
○平成２８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　NAGOYA GROOVIN’SUMMER 2016　　　　　　　
（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2016」（実行委員会事業）
（４）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）　　　　　　　
（４）第31回国民文化祭･あいち2016
 「輝きのみらいへ～名古屋演奏家育成塾・ソリストアラカルト～」

〔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〕
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。

　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１４館（中村・南・西・港・天白・名東・守山・北・緑・東・熱田・千種・中川・昭
和）、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　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



（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　ファン・デ・ナゴヤ美術展2017.1　　　
（３）舞台芸術創造事業　
（４）名古屋市民芸術祭2016
（５）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）
（６）芸術文化活動アドバイザー　　
（７）芸術創造賞の授与　
（８）イベント開催等支援事業
（９）ナゴヤ・パフォーマー事業「Nagoya POP UP ARTIST」（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「ナゴヤアートナビ」　
（３）文化情報ひろばの運営

　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 4,651,360円）

朗読劇「愛と死をみつめて」

公募によるオーディションで出演者を選び、練習を経て、舞台で成果を発表することで、朗読の魅力
をより深く知っていただく市民参加型朗読劇を開催した。
日程／平成29年1月14日(土)〈2回〉　会場／東文化小劇場
構成・演出／右来左往
オーディション／9月11日(日)　 応募者数／58人
出演者数／28人（出演者好評価率／92.3％）
入場者数／466人（入場者好評価率／92.4％）

　

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、ジャズを中心とした音楽イベントを開催し
た。

日程／平成28年7月30日(土)～31日(日)　会場／オアシス21等
出演バンド数／名古屋芸術大学 JAMPA SWING ORCHESTRA など延べ30組（575人）
　　　　　　　（出演者好評価率／100％）
ゲスト出演／30日：村田千紘　31日：LUIS VALLE ＆ Afro Q-bamigos
入場者数／82,456人（入場者好評価率／95.4％）

金山総合駅周辺に昭和時代の雰囲気をつくり、子どもたちが気軽に文化芸術に触れる機会を創出する
ため、アートの創作体験ワークショップ、コンサート、落語公演等を開催した。

日程／平成28年8月20日(土)～8月22日(月)
会場／日本特殊陶業市民会館、名古屋都市センターなど金山駅周辺

林家たい平プロデュース らくごであそぼ
　8月20日(土)〈1回〉日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
　入場者数／902人
ジブリの歌がい～っぱい！井上あずみとオーケストラといっしょにうたおう♪コンサート
　8月21日(日)〈1回〉日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
　入場者数／959人
ワークショップタワー　※有料ワークショップ
　〈全8講座〉名古屋都市センター
　入場者数／678人
自由参加プログラム
　〈全46プログラム〉金山総合駅連絡通路橋、日本特殊陶業市民会館 他
　入場者数／27,897人

入場者数／30,436人（入場者好評価率／90.7％）

　　【別表1参照】

（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2016～
　　〈実行委員会形式〉※負担金事業（決算額 32,175,737円）

平成２８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 2016 ※補助金事業（決算額 6,181,189円）



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。

日程／平成29年1月22日(日)〈2回〉　会場／青少年文化センター
演目／「弁天娘女男白浪 浜松屋見世先の場」「鬼一法眼三略巻 菊畑の場」　他
出演者数／選考と過去の出演者から57人
入場者数／943人（入場者好評価率／91.6％）

（１）市民のための芸術鑑賞会　※自主財源事業（決算額 10,310,287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
　日程／平成28年5月19日(木) 〈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／1,107人（入場者好評価率／92.7％）
人形浄瑠璃「文楽」
　日程／平成28年10月7日(金) 〈2回〉　会場／芸術創造センター
　演目／「妹背山婦女庭訓」「近頃河原の達引」
　入場者数／1,153人（入場者好評価率／95.4％）
鬼太鼓座コンサート
　日程／平成29年1月8日(日) 〈1回〉　会場／青少年文化センター
　入場者数／707人（入場者好評価率／97.4％）

（２）市民半額鑑賞会　※自主財源事業（決算額 1,405,602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。

　第1回　平成28年6月～8月　／応募件数1,350件　当選件数　858件（1,519枚）　提供枚数1,261枚
　第2回　平成28年10月～12月／応募件数4,123件　当選件数2,089件（3,707枚）　提供枚数3,037枚
　第3回　平成29年2月～5月　／応募件数4,589件　当選件数1,249件（2,416枚）　提供枚数1,420枚
　　　　　　　　　　　　　　 計　　 10,062件　　　　　4,196件（7,642枚）　　　　　5,718枚
　　　　　　　　　　　　　　※第3回においては「おもろい女」が出演者の都合により公演中止。

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・中区役所ホール）で開催した。
公演回数／48公演
出演／名古屋フィルハーモニー交響楽団、名古屋オペラ協会、狂言共同社、川口節子バレエ団、
　　　人形劇団パン、セントラル愛知交響楽団、プレジャー企画、演劇人冒険舎（8団体）
入場者数／10,602人（入場者好評価率90.2％）

　　【別表2参照】

名古屋演奏家育成塾で優秀と認められた塾生の中から、特に輝く若手演奏家にスポットをあてたコン
サートを開催した。

日程／平成28年11月19日(土)〈1回〉
会場／熱田文化小劇場
出演／木嶋真理佳、古田友哉、古田汐里、中村ゆか里、中村里奈　他
入場者数／251人（入場者好評価率90.3％）

（４）第31回国民文化祭･あいち2016「輝きのみらいへ～名古屋演奏家育成塾・ソリストアラカルト～」
　　 ※自主財源事業（決算額 300,200円）

鑑賞事業

（４）名古屋こども歌舞伎　※自主財源事業（決算額 500,000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 11,957,071円）



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。22施設において479の事業を実施した。

　　【別表3参照】

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。
　
　　会場／文化小劇場7館
　　参加対象／名古屋市内の小学4年生（100校）
　　開催時期（回数）／6月（28回）
　　入場者数／7,261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／芸術創造センターはじめ7カ所
　　参加対象／名古屋市立の中学生（募集による）
　　開催時期（回数）／10月（7回）
　　入場者数／2,305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〈8事業〉
　
　　入場者数／2,093人（入場者好評価率／92.7％）

　　【別表4参照】

文化活動拠点づくりのための文化事業

友の会事業　※自主財源事業（決算額 9,431,880円）

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 14,928,662円）



（１）総合舞台芸術公演　※補助金事業（決算額 33,438,462円）

2017年企画公演　オペレッタ「白馬亭にて」

1930年にベルリンで初演以来、リゾートホテルを舞台としたコミカルなラブ・ストーリーとして、今
なおヨーロッパ全土で上演されているオペレッタ「白馬亭にて」を制作、上演した。本公演の他、老
人ホームや病院などへ出向き出張ミニコンサートも行った。また、新たな試みとして、6回公演のう
ち1回を団体鑑賞公演と位置付け、副指揮が指揮者としてタクトを振るなど、若手のスタッフ・キャ
ストの育成の場を提供した。

日程／平成29年2月17日(金)～20日(月)〈6回〉　会場／青少年文化センター
音楽監督･指揮／井村誠貴  上演台本･訳詞･演出／池山奈都子  振付／松村一葉
管弦楽／セントラル愛知交響楽団
オーディション／平成28年7月29日(金）～31日(日)　応募者数／85人
出演者数／37人（出演者好評価率／97.0％）
入場者数／2,753人（入場者好評価率／95.1％）

出演者による福祉施設（3会場）への出張コンサート
入場者数／337人（南生協病院／73人、南養護学校／220人、安田荘／44人）

企画者・美術家からのアイデアを公募し、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29年1月12日(木)～29日(日)　会場／市民ギャラリー矢田
企画／第1展示室「365Wishes～Happy Birthday to You」：神村泰代
　　　第2展示室「だれかのなにか」：名知聡子
　　　第3～7展示室「POISON 毒」:川崎和美
企画応募件数／11件
入場者数／3,201人（入場者好評価率／87.7％）

（３）舞台芸術創造事業　※補助金事業（決算額 7,978,766円）

名古屋の演劇人が贈る名作劇場「ルームサービス」

名古屋地域で活動している演劇人を劇団の枠を超えて集め、ブロードウェイ発祥の名作喜劇「ルーム
サービス」を上演した。
日程／平成28年10月21日(金)～23日(日)〈4回〉　会場／西文化小劇場
作／ジョン・マレー、アレン・ボレッツ　　翻訳／酒井洋子　　台本・演出／はせひろいち
出演／ティナ棚橋、園田裕史、大脇まどか、小澤　寛　他
入場者数／648人（入場者好評価率／93.4％）

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2017.1
　　　※補助金事業（決算額 2,793,390円）



総合的な芸術の祭典として、平成28年10月～11月に名古屋市民芸術祭2016を開催した。
１　主催事業
　(1) 依田由利子フラメンコ舞踊団「カルメン」
  (2) 名古屋の演劇人が贈る名作劇場「ルームサービス」《再掲》
  (3) 名古屋市民文芸祭
  (4) 名古屋市民美術展
２　協賛事業
　　第31回国民文化祭・あいち2016「華道フェスティバル」
３　参加事業
　　参加公演　20公演　※申込件数30件
    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）

　入場者数／27,883人（入場者好評価率／82.5％）

　　【別表5参照】

歴史的建造物や文化資産を活用する名古屋独自の歴史文化のイベント「やっとかめ文化祭」（平成28
年10月29日～11月20日）のうち、名古屋の優れた伝統芸能を紹介する「芸どころ名古屋舞台」4公演
を実施した。

 (1) 古典の日記念「まちに響く日本の音」
 　　　日程／平成28年10月30日(日)〈1回〉会場／大須演芸場
　　　 入場者数／203人
 (2) 能「草薙」狂言「昆布売」
     　日程／平成28年11月3日(木・祝)〈1回〉会場／名古屋能楽堂
　　　 入場者数／605人
 (3)「唄って踊って民謡ふるさとの調べ」
 　　　日程／平成28年11月6日(日)〈1回〉会場／青少年文化センター
　　　 入場者数／535人
 (4) ひと組プロデュース「時代横町～大須版」
 　　　日程／平成28年11月18日(金)～20日(日)〈4回〉会場／大須演芸場
　　　 入場者数／574人

　　入場者数／1,917人（入場者好評価率／91.4％）
　

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。
日程／土曜日、日曜日の13:30～17:00　会場／文化情報ひろば
開設日数／60日
相談件数／121件

前年度における芸術創造活動が特に顕著で、名古屋の文化芸術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32回芸術創造賞を授与した。

受賞者／阿部大介＜美術（版画）＞
授賞式／平成28年6月27日(月)

（７）芸術創造賞の授与　※自主財源事業（決算額 387,368円）

（４）名古屋市民芸術祭２０１６　※補助金事業（決算額 6,859,554円）

（５）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 8,458,355円）

（６）芸術文化活動アドバイザー　※補助金事業（決算額 540,000円）



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。
件数／16件

　　【別表6参照】

２　名古屋市文化振興事業団チケットガイドの運営

事業団が管理する22施設をオンラインでつなぐチケット販売システムの運営、各種事業の案内など、
地元の文化芸術をサポートするチケットガイドを事業団本部内で運営した。
販売件数／6,940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／346件

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。

一次審査（書類、映像・音源による）　平成28年7月11日(月)　〈応募数71組→38組選考〉
二次審査（公開審査による）　　　　　平成28年8月26日(金)～27日(土)　〈38組→27組選考〉
認定アーティスト数／78組（51組が継続、27組が新規）
会場／地下鉄駅構内（伏見・栄・久屋大通）、ガスビル（栄、今池）など市内19施設・28会場
パフォーマンス実施日数／249日

　　【別表7参照】

（１）文化情報誌の発行　※補助金事業（決算額3,137,480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 2,091,921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／13,064件
事業掲載件数／6,833件

（３）文化情報ひろばの運営　※補助金事業（決算額 5,781,378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、文化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。

（８）イベント開催等支援事業　※自主財源事業（決算額 8,629,824円）

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 3,815,915円）



事業報告の附属明細書

　平成28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。



別表1
平成２８年度 金山ぐるりタイムトンネル２０１６

日程 講師・出演者 回数 入場者数

1
金山ダイヤルをつくって
各局をまわろう(Ch1～5）

８月２０日（土）～２２日（月） ― 3回 986

2 ぐるりラジオ局でつたえたいこと ８月２０日（土）～２２日（月） ― 3回 211

3 昭和の車にのってみよう ８月２０日（土）～２２日（月） ― 3回 1,634

4 氷柱にさわってみよう ８月２０日（土）～２２日（月） ― 3回 968

5
「昭和の子どもたち」写真展
（チャンネル1）

８月２０日（土）～２２日（月） ― 3回 1,025

6 未来生活・お茶の間オートメーション ８月２０日（土）～２２日（月） 3回 1,007

7 電子ブロック体験ワークショップ

８月２０日（土）
　　①11：30②12：30③13：30④14：30⑤15：30

　　２１日（日）
　　①11：30②13：45③14：45

　　２２日（月）
　　①11：30②12：30③13：30④14：30⑤15：30

13回 239

8
「昭和の子どもたち」写真展
（チャンネル2）

８月２０日（土）～２２日（月） ― 3回 783

9 まぼろし屋台 ８月２０日（土）～２２日（月） 3回 786

10 腹話術ショー ８月２０日（土）、２２日（月） 4回 194

11 パントマイムショー ８月２０日（土）～２２日（月） 金子しんぺい 6回 513

12 テケテケ昭和歌謡演奏ショー ８月２０日（土）～２２日（月） トヨ元家＆松石ゲル 6回 664

13 腹話術ショー ８月２１日（日） いずみとけんちゃん 4回 147

14 昭和紙芝居ショー ８月２０日（土）、２２日（月） 菅沼朋香、金子しんぺい、
トヨ元家＆松石ゲル、いずみ

4回 243

15 ミニミニ茶の間をのぞこう！ 3回 677

16 特撮・本物の映画カメラだ 3回 574

17 君も怪獣だ！ 3回 806

18 人形アニメに挑戦！ 3回 336

19 クロマキーで特撮あそび 3回 512

20 昭和と平成の特撮対決！ 8月21日（日）14：00～
8月22日（月）14：00～

2回 63

21 特撮体験の上映コーナー ８月２０日（土）～２２日（月） 3回 402

22 マンガで伝えるアーティストの
昭和エピソード

８月２０日（土）～２２日（月） ― 3回 489

23 ようかいカーニバル
「妖怪展示」

3回 708

24 ようかいカーニバル
「妖怪サウンド」

3回 669

【25】 風鈴きんぎょ
８月２０日（土）
①13:30～15：30
小学生親子15組（30名）

深堀隆介 1回 30

38

24

52

58

【28】 美術館で見る
～3コマ絵ものがたり

８月２０日（土）
①14：30～17：00
中学生親子12組（24名）

山村浩二 1回 22

40

40

58

52

【31】 コマ撮りアプリを使って、
特撮映画を作ろう

８月２０日（土）
①13：00～16：00
20名

昼間行雄 1回 31

57

52

63

61

特別会議室

【32】 レゴブロックでぼくのまち・
わたしのまちをつくろう

８月２１日（日）
①11：15～12：45
②14：30～16：00
各回30名 角野雅応

（レゴスクール
　認定インストラクター）

2回

８月２２日（月）
①11：15～12：45
②14：30～16：00
各回30名

2回

橋本優希 2回

【30】 アップリケバッグをつくろう

８月２２日（月）
①11：30～13：00
②15：00～16：30
各回20組（40名）

天野千晴 2回

菅沼朋香 2回

【27】 からくり玩具
「パタパタ」をつくろう

８月２２日（月）
①11：30～12：30
②14：00～15：30
各回30名

木の舎［KINOYA］ 2回

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ
プ
タ
ワ
ー

名
古
屋
都
市
セ
ン
タ
ー

第1-2会議室
【26】 腹話術人形

ミニぴぃちゃんをつくろう

８月２１日（日）
①11：00～12：45
②14：15～16：00
各回20組（40名）

第3-4会議室
【29】 昭和レトロ

マーブリングにチャレンジ

８月２１日（日）
①11：30～13：00
②14：30～16：00
各回30名

入口

菅沼朋香とぴぃちゃん

チ

ャ
ン
ネ
ル
３

キ

ッ
ズ
ぐ
る
り
プ
ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン

名
古
屋
都
市
セ
ン
タ
ー

１１階
企画展示室

８月２０日（土）～２２日（月）

昼間行雄
（協力：文化学園大学）

１１階
大研修室

８月２０日（土）～２２日（月） 渡辺亮

事業名 会場

チ

ャ
ン
ネ
ル
１

ぐ
る
り
テ
レ
ビ
局

金山総合駅
連絡通路橋

チ

ャ
ン
ネ
ル
２

キ

ッ
ズ
ぐ
る
り

オ
ー

ト
メ
ー

シ

ョ
ン

金
山
南
ビ
ル

インターコモン

森脇裕之

シ

ョ
ウ
ワ
d
e
シ

ョ
ー



33 ミラーメダルテント ― 3回 507

34 ポップアップテント ― 3回 257

35 クルリンテント ― 3回 412

36 ショウワロケットテント ― 3回 440

37 ヘンシンロボット ― 3回 462

38 水でラクガキ ― 3回 444

39 ヒヤヒヤボックス ― 3回 580

40 昭和ぐるりラジコンレース ― 3回 357

41 ライブ！ディスクジョッキー ― 3回 815

42 「昭和の子どもたち」写真展
（チャンネル4）

ビレッジ
ホール前

８月２０日（土）～２２日（月） ― 3回 826

43 ライトカップ ― 3回 558

44 今昔メガネ～昭和版～ ― 3回 563

45 ぼくのお子様ランチ ― 3回 630

46 カラフルテレビ塔 ― 3回 308

47 昭和のあそび（室内版） ― 3回 1,105

48 キッズ資料館 第2会議室 ８月２０日（土）～２２日（月）
協力：
北名古屋市歴史民俗資料館
「昭和日常博物館」

3回 1,190

49 「昭和の子どもたち」写真展
（チャンネル5）

3階廊下 ８月２０日（土）～２２日（月） ― 3回 1,101

50 昭和のあそび（外遊び） ― 3回 865

51 段ボールタワー６兄弟 ― 3回 865

【52】 林家たい平プロデュース
「らくごであそぼ」

ビレッジホール ８月２０日（土）
１５：００～１６：３０

林家たい平、翁家和助、のだゆ
き

1回 902

【53】

セントラル愛知交響楽団×井上あず
み
「ジブリの曲がい～っぱい 井上あずみ
といっしょにうたおう♪コンサート」

ビレッジホール ８月２１日（日）
１５：００～１６：３０

歌／井上あずみ
演奏／セントラル愛知交響楽団
指揮／酒井敬彰
司会／マーシー山本教授

1回 959

54 名フィルまちかどコンサート♪ ８月２１日（日）13:00～・16:00～ 2回 410

55 パントマイムショー ８月２０日（土）～２２日（月） 2回 109

56 チャンネルクイズに挑戦！ ８月２０日（土）～２２日（月） 3回 457

※ 【　】 は事前申込(有料）プログラム 合計 171回 30,436

そ
の
他

プ
ロ
グ
ラ
ム

金山南ビル
インターコモン

市民会館前広場

全会場

有料プログラム／10
無料プログラム／46　＜全56プログラム＞

チ

ャ
ン
ネ
ル
４

ぐ
る
り
ラ
ジ
オ
局

日
本
特
殊
陶
業
市
民
会
館

市民会館
前広場

８月２０日（土）～２２日（月）

チ

ャ
ン
ネ
ル
５

シ

ョ
ウ
ワ
キ

ッ
ズ
ラ
イ
フ

第1会議室 ８月２０日（土）～２２日（月）

３階中庭 ８月２０日（土）～２２日（月）

ぐ
る
り

オ
ン
ス
テ
ー

ジ



別表2

平成28年度　なごや子どものための巡回劇場

分野 団体名・事業名 日程 会場 入場者数

　8月　3日（水） 中区役所ホール 924人

　8月　4日（木） 北文化小劇場 532人

　8月　5日（金） 千種文化小劇場 425人

　8月　6日（土） 守山文化小劇場 362人

　 　8月10日（水） 緑文化小劇場 516人

　8月11日（木・祝） 南文化小劇場 402人

　8月17日（水） 天白文化小劇場 195人

　8月18日（木） 西文化小劇場 128人

　8月24日（水） 瑞穂文化小劇場 495人

　8月25日（木） 港文化小劇場 198人

　8月26日（金） 中村文化小劇場 261人

　8月27日（土） 中川文化小劇場 363人

　3月4日（土） 瑞穂文化小劇場 642人

　3月18日（土） 名東文化小劇場 616人

　3月19日（日） 港文化小劇場 295人

　3月20日（月・祝） 東文化小劇場 655人

　3月18日（土） 守山文化小劇場 678人

　3月19日（日） 昭和文化小劇場 517人

　3月23日（木） 北文化小劇場 345人

　3月30日（木） 天白文化小劇場 650人

　3月24日（金） 熱田文化小劇場 299人

　3月25日（土） 中村文化小劇場 330人

　3月30日（木） 南文化小劇場 310人

　3月31日（金） 中川文化小劇場 464人

10,602人計

公演数は、各日２公演で２４区４８公演

パ
ン
ト
マ
イ
ム

プレジャー企画

「サーカスの灯」

児
童
劇

演劇人冒険舎

「ねがいごとパズル」

人
形
劇

人形劇団パン

音楽劇「人魚姫」

交
響
楽

セントラル愛知交響楽団

「クラウンも飛び出す！ハローオーケ
ストラ」

伝
統
芸
能

狂言共同社

「狂言がやってきた！」

バ
レ
エ

川口節子バレエ団

「バレエへの招待」

交
響
楽

名古屋フィルハーモニー交響楽団

「名フィルがやってきた！」

音
楽
劇

名古屋オペラ協会

オペレッタ「アバラ城の恐怖」



別表　3

●芸術創造センター（27事業　17,006人）

事　　業　　名 開催月 内容

バレエアカデミー修了公演「SHOWCASE」 2月25・26日
名古屋市を中心に活躍するアーティストを講師に迎えた
バレエ講座の修了公演。 927 人

【芸創コラボ】連携企画公演
名古屋二期会・芸創オペラ　オペレッタ「天国と地獄」

3月4・5日 名古屋二期会と共催して開催するオペラ公演。 1,544 人

●青少年文化センター（20事業　23,605人）

事　　業　　名 開催月 内容

プラネタリウム×アートピア特別投影「宇宙の音、星
の音」

10月14日、15日
名古屋市科学館と名古屋市青少年文化センターが協力
して開催。音楽と映像によるプラネタリウムの特別投影。 659 人

●能楽堂（28事業　110,926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

開館20周年を記念し、能楽師が選りすぐった能と狂言
「20番」を上演。 3,295 人

●中村文化小劇場（22事業　5,575人）

事　　業　　名 開催月 内容

中村文化小劇場 劇団「座・なかむら」 通年
プロに学ぶ演劇講座から誕生した地域劇団「座・なかむ
ら」の稽古と公演。 33 人

●南文化小劇場（20事業　4,661人）

事　　業　　名 開催月 内容

みなみシニア吹奏楽団 通年
南文化小劇場で結成された幅広い年齢層の団員で構成
される吹奏楽団の練習と公演。 50 人

●西文化小劇場（34事業　6,492人）

事　　業　　名 開催月 内容

名古屋芸術大学・西文化小劇場
連携事業　室内オペラ公演「魔笛」

2月24日～26日
全国で活躍する名古屋芸術大学の卒業生や学生たちと
市民参加の合唱団によるオペラ公演。 726 人

●港文化小劇場（29事業　6,630人）

事　　業　　名 開催月 内容

みんなとみなとコーラス
（地域合唱団の結成および練習）

10月～3月 地域の方々が集う劇場付き合唱団の結成・活動。 39 人

●天白文化小劇場　（22事業　5,152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 4回

6月　8月　12月
3月

区内で活動する子育て支援団体と連携して開催する、0
歳から参加できるコンサートをシリーズ。 1,198 人

事　　業　　名 開催月 内容

めいとうジャズコンサートシリーズ　4回
6月　9月　12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。 1,224 人

●守山文化小劇場（24事業　5,969人）

事　　業　　名 開催月 内容

伊藤わか奈×ベートーヴェン
ベートヴェンピアノソナタ全曲演奏会
第8回「告別」編

9月8日
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。

286 人

事　　業　　名 開催月 内容

ジャズビッグバンドの運営 4～9月
多世代間で交流できるジャズビックバンドを結成し、コン
サートや地域イベントへの参加を実施。 31 人

参加者数

●北文化小劇場（27事業　6,503人）

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（45事業　13,813人）　

参加者数

〇平成２８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



●緑文化小劇場（30事業　12,271人）

事　　業　　名 開催月 内容

第３回なごや青少年ピアノコンクール
（予選）10月1日、8日、10日
（本選）12月10・11日

青少年対象のピアノコンクール。県内大学で予選を行
い、本選を劇場で開催。 91 人

●東文化小劇場（25事業　6,762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 　5回
5月　6月　8月　11月
2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。 852 人

●熱田文化小劇場（27事業　7,224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2016-2017

12月31日
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)の魅力を発信する。 270 人

●千種文化小劇場（15事業　2,916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　赤いスリッパ企画　第2回公演「ラララ
ララララララララララララララララララララ［ラ］イフ」 6月9～11日

結成５年以内の劇団を公募。選定した団体が公演を行
い、地元演劇団体の活動を支援する。 720 人

●中川文化小劇場（17事業　5,106人）

事　　業　　名 開催月 内容

中川文化小劇場合唱団クローバー 通年 劇場付き合唱団の通年練習と、隔年のコンサート。 41 人

●昭和文化小劇場（8事業　2,023人）

事　　業　　名 開催月 内容

昭和プレミアム企画公演
劇団あおきりみかん其の参拾六「ルート67」

1月13～15日
愛知県を拠点に全国的に活躍する「劇団あおきりみか
ん」による演劇公演。 896 人

●昭和文化小劇場　開館記念事業（7事業　5,333人）

事　　業　　名 開催月 内容

区民ふれあい芸術祭 12月15～19日
昭和区を中心に活動する文化芸術団体によるステージ
発表。 3,507 人

●市民ギャラリー栄（9事業　86,434人）

事　　業　　名 開催月 内容

ミュージアムコレクション 1月17～29日
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。

9,279 人

●市民ギャラリー矢田（21事業　9,990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>#4
―見えないものをみる力―

8月16～28日
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。 539 人

●演劇練習館（14事業　3,289人）

事　　業　　名 開催月 内容

アクテノンフェスティバル 10月8・9日
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。

332 人

●東山荘（8事業　1,261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。

265 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

参加者数

参加者数



別表4

平成28年度 　友の会事業

事　業　名 日　程 会　場

7月25日(月)【俳句】 青少年文化センター・第2研修室 17 人

7月25日(月)
【エッセイ・童話】

青少年文化センター・第1研修室 8 人

7月27日(水)【短歌】 青少年文化センター・第3研修室 23 人

7月27日(水)【詩】 青少年文化センター・第2研修室 9 人

8月3日(水)【川柳】 青少年文化センター・第2研修室 12 人

8月3日(水)【フォト五七五】 青少年文化センター・第3研修室 18 人

2,093 人計

プリザーブドフラワー講座 2月1日(水）
青少年文化センター
第3研修室

40 人

春風亭小朝 新春独演会
1月27日(金）
※2回公演

青少年文化センター
アートピアホール

1,223 人

古謝美佐子コンサート
～沖縄の今昔を歌う～

10月16日(日） 中川文化小劇場 413 人

試写会「後妻業の女」 8月25日(木) 109シネマズ名古屋 150 人

文芸講座
「俳句・川柳・詩・短歌・エッセイ・
童話・フォト五七五の作り方・書き方を
教えます！」

いのこ福代の読み聞かせ講座
8月24日(水）
8月31日(水）
※2回連続講座

青少年文化センター
第3研修室

40 人

試写会「ルドルフとイッパイアッテナ」 7月14日(木) イオンシネマ名古屋茶屋 100 人

入場者数

マジックショー＆誰でもできるマジック講座
お手軽マジックを学ぼう！

6月29日(水) 青少年文化センター
第3研修室

40 人



別表5

１．主催事業

事業名 日　程

制　作 会　場

名古屋市民文芸祭

名古屋市民文芸祭実行委員会
（公財）名古屋市文化振興事業団
中日新聞社

舞台芸術創造事業
名古屋の演劇人が贈る
名作劇場
「ルームサービス」

10月21日（金）18:30
      22日（土）13:30、18:30
      23日（日）13:30〈4回公演〉

（公財）名古屋市文化振興事業団 西文化小劇場

依田由利子フラメンコ舞踊団
定期公演「カルメン」

11月12日（土）14：00、18：00
〈2回公演〉

依田由利子フラメンコ舞踊団
（公財）名古屋市文化振興事業団

芸術創造センター

名古屋市民美術展
11月22日（火）～27日（日）
9:30～19:00
〈最終日は16:00まで〉

（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

入場者数計 4,686人

２．協賛事業

第31回国民文化祭・あいち
2016
「華道フェスティバル」

【会期】
11月1日（火）～ 6日（日）

【講演会及びシンポジウム】
11月5日（土）
愛知芸術文化センター
アートスペースＡ

第31回国民文化祭・あいち2016華道
フェスティバル実行委員会 ほか

市民ギャラリー栄
第６～１１展示室

入場者数計 14,381人

３．参加事業

8,816人

入場者数合計 27,883人

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）

美
 

術

　各区で開催する区民美術展の、各部門
での優秀作品を一度に集め、広く市民に
その成果を発表し、鑑賞に供した。また、
友好都市協定を締結している岩手県陸前
高田市の「陸前高田市民芸術祭」から、作
品を展示した。

出品者数

162人

入場者数

3,420人

「名古屋いけばな芸術展」が、本年度は「華道フェスティバル」として国民文化祭主催事業に位置づけられたため、協賛事業
とした。

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。今回は国民文化祭の主催事業として
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　ほか

出品者数

255人

講演会入場者数

280人

入場者数

14,101人

演
　
劇

　暗い戦争の時代に人々を笑顔にするべく
創作されたアメリカ喜劇の傑作「ルーム
サービス」を、酒井洋子翻訳、はせひろい
ち演出により上演した。名古屋の演劇人が
劇団の枠を超えて集結し、優れた舞台芸
術の創作に挑んだ。

※舞台芸術創造事業として位置付け。

入場者数
《再掲》

（628人）

舞
　
踊

　“カルメン”には、今をときめく若手フラメン
コダンサーを起用し、壮大なスケールでフ
ラメンコ公演を開催した。
あわせて、2校の小学校に出張してフラメン
コワークショップを実施した。
＜山吹小学校…参加者数82人＞
＜なごや小学校…参加者数129人＞

ワークショップ

入場者数

211人

入場者数

891人

平成28年度　名古屋市民芸術祭２０１６

ジャンル 内　容 参加者数

文
　
学

【応募期間】
8月21日（日）～9月20日（火）

【授賞式】
11月26日（土）15:00
西文化小劇場

　俳句、川柳、詩、短歌、エッセイ、童話・
児童文学、フォト五七五（俳句、川柳、詩、
短歌においては小中学生部門あり）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。＜応募点数4,872点＞
※ＰＲを兼ねて文芸講座を開催した。

応募者数

2,811人

授賞式

入場者数

164人



別表6

平成28年度 　イベント開催支援

事業名 内容 日程 会場

16 瑞穂区まちかどコンサート
制作・音響・進行
（出演：加藤大智）

3月24日(金) 名古屋市立大学 瑞穂区役所

15 徳川町お楽しみ会
制作・音響・進行
（出演：くす田くす博 他）

2月26日(日) 中京法律専門学校 徳川町町内会

14 瑞穂区まちかどコンサート
制作・音響・進行
（出演：Aria）

2月25日(土)
ブラザーコミュニケー
ションスペース

瑞穂区役所

13 シルバー人材センター
会員交流会

制作・音響・照明・進行
（出演：亀ひろし他）

1月26日(木)
　　～27日(金)

大須演芸場
シルバー人材セン
ター

12 中和会賀詞交歓会
アーティスト手配
（出演：加藤大智）

1月11日(水) 中日パレス 中和会

11 清風荘
冬の芸術鑑賞会

制作・音響
（出演：転輪太鼓）

12月7日(水) 名古屋市清風荘 名古屋市清風荘

10
クリスマス
駅ちか＆まちかどコンサート

音響・照明 11月28日(月) 地下鉄伏見駅 名古屋市交通局

9 名古屋市民美術展 配送手配
11月18日(金)
　　～28日(月)

市民ギャラリー栄 名古屋市

8 杜の駅＠科学館
制作・運営
（出演：Mr.↓YU↑他）

11月5日(土)
　　～6日(日)

名古屋市科学館 名古屋市科学館

7
オレンジリボンキャンペーン
in ナディアパーク

制作・音響・進行
（出演：kajii他）

10月23日(日) ナディアパーク
名古屋市こども青少
年局

6
お祭りだよ！
メトロ今池２０１６

音響 9月18日(日) 地下鉄今池駅 名古屋市交通局

5 救急防災フェスタ２０１６ 制作・音響・照明・進行 9月3日(土) 名古屋市医師会館 名古屋市医師会

4
名古屋市清風荘
伝統芸能鑑賞会

制作・音響 6月29日(水) 名古屋市清風荘 名古屋市清風荘

3
「ストップ！子ども虐待」オレ
ンジリボンキャンペーン＠金
山イベント広場

会場設営 5月9日(月) 金山連絡橋通路
名古屋市
こども青少年局

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

名古屋市科学館

主催者

1 揚輝荘　年間イベント 企画 通年（公演15回+会議） 揚輝荘 揚輝荘の会



別表7

ジャンル別登録及び実施状況
ジャンル 登録アーティスト数（組） 実施回数（回）

音楽 45 588
大道芸 26 628
ダンス 5 20
その他 2 4
合計 78 1,240

月別実施状況
開催月 実施日数（日） 実施回数（回）

　 4月 22 74
5月 17 56
6月 13 62
7月 11 70
8月 7 49
9月 15 69
10月 25 123
11月 27 160
12月 26 139
1月 30 154
2月 28 133
3月 28 151
合計 249 1,240

会場別実施状況　（19施設28会場）
施設 会場 実施回数（回）
イオン ドーム前 132
イオン 新瑞橋 0
イオン 大高（グリーンコート、イエローコート） 0
イオン 熱田 0
イオン みなと 0
イオン 茶屋 21
ドコモ スマートフォンラウンジ 75

野外ステージ 4
フラワーセンター前 12

農業科学館前 2
フラリエコート 2

クリスタルガーデン 2
地下鉄 栄 11
地下鉄 伏見 21
地下鉄 久屋大通 6

JETTY 72
水中観覧席 0

フラワーステージ 17
上池門 27
正門前 0

噴水広場 0
二の丸 132
西の丸 19
内苑 275

ガスビル 栄 45
ガスビル 今池 357

三越 星ヶ丘三越 8
合計 1,240

名古屋城

統計／平成28年4月1日～平成29年3月31日

平成28年度　ナゴヤ・パフォーマー事業 Nagoya POP UP ARTIST

戸田川緑地

久屋大通庭園

名古屋港水族館

東山動植物園

農業センター


