一次審査（書類、映像・音源による）
　　　 8月　　 二次審査（公開オーディションによる）
　　　10～3月　実施（85日間）
会場／地下鉄駅構内（伏見・栄・久屋大通）、久屋大通庭園（フラリエ）など
ライセンス期間／1年（期間中に一度出演し、申し出をすることにより更新）
認定数／58組

　　【別表10参照】

（１）文化情報誌の発行　※補助金事業（決算額 3,158,892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市民に提供した。
発行部数／8,000部
発行回数／6回（隔月刊）

（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 1,638,382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／15,086件

（３）文化情報ひろばでの情報提供　※補助金事業（決算額 6,144,815円）

名古屋地域で開催される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・パフォーマー事業　Nagoya POP UP ARTIST 〈実行委員会形式〉
　　　※負担金事業（決算額 6,828,520円）



事業報告の附属明細書

　平成27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 ぐるりぐるり券 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 1,532人

2 ぐるりたび手帖 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 1,468人

3 モスリンぐるり切符入れ ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 1,150人

4 人力車体験 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 469人

5 ゆうびん体験 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 65人

6 舶来屋 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 3,062人

7 今昔めがね ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 590人

8 あそびのまなび ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 565人

9 モブロコへようこそ 第2会議室 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 1,661人

10 明治大正シルエット 会議室前廊下 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 803人

11 ダンボール・タワー ３階中庭 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 412人

８月７日（金） ー 5回 114人

８月８日（土） ー 5回 139人

８月９日（日） ー 5回 123人

８月７日（金） 3回 106人

８月８日（土） 3回 121人

８月９日（日） 3回 168人

[14] 明治大正ろまんちっくコンサート
～セントラル愛知交響楽団＆宝塚歌劇団ＯＧによる夢の競演～

フォレストホール ８月７日（金）

演奏／セントラル愛知交響楽団
指揮／古谷誠一
出演／宝塚歌劇団ＯＧ
（平みち、紫とも 他２名）

1回 1,058人

1回 594人

1回 439人

16 金山サーカス団 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 1,610人

17 あそびテント ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 546人

18 ピエロテント ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 480人

19 くらやみテント ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 520人

20 じめんにらくがき ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 589人

21 ミニSLに乗ってみよう ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 1,794人

22 アーティストサーカス・パーカッションでフィナーレ ８月９日（日） 渡邉亮 1回 114人

８月７日（金）①講座目 1回 14人

８月７日（金）②講座目 1回 18人

８月８日（金）①講座目 1回 30人

８月８日（金）②講座目 1回 28人

８月９日（金）①講座目 1回 27人

８月９日（金）②講座目 1回 18人

８月７日（金）①講座目 1回 45人

８月７日（金）②講座目 1回 45人

８月８日（金）①講座目 1回 29人

８月８日（金）②講座目 1回 30人

８月９日（金）①講座目 1回 13人

８月９日（金）②講座目 1回 19人

８月７日（金）①講座目 1回 21人

８月７日（金）②講座目 1回 30人

８月８日（金）①講座目 1回 28人

８月８日（金）②講座目 1回 23人

８月９日（金）①講座目 1回 21人

８月９日（金）②講座目 1回 14人

８月７日（金）①講座目 1回 42人

８月７日（金）②講座目 1回 29人

８月８日（金）①講座目 1回 27人

８月８日（金）②講座目 1回 39人

８月９日（金）①講座目 1回 21人

８月９日（金）②講座目 1回 17人

レトロカーまえ駅 35 レトロカー実物大パネル 入口 ８月７日（金）～９日（日） ー 3回 452人

36 形をなぞっていくとイロイロなものがみえるよ ８月７日（金） 河村るみ 1回 28人

37 身近な物をヤスル世界！そこからみえるもの ８月７日（金） 青田真也 1回 27人

38
動く、どこで・なにを・なにを・どんなふうに！
～テクノロジーとアートの融合～

８月７日（金） 河村陽介 1回 33人

39
描いたり、掘ったり、組み立てたり・・・
全部がわたし

８月７日（金） 味岡伸太郎 1回 34人

40 鉄はうたう～想像から生まれる音と形の出会い ８月８日（土） 金沢健一 1回 36人

41 金魚にみた醜美～その出会いｔと心を語る ８月８日（土） 深堀隆介 1回 41人

42 絵に命が吹き込まれるとき～アニメーションの世界 ８月８日（土） 山村浩二 1回 42人

43 映像の楽しみ～じっくり見る・しくみを知る ８月８日（土） 昼間行雄 1回 43人

44 架空の世界はおもしろい！～学生ノートに描く～ ８月９日（日） 設楽陸 1回 45人

45 ビデオトーク ８月９日（日） 松本秋則、渡辺亮 1回 14人

46 光でつくるアートな世界 ８月９日（日） 高橋匡太 1回 43人

47 一枚のハンカチがアートになるとき ８月９日（日） 庄司達 1回 43人

48 ボストン美術館ミニレクチャー ８月８日（土）、９日（日） ー 1回 62人

49 ボストン美術館絵ハガキ配布（ぐるりたび手帖景品） ボストン美術館 ８月７日（金）～９日（日） 3回 1,117人

50 オープニングセレモニー ８月７日（金） 古池鱗林、石原耕、爛漫プロジェクト 他 1回 207人
大正琴コンサート、クラウンとあそぼう、和モダンマジック
ショー、バナナの叩き売り、ネオチンドンパフォーマンス、バグ
パイプ・手回しオルガン

８月７日（金）
古池鱗林、琴城流琴城会、izuma、
コジコジモヘジ 他

8回 898人

大正琴コンサート、クラウンとあそぼう、バナナの叩き売り、ネ
オチンドンパフォーマンス、チャップリンがマジック

８月８日（土）
石原耕、爛漫プロジェクト、
ちゅうサン　他

8回 1,007人

大正琴コンサート、クラウンとあそぼう、ネオチンドンパフォー
マンス、チャップリンがマジック、バグパイプ・手回しオルガ
ン、水中脱出驚きのマジック

８月９日（日） ロト、ちゅうサン、大貴　他 8回 1,203人

59 チンドン屋パフォーマンス ８月７日（金）～９日（日） 爛漫プロジェクト 4回 188人

60 手回しオルガンパフォーマンス ８月７日（金）、９日（日） コジコジモヘジ 2回 132人

61 スタチューパフォーマンス ８月７日（金）、８日（土） 6回 316人

62 ジャグリングパフォーマンス ８月９日（日） 2回 81人

※ [　] は事前申込(有料）プログラム 合計 161回 27,012人

路上
パフォーマンス 各会場回遊

ポテ

事前申込プログラム／１４
無料参加プログラム／４８　【全６２プログラム】
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[32] 大正琴で「ようかい体操第一」をひいてみよう

特別会議室

琴城流琴城会

[33] マジックショー＆簡単!?マジック講座 タクマ

[34] 不思議・体験!?電子楽器マトリョミンを演奏しよう 竹内正実

[29] ジャグリング＆玉乗りにチャレンジ

第3-4会議室

プレジャー企画

[30] のりもの柄のＴシャツをつくろう 片山浩

[31] ハイカラ模様のＴシャツをつくろう 中根理

プレジャー企画

[27] 消しゴムハンコでつくろう 西村正幸

[28] 明治大正キャラメルボックスをつくろう 遠藤安子

田原幸二

[24] うごくサーカスをつくろう KAJI FACTORY

[25] ジオラマ建築をつくろう 松岡徹

金
山

サ
ー

カ
ス

市民会館前広場

金
山
ア
ー

ト
博
覧
会

[23] かんたんムービーをつくろう

名
古
屋
都
市
セ
ン
タ
ー

第1会議室

[26] バルーンアートをつくろう

第2会議室

活弁士／山城秀之、山内菜々子

明
治
大
正

劇
場

[15]
～劇団うりんこによる謎解き体験型演劇～

名探偵！山田コタロウ　（２回公演）
ビレッジホール ８月９日（日） 出演／劇団うりんこ

ハ
イ
カ
ラ
村

日
本
特
殊
陶
業
市
民
会
館

第1会議室

ぐ
る
り

写
真
地
下
街

12 金山着色写真館 第1リハーサル室

13 モノクロ無声映画館 第2リハーサル室

別表１
平成27年度　金山ぐるりタイムトンネル2015

事業名 会場

ぐ
る
り

中
央
駅

金山総合駅連絡通路橋



別表2
平成27年度 歴史文化普及啓発事業「やっとかめ文化祭」

ナディアパークアトリウム 10月30日（金） 1回 2,200人

古典の日・文化の日記念
能楽堂に舞い唄う「恋は神代の昔から」

名古屋能楽堂 11月3日（火・祝） 1回 630人

青のゆらぎ～LEDキャンドル能～ 名古屋能楽堂 11月5日（木） 1回 451人

乱歩からの招待状 東山荘 11月12日（木）～15日（日） 9回 291人

受け継がれる語りの世界 大須演芸場 11月14日（土） 1回 222人

大正琴で聴く日本の音色 青少年文化センター　アートピアホール 11月20日（金） 1回 554人

13回 2,148人

辻狂言 名古屋市内各所 16日間 14回 6,000人

ストリート歌舞伎、箏曲、長唄ほか 名古屋市内各所 9日間 29回 12,238人

街茶 ナディアパーク 11月7日（土） 1回 400人

お座敷ライブ　（つたも） つたも 11月1日（日） 1回 44人

お座敷ライブ　（可ん寅） 可ん寅 11月3日（火・祝） 1回 39人

お座敷ライブ　（芳蘭亭） 芳蘭亭 11月7日（土） 1回 58人

お座敷ライブ　（川由） 川由 11月8日（日） 1回 40人

お座敷ライブ　（香楽） 香楽 11月14日（土） 1回 50人

お座敷ライブ　（大森） 大森 11月22日（日） 1回 44人

お座敷ライブ（か茂免） か茂免 11月23日（月・祝） 1回 50人

香道コラボコンサート ＨＩＴＯＭＩホール 11月12日（木） 1回 110人

しゃちほこプロジェクト 名古屋城二の丸広場（雨天／大須ふれあい広
場）

11月14日（土）（雨天／11月15日） 1回 500人

53回 19,573人

①名古屋の酒蔵を知る 金虎酒造 10月31日（土） 1回 30人

②名古屋城下町をのぞきみる 崇覚寺 10月31日（土） 1回 50人

③「昔話・伝説・世間話」超入門 ON READING 10月31日（土） 1回 30人

④志野流香道特別講座　聞香体験 志野流「松隠軒」 11月1日（日） 2回 50人

⑤和色に染まるストールづくり 武田染工 11月1日（日） 3回 19人

⑥殿さまが愛したボタニカルアート 本願寺名古屋別院 11月1日（日） 1回 31人

⑦名古屋友禅でランチョンマットづくり 赤塚染工場工房 11月3日（火・祝） 3回 26人

⑧職人の視点で名古屋の近代建築を歩く 愛知県庁大津橋分室 11月3日（火・祝） 1回 30人

⑨名古屋生まれの名古屋帯 栄メンバーズオフィスビル 11月7日（土） 1回 20人

⑩アースダイバー名古屋 法持寺 11月7日（土） 1回 152人

⑪金丸姐さんと文さんのおしゃべりサロン 名妓連組合 11月7日（土） 1回 61人

⑫江戸の尾張を旅する 七寺 11月8日（日） 1回 40人

⑬梁塵秘抄の世界 円福寺 11月8日（日） 1回 50人

⑭名古屋のふしぎなお話 願興寺 11月8日（日） 1回 34人

⑮幻の漁港、下之一色魚市場 下之一色魚市場 11月14日（土） 1回 26人

⑯なごやの和菓子文化 愛知県菓子会館 11月14日（土） 2回 74人

⑰断夫山古墳には誰が葬られたのか 想念寺 11月14日（土） 1回 80人

⑱怪盗ジゴマと近代映画史 大光院 11月14日（土） 1回 35人

⑲江戸時代の名古屋城内あれこれ 名古屋城天守閣「交流の間」 11月14日（土） 1回 50人

⑳名古屋城から生まれた御深井焼 美山陶房 11月15日（日） 2回 27人

㉑堀川を守る伝説の妖怪になろう！（こども狂言体験） 名古屋能楽堂けい古室 11月15日（日） 1回 10人

㉒名古屋城のお堀を探検！ 名古屋城 11月15日（日） 1回 50人

㉓名古屋ごはんの美味しい食べ方指南 宝善亭 11月15日（日） 1回 60人

㉔料亭で茶の湯ことはじめ 料亭　志ら玉 11月21日（土） 1回 50人

㉕名古屋の名建築とデザイン都市の未来 名古屋工業大学４号館 11月21日（土） 1回 42人

㉖名古屋の喫茶店文化 喫茶ライオン 11月22日（日） 1回 49人

㉗名古屋ジャズ史 ジャズインラブリー 11月22日（日） 1回 60人

㉘名古屋の美容文化 愛知県美容会館講義室 11月23日（月・祝） 1回 56人

㉙尾張柳生新陰流と場の思想 東海山白林禅寺 11月23日（月・祝） 1回 74人

㉚尾張藩初代藩主は徳川義直なのか 愛知大学車道キャンパス 11月7日（土） 1回 102人

㉛名古屋と陶磁器 名古屋陶磁器会館２階大ホール 11月15日（日） 1回 25人

㉜名古屋発信　北斎漫画と鳥羽絵 宋吉寺 11月21日（土） 1回 42人

39回 1,535人

芸どころ
名古屋舞台

合　計

芸どころ
まちなか披露

合　計

まちなか寺子屋
（32講座）

合　計

事　業　名 会　場 日　程 回数 入場者数

やっとかめ文化祭オープニングステージ



11月1日（日） 1回 21人

11月3日（火・祝） 1回 22人

11月19日（木） 1回 19人

11月2日（月）、11月9日（月） 2回 30人

11月2日（月）、11月7日（土） 2回 42人

11月10日（火） 1回 18人

11月11日（水） 1回 23人

10月31日（土）、11月16日（月） 2回 38人

11月6日（金） 1回 19人

11月13日（金） 1回 16人

11月17日（火） 1回 17人

11月9日（月） 1回 16人

11月7日（土）、11月10日（火） 2回 41人

11月3日（火・祝） 1回 21人

11月23日（月・祝） 1回 21人

11月20日（金） 1回 17人

11月5日（木）、11月11日（水） 2回 41人

11月18日（水） 1回 13人

11月21日（土） 1回 22人

11月4日（水） 1回 23人

11月22日（日） 1回 25人

11月13日（金） 1回 13人

11月15日（日） 1回 22人

11月4日（水） 1回 23人

11月19日（木） 1回 15人

11月17日（火） 1回 14人

11月21日（土） 1回 11人

11月20日（金） 1回 21人

11月5日（木） 1回 15人

11月12日（木） 1回 9人

11月1日（日） 1回 22人

11月14日（土） 1回 7人

11月14日（土） 1回 21人

10月31日（土）、11月18日（水） 2回 42人

11月23日（月・祝） 1回 20人

㊱下街道と山田荘 11月12日（木） 1回 18人

㊲御器所台・鎌倉街道 11月8日（日） 1回 16人

㊳桜山・御剱・雁道界隈 11月6日（金）、11月16日（月） 2回 30人

㊴千種・今池 11月8日（日）、11月15日（日） 2回 27人

11月22日（日） 1回 20人

48回 871人

－ 11,133人

スタンプラリー 1回 2,900人

和菓子でめぐる尾張名所図会 1回 3,186人

協賛事業 能楽堂展示・ウォーキング・バスツアー 4回 10,534人

160回 54,080人総　計

㉞柳橋市場～円頓寺界隈

㉟鎌倉街道とあゆち潟

㊵浄心・旧江川端

合　計

フリー参加

やっとかめぐり

㉘星崎の里

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

㉒飯田街道　八事山

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

⑯美濃路 枇杷島

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

⑩ここから城下町　橘

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

歴史まち歩き
（40コース48回）

①東海道　宮宿

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



別表３

平成27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

熱田文化小劇場 平成27年7月2日（木）
齋藤寿孝・柳川優子が贈る
ハーモニカで綴る思い出ほろりコンサート

1回 336人

中村文化小劇場 平成27年7月4日（土） 古謝美佐子 沖縄のこころのうた 1回 330人

千種文化小劇場 平成27年7月9日（木）
山崎あおい＆見田村千晴
GUITAR GIRL SPECIAL

1回 216人

名東文化小劇場 平成27年7月16日（木） 上野星矢フルートリサイタル 1回 276人

港文化小劇場 平成28年1月9日（土） 鬼太鼓座コンサート 1回 342人

守山文化小劇場 平成28年2月4日（木）
ウィリアムス浩子が贈る
星空ロマンスコンサートvol.2

1回 311人

瑞穂文化小劇場 平成28年3月12日（土）
活動写真弁士 澤登翠の無声映画の世界
～世界三大喜劇王 キートン・ロイド・チャッ
プリン～

1回 314人

計 7回 2,125人

補助金事業

文化小劇場シリーズ
「芸術三昧」



別表４

平成27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

　8月　5日（水） 港文化小劇場 241人

　8月　6日（木） 名東文化小劇場 520人

　8月21日（金） 中村文化小劇場 272人

　8月22日（土） 北文化小劇場 398人

　8月18日（火） 千種文化小劇場 272人

　 　8月19日（水） 中川文化小劇場 161人

　8月20日（木） 中区役所ホール 619人

　8月21日（金） 南文化小劇場 327人

　8月26日（水） 緑文化小劇場 650人

　8月27日（木） 天白文化小劇場 489人

　8月28日（金） 守山文化小劇場 538人

　8月29日（土） 西文化小劇場 425人

　1月16日（土） 東文化小劇場 645人

　1月17日（日） 瑞穂文化小劇場 647人

　2月11日（祝・木） 緑文化小劇場 444人

　3月20日（日） 中川文化小劇場 154人

　3月26日（土） 守山文化小劇場 257人

　3月27日（日） 北文化小劇場 230人

　3月19日（土） 昭和区役所講堂 294人

　3月20日（日） 港文化小劇場 265人

　3月25日（金） 西文化小劇場 391人

　3月26日（土） 千種文化小劇場 411人

　3月29日（火） 中村文化小劇場 658人

　3月30日（水） 熱田文化小劇場 660人

9,968人

児
童
劇

総合劇集団俳優館

交
響
楽

名古屋フィルハーモ
ニー交響楽団

計

公演数は、各日２公演で２４区４８公演

バ
レ
エ

川口節子バレエ団

交
響
楽

セントラル愛知交響
楽団

人
形
劇

人形劇団夢知遊座

音
楽
劇

名古屋オペラ協会

伝
統
芸
能

狂言共同社

パ
ン
ト
マ
イ
ム

プレジャー企画



別表　5

●市民会館（7事業　17,228人）

事　　業　　名 開催月 内容

特別公演　宮内庁式部職楽部　雅楽 5月
名古屋での公開演奏の機会が少ない宮内庁式部
職学部による舞台公演を実施した。

1,500 人

第8回　シニアコーラス交歓発表会 3月
平均年齢60歳以上で構成されるコーラス団体の成
果発表会を開催した。

2,312 人

●芸術創造センター（29事業　12,097人）

事　　業　　名 開催月 内容

企画公演「オペラの魅力vol.24」 10月
地元を中心に活躍する芸術文化団体と連携して、
オペラ公演を実施した。

901 人

演劇アカデミー修了公演
「月と森のソネット～夏の夜の夢～」

2月
受講生だけではなくプロの俳優陣や声楽家も出演
し、本格的な公演を実施した。

905 人

●青少年文化センター（17事業　21,934人）

事　　業　　名 開催月 内容

アートピアユースコンサート 2月
愛知県高等学校文化連盟と連携し、高校生を中
心に管弦楽やジャズのコンサートを開催した。

343 人

●能楽堂（25事業　114,641人）

事　　業　　名 開催月 内容

定例公演　7回
5月  7月  9月  10月
12月　1月　3月

年間テーマを「家康ゆかりの能」とし徳川家康が触
れた能にスポットをあてた。

3,229 人

●中村文化小劇場（21事業　4,281人）

事　　業　　名 開催月 内容

まちの音楽家シリーズコンサート２０１５
エディット・ピアフとジャン・コクトーで綴るパリの風景

11月
文化小劇場13 館を会場とした、地元で活躍する
演奏家たちによる“ 地域密着型” のコンサート。

138 人

●南文化小劇場（21事業　5,122人）

事　　業　　名 開催月 内容

みなみシニア吹奏楽団 通年
指揮者に柴田祥氏を迎え、地域の方々の参加に
よる吹奏楽団を結成。

41 人

●西文化小劇場（20事業　3,571人）

事　　業　　名 開催月 内容

地域オペラ「ヘンゼルとグレーテル」 3月
名古屋二期会と連携し室内オペラを開催。合唱団
は高校生以下をオーディションで募集。

617 人

●港文化小劇場（24事業　4,814人）

事　　業　　名 開催月 内容

みなとシネマ　6回
5月　7月　9月
11月　1月　3月

平日の昼間の時間帯に懐かしの映画を低価格で
上映し、気軽な鑑賞機会を提供した。

1,180 人

●天白文化小劇場（23事業　6,481人）

事　　業　　名 開催月 内容

小さな人も、おとなも、楽しい
raku-rakuコンサートシリーズ 5回

6月　8月　10月
1月　3月

区内で活動する子育て支援団体と連携し、0歳か
ら参加できるコンサートをシリーズで開催。

1,799 人

事　　業　　名 開催月 内容

めいとうジャズシリーズ「AWADA MARIKO JAZZ
LIVE」　4回

5月　9月　1月
3月

区民ニーズに応え、質の高い演奏を低料金で提
供するジャズコンサートシリーズ。

1,254 人

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数

●名東文化小劇場／上社レクリエーションルーム（38事業　11,610人）

〇平成２７年度　施設事業（指定管理者事業）(抜粋）

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数



●守山文化小劇場（24事業　6,223人）

事　　業　　名 開催月 内容

伊藤わか奈×ベートーヴェン
ベートーヴェンピアノソナタ全曲演奏会
第5回「月光」「ハンマークラヴィア」編

9月
音楽向きホールである熱田・緑・守山の３館持回り
でのベートーヴェンピアノソナタ全曲演奏会。

256 人

事　　業　　名 開催月 内容

北文化小劇場ジャズビッグバンド講座 通年
多世代間で交流できるジャズビックバンドを結成。
地域の祭りなどに参加した。

37 人

●緑文化小劇場（24事業　9,689人）

事　　業　　名 開催月 内容

第10回　春を呼ぶみどり音楽祭 6月　12月
ピアニスト熊谷恵美子氏のリサイタル。青少年対象
のピアノコンクールと受賞記念演奏会。

300 人

●東文化小劇場（27事業　8,528人）

事　　業　　名 開催月 内容

『ぶんしん0・1・2』ベビーウェルカムシリーズ 　4回
4月　6月　11月
1月

乳幼児と保護者が、定期的に生の舞台公演に触
れて楽しむ子育て世代応援企画。

676 人

●熱田文化小劇場（21事業　4,616人）

事　　業　　名 開催月 内容

ジルベスター＆ニューイヤー
カウントダウンコンサートinあつた2015-2016

12月
恒例の年越しクラシックコンサート(6年目)。劇場や
熱田界隈(神宮等)の魅力を発信した。

207 人

●千種文化小劇場（16事業　3,575人）

事　　業　　名 開催月 内容

若手劇団とちくさ座によるパートナーシップ公演
2団体

5月　6月
結成５年以内の劇団を公募。選定した2団体が公
演を行い、地元演劇団体の活動を支援した。

850 人

●中川文化小劇場（19事業　5,608人）

事　　業　　名 開催月 内容

なかがわ文化祭２０１５ 11月
「中川文化の会」所属団体によるフェスティバル形
式の成果発表。多様な地域文化の相互交流の場
とした。

2,104 人

●市民ギャラリー栄（9事業　206,935人）

事　　業　　名 開催月 内容

ミュージアムコレクション 12月
古川美術館等と連携し、民間美術館の所蔵品を
展示。優れた美術作品鑑賞の機会を提供した。

25,358 人

●市民ギャラリー矢田（22事業　11,317人）

事　　業　　名 開催月 内容

ギャラリー矢田パートナーシップ<Next> 8月
地域で意欲的に活動する若手作家の企画性の高
い展覧会。活動支援とともに作家間の交流を促進
した。

2,949 人

●演劇練習館（13事業　3,903人）

事　　業　　名 開催月 内容

アクテノンフェスティバル 10月
野外劇場を舞台に利用団体と地域の舞台芸術団
体が合同で成果発表するもの。20周年特別企画も
実施。

567 人

●音楽プラザ（19事業　1,752人）

事　　業　　名 開催月 内容

サロンコンサート　11回 7月～2月
施設利用者の発表機会提供と、地域住民が気軽
に音楽に触れる場を提供するシリーズ。クラシッ
ク、ジャズ、ゲーム音楽など。

1,497 人

●東山荘（8事業　1,993人）

事　　業　　名 開催月 内容

東山荘まつり　2回 4月　11月
野点での市民茶会、コンサート(食事・呈茶付）、施
設開放を併催。山崎川の桜など環境特性を活か
し、伝統文化に触れる機会を定期的に設けた。

839 人

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数

参加者数

●北文化小劇場（22事業　5,074人）

参加者数

参加者数

参加者数



別表６

平成27年度 　友の会事業

事　業　名 日　　　程 会　場

平成27年7月22日(水)【川柳】 青少年文化センター・第1研修室 11 人

平成27年7月22日(水)【短歌】 青少年文化センター・第3研修室 31 人

平成27年7月27日(月)【詩】 青少年文化センター・第2研修室 6 人

平成27年7月27日(月)【俳句】 青少年文化センター・第3研修室 24 人

平成27年7月29日(水)
【エッセイ・童話】

青少年文化センター・第1研修室 10 人

平成27年7月29日(水)【俳句】 青少年文化センター・第3研修室 10 人

2,089 人

試写会 平成28年1月25日（月） １０９シネマズ名古屋 50 人

計

春風亭小朝 新春独演会
平成28年1月21日(木）
※2回公演

青少年文化センター
アートピアホール

1273 人

ミュージカル ザ・ミュージックマン
ゲネプロ鑑賞会

平成27年2月19日（金） 青少年文化センター
アートピアホール

50 人

いのこ福代の読み聞かせ講座
平成27年9月7日(月）
平成27年9月14日(月）
※2回連続講座

青少年文化センター
第3研修室

42 人

林家正蔵・古今亭菊之丞・入船亭扇辰
名古屋特選落語会

平成27年10月21日(水） 青少年文化センター
アートピアホール

502 人

マジックショー＆誰でもできるマジック講座 平成27年6月26日(金)
青少年文化センター
第3研修室

40 人

文芸講座
短歌・俳句・川柳・詩・エッセイ・
童話・フォト五七五

参加者数

折り紙講座
桑名の千羽鶴（連鶴）

平成27年6月22日(月) 青少年文化センター
第3研修室

40 人



別表７

平成27年度　名古屋市民芸術祭２０１５　主催事業

事業名 日　程

制　作 会　場

名古屋市民文芸祭 165人

名古屋市民文芸祭実行委員会

◇授賞式
入場者数

シャンソンをあなたに
Chanson　pour　toi

10月22日(木)15:00・19:00
〈2回公演〉

3,500円
〈時間指定・自由席〉

（公財）名古屋市文化振興事業団
（有）吹上文化サロン 千種文化小劇場

名古屋いけばな芸術展
2015

【前期】
10月27日（火）～29日（木）
【後期】
10月30日（金）～11月1日（日）

400円（当日 500円）

9,239人

名古屋いけばな芸術展実行委員会
市民ギャラリー栄
第６～１１展示室

名古屋市民美術展

11月17日（火）～22日（日）

入場無料

（公財）名古屋市文化振興事業団
市民ギャラリー栄
第１～５展示室

舞台芸術創造事業
Dance on the planet

11月28日(土)14:00
　　　29日(日)14:00
〈2回公演〉
3,000円
〈日時指定・自由席〉

（公財）名古屋市文化振興事業団 芸術創造センター

13,105人

舞
　
踊

名古屋のタップダンスの第一人者・市
川ミサオと、ストリートダンスの第一人
者・KOUが放つ、アトラクション型オリ
ジナルダンス公演を開催した。
＜鑑賞者数578人＞

※事業団の舞台芸術創造事業を芸術祭主催
事業に位置づけた。

舞台芸術
創造事業
に計上

合計

音
　
楽

若手シャンソン歌手にスポットをあてる
コンサートを開催した。

＜鑑賞者数396人＞

あわせて、千種小学校に出張してシャ
ンソンワークショップを実施した。
＜参加者数83人＞

※出演者…別府たけし（第31回日本アマチュ
ア・シャンソンコンクール中部大会にてシャンソ
ン・ルネッサンス賞受賞)他。

479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
けばな展を開催した。

【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
門での優秀作品を一堂に集め、広く市
民にその成果を発表した。

【出展数】169点
※各部門の上位2賞を4年ぶりに展示した。
※陸前高田市との交流事業として、日本画の
各区上位1賞（16作品）と、陸前高田市民芸術
祭展示作品を相互に展示した。

3,222人

部
門

内　容 鑑賞者数

文
　
学

【応募期間】
8月21日（金）～9月20日（日）
【一般】
1口：1,000円（作品集付）
【小中学生の部】
無料（短詩型部門のみ）
【応募点数】
4,484点
【授賞式】
11月28日(土)　14:30
西文化小劇場 　入場無料

短歌、俳句、川柳、詩、エッセイ、童
話・児童文学、フォト五七五の創作作
品を募集した。
 優秀作品を表彰し、作品集を刊行し
た。

※ＰＲを兼ねて文芸講座を開催した。

※授賞式を4年ぶりに開催した。



別表８
平成27年度 　イベント開催支援事業

イベントタイトル等 内容 日程 会場

22 瑞穂区まちかどコンサート 制作・音響・進行 平成28年3月18日 名古屋市東山荘 瑞穂区役所

21 黒川ガスプラザイベント 制作 平成28年3月13日 黒川ガスプラザ 東邦不動産（株）

20 徳川町お楽しみ会 制作・音響・進行 平成28年2月28日 中京法律専門学校 徳川町町内会

19
シルバー人材センター
演芸鑑賞会

制作・音響・照明・進行
平成28年1月28日
-29日

大須演芸場 シルバー人材センター

18 中和会賀詞交歓会 アーティスト手配 平成28年1月6日 中日パレス 中和会

17
清風荘
秋の芸術鑑賞会

制作・音響 平成27年12月2日 名古屋市清風荘 名古屋市清風荘

16
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
6回目

制作・音響・照明・進行 平成27年11月11日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

15 杜の駅＠科学館 制作・運営
平成27年11月7日-8
日

名古屋市科学館 名古屋市科学館

14
寺井尚子クインテット
SPECIAL JAZZ LIVEチラシ製
作

チラシ製作 平成27年11月3日 栄ガスビル 東邦不動産（株）

13
寺井尚子クインテット
SPECIAL JAZZ LIVE

音響・照明・進行 平成27年11月3日 栄ガスビル 東邦不動産（株）

12
オレンジリボンキャンペーン
ナディアパーク

制作・音響・照明・進行 平成27年11月1日 ナディアパーク
名古屋市こども青少年
局

11 芸術祭陸前高田美術展 制作
平成27年11月1日-3日
平成27年11月17日- 22
日

市民ギャラリー栄
ほか

名古屋市

10
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
5回目

制作・音響・照明・進行 平成27年9月9日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

9 救急防災フェスタ 制作・音響・照明・進行 平成27年9月5日 名古屋市医師会館 名古屋市医師会

8
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
４回目

制作・音響・照明・進行 平成27年7月8日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

7
名古屋市清風荘
伝統芸能鑑賞会

制作・音響 平成27年7月8日 名古屋市清風荘 名古屋市清風荘

6
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
３回目

制作・音響・照明・進行 平成27年6月10日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

5
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
２回目

制作・音響・照明・進行 平成27年5月13日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

4
オレンジリボン
アスナル金山

制作・進行 平成27年5月1日 アスナル金山
名古屋市こども青少年
局

3
オアシス２１
トワイライトジャズグルーヴ
１回目

制作・音響・照明・進行 平成27年4月8日 オアシス２１ 栄公園振興（株）

2 芸術と科学の杜 運営コンサルティング
通年（会議５回+打合
せ等）

名古屋市科学館
名古屋市美術館

名古屋市美術館

主催者

1 揚輝荘 企画
通年（公演15回+会
議）

揚輝荘 揚輝荘の会



別表９

平成27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9月9日(水) 港文化小劇場 みなとシネマ石原裕次郎特集『あいつと私』 「なごやの喫茶店」 1回 176人

平成27年10月20日(火) 南文化小劇場 ミナミシネマvol.35『嵐が丘』 「街灯りの向こうに」 1回 285人

平成27年10月28日(水) 北文化小劇場 北シネマ劇場『第三の男』 「過去を描いた伊藤さんの話」 2回 287人

平成27年11月11日(水) 港文化小劇場 みなとシネマ石原裕次郎特集『二人の世界』 「八月十六日の散歩」 1回 231人

平成27年12月2日(水) 北文化小劇場 北シネマ劇場『カサブランカ』 「星の降る丘」 2回 348人

平成27年12月15日(火) 南文化小劇場 ミナミシネマvol.36『オーケストラの少女』 「八月十六日の散歩」 1回 204人

平成28年1月13日(水) 港文化小劇場 みなとシネマ石原裕次郎特集『鉄火場の風』 「笑門来福」 1回 196人

平成28年3月9日(水) 港文化小劇場 みなとシネマ石原裕次郎特集『紅の翼』 「過去を描いた伊藤さんの話」 1回 166人

10回 1,893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27年4月16日(木) 守山文化小劇場 「記憶のひとしずく」 1回 96人

平成27年5月21日(木) 北文化小劇場 「街灯りの向こうに」 1回 87人

平成27年6月18日(木) 港文化小劇場 「カヲリの椅子」 1回 58人

平成27年7月9日(木) 南文化小劇場 「過去を描いた伊藤さんの話」 1回 62人

平成27年8月19日(水) 東文化小劇場 「ババナナ・ジェラード」 1回 74人

平成27年9月17日(木) 天白文化小劇場 「星の降る丘」 1回 76人

平成27年10月15日(木) 中川文化小劇場 「なごやの喫茶店」 1回 55人

平成27年11月19日(木) 緑文化小劇場 「ばあちゃんのパンツ」 1回 72人

平成27年12月17日(木) 西文化小劇場 「矢田川のバッハ」 1回 46人

平成28年1月21日(木) 中村文化小劇場 「八月十六日の散歩」 1回 68人

平成28年2月18日(木) 名東文化小劇場 「プラネタリウムと冬の月」 1回 97人

平成28年3月10日(木) 熱田文化小劇場 「笑門来福」 1回 75人

12回 866人

３　上映会

開催日時 会場 事業名 上映作品名 回数 入場者数

「カヲリの椅子」

「街灯りの向こうに」

「熊の神」

「星の降る丘」

「ババナナ・ジェラード」

「揺れに揺られて、揺られてゆらり」

「桜の街のドーナツショップ」

「記憶のひとしずく」

「ハトビト」

「新堀川の上で」

「鈴の音」

「過去を描いた伊藤さんの話」

「キスナナ the Final」

「矢田川のバッハ」

「なごやの喫茶店」

「ばあちゃんのパンツ」

「点の世界」

「八月十六日の散歩」

「プラネタリウムと冬の月」

「笑門来福」

4回 590人合計

1回 158人

　　　　  ～10月18日(日）

大須演芸場新生オープン記念＆名古屋まつり協賛
「ショートストーリーなごや上映会」 Cプログラム

1回 126人

大須演芸場新生オープン記念＆名古屋まつり協賛
「ショートストーリーなごや上映会」 Dプログラム

1回 160人

合計

伝統文化シネマ鑑賞会

合計

平成27年10月17日(土)
大須演芸場

大須演芸場新生オープン記念＆名古屋まつり協賛
「ショートストーリーなごや上映会」 Aプログラム

1回 146人

大須演芸場新生オープン記念＆名古屋まつり協賛
「ショートストーリーなごや上映会」 Bプログラム



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27年5月16日（日）
　　　　  ～5月29日（金)

渋谷アップリンク SIGHZANCE SHORT FILMS PARTY vol.3 「なごやの喫茶店」 1回 180人

「八月十六日の散歩」

「プラネリウムと冬の月」

「笑門来福」

平成27年7月20日（月） 新宿ｋ's シネマ Movies-high　15 「矢田川のバッハ」 1回 84人

平成27年9月21日（月） 浅草公会堂 したまちコメディ映画祭　in台東 「笑門来福」 1回 765人

平成27年10月25日（日） 　 サンノゼ国際短編映画祭 「八月十六日の散歩」 1回 322人

「八月十六日の散歩」

「プラネリウムと冬の月」

「笑門来福」

平成27年11月4日（水） 伏見ミリオン座 ショートストーリーなごやPRESENTS「ボクは坊さん」上映会 「揺れに揺られて、揺られてゆらり」 1回 125人

平成27年10月31日（金）
　　　　　～11月14日（木）

MOVIE　ON　やまがた 第11回山形国際ムービーフェスティバル 「八月十六日の散歩」 1回 270人

「なごやの喫茶店」

「ばあちゃんのパンツ」

「点の世界」

「八月十六日の散歩」

「プラネリウムと冬の月」

「笑門来福」

「八月十六日の散歩」

「プラネリウムと冬の月」

「笑門来福」

「八月十六日の散歩」 28人

「プラネリウムと冬の月」 18人

「笑門来福」 13人

19回 2,392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9月2日（水） ウィルあいち あいち国際女性映画祭2015 「笑門来福」 1回 243人

平成28年1月24日（土） ピカデリーホール 第7回商店街映画祭（松本市） 「笑門来福」 1回 107人

2回 350人

47回 6,091人

合計

合計

総合計

平成28年1月15日（金） くまもと森都心プラザホール　 千年映画祭2016 1回 284人

平成28年2月6日（土）
平成28年2月13日（土）
平成28年2月20日（土）

中津川市図書館 中津川映画祭及び中津川市内での映画ロケ・上映の歴史展 3回

平成27年10月24日（土）
　　　　　～10月30日（金）

伏見ミリオン座 第7回「ショートストーリーなごや」作品集 7回 148人

平成27年11月8日（日） ホームシアター寝屋川シネマ 第９回田辺弁慶映画祭アフターシネマパーティ 1回 30人

平成27年6月6日(金) ラフォーレミュージアム原宿 ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア2015 1回 125人



別表10

平成27年度　ナゴヤ・パフォーマー事業

実施アーティスト内訳

ジャンル 登録アーティスト数 実施アーティスト数
音楽 34組 26組

大道芸 19組 7組
ダンス 4組 1組
その他 1組 0組
合計 58組 34組

月別開催状況

開催月 実施日数 実施アーティスト数（延べ）
　 １０月 22日 55組

１１月 17日 43組
１２月 13日 25組
１月 11日 16組
２月 7日 17組
３月 15日 29組
合計 85日 185組

会場別使用状況

施設 場所 実施日数（延べ）
ドーム前 21日
新瑞橋 2日
大高 6日
熱田 3日
みなと 2日
茶屋 27日

ドコモ スマートフォンラウンジ 18日
野外ステージ 1日
フラワーセンター前 0日
農業科学館前 0日
フラリエコート 3日
クリスタルガーデン 4日
栄 3日
伏見 3日
久屋大通 1日
JETTY 2日
水中観覧席 3日
フラワーステージ 4日
上池門 7日
正門前 1日
噴水広場 1日
二の丸 5日
西の丸 2日
内苑 3日
栄 11日
今池 2日

三越 星ヶ丘三越 1日
合計 136日

農業センター

名古屋城

ガスビル

イオン

戸田川緑地

久屋大通庭園

地下鉄

名古屋港水族館

東山動植物園


