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１．一般的事項 

 

 

（１）組織及び人員 

  公益財団法人つくば文化振興財団の組織は，総務課，企画課，管理課の３課制をと

っており，平成 26 年度末における役員及び職員等の数は，次のとおりです。 

（単位：人） 

役    員 職    員 

理事長（非常勤） １ 事務局次長 １ 

常務理事 １ 総務課 ２ 

理事（非常勤） ８ 企画課 １ 

監事（非常勤） ２ 管理課 ４ 

    

    

計 12 計 ８ 

 

 

（２）評議員会 

イ 第２回評議員会（Ｈ26.6.25） 

（イ） 平成 25年度事業報告について承認 

（ロ） 平成 25年度収支決算報告について承認 

（ハ） 佐久間正敏氏の評議員辞任に伴い，渡邊政美氏の評議員就任について承認 

 

ロ 第３回評議員会（Ｈ26.12.17） 

（イ） 高田順一氏の評議員辞任に伴い，石原孝氏の評議員就任について承認 

（ロ） 福田敬士氏の理事辞任に伴い，小松原仁氏の理事就任について承認 

金子和雄氏の理事辞任に伴い，塩田尚氏の理事就任について承認 

 

 

（３）理事会 

 イ 第５回理事会（Ｈ26.5.28） 

 （イ） 平成 25年度事業報告について承認 

 （ロ） 平成 25年度収支決算報告について承認 

 （ハ） 定時評議員会の招集について承認 

 （ニ） 平成 25年度資産運用について報告 

 （ホ） 公益法人変更認定申請の経過について報告 

 （ヘ） 代表理事・業務執行理事の職務の執行状況について報告 
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 ロ 第６回理事会（Ｈ26.11.26） 

 （イ） 平成 26年度補正予算（第１号）について承認 

 （ロ） 評議員会の招集について承認 

 （ハ） 代表理事・業務執行理事の職務の執行状況について報告 

  

ハ 第７回理事会（Ｈ27.3.4） 

 （イ） 平成 26年度補正予算（第２号）について承認 

 （ロ） 平成 27年度事業計画について承認 

 （ハ） 職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正について承認 

 （ホ） 平成 27年度資産運用計画について承認 

 （ヘ） 代表理事・業務執行理事の職務の執行の状況について報告 

 

 ニ 文書による決議（Ｈ27.3.31） 

 （イ） 秋葉孝氏の事務局長任命について承認 

（ロ） 主催，共催，協賛及び後援に関する規程の制定について承認 
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２．平成 26年度事業概要 

 

 

（１）指定管理者事業 

 

１）指定管理者の受託 

当財団はつくば市の発展を目指して，広く文化芸術の振興に資する諸事業を行

い，豊かで魅力ある市民生活の実現と健全な地域社会の形成に寄与することを目

的として設立されており，事業活動と公益施設の設置目的・機能と不可分の

関係がある。 

また，当財団がつくば市から受託する「つくば市芸術文化事業」を実施す

る際に，その会場となるノバホール及びつくばカピオの貸館業務と連携する

ことによって，相互の事業がより円滑に行うことが可能となる。 

収支面からみると，当財団は公益財団法人ということから，公益目的利用

における貸館業務については，収入が事業費を上回らないようにしなければ

ならないため，低廉な管理が期待できる。また，収益事業の部分に関しては，

その収益について公益目的事業に繰り入れて施設の修繕等に充てることな

ども可能であり，利用者サービスの向上も図ることができる。 

こうしたことから，当財団では，非公募による指定管理者として平成 18

年４月からノバホール及びつくばカピオの指定管理者として事業を行って

いる。 

指定管理期間は３年間であることから，平成 26 年度においては，平成 27

年度から第４回目となる３年間の指定を受けるため，申請書及び事業計画書

を提出し，プレゼンテーションを行った結果，両施設ともに指定管理者の指

定を受けることになった。 

 

 

イ ノバホール・つくばカピオ指定管理者指定までの経緯（平成 26 年度） 

・ 平成 26年 ９月に申請書類及び事業計画書を提出 

・ 平成 26年 10月にプレゼンテーション→選定 

・ 平成 26年 12月につくば市市議会で議決 

・ 平成 27年 ３月協定の締結 

・ 平成 27年 ４月に指定管理者業務の開始 
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ロ 指定管理料等の推移 

 ノバホール つくばカピオ 

第１回 期間 平成 18年度～平成 20年度 平成 18年度～平成 20年度 

指定管理料 41,007,000円／年 119,607,000 円／年 

第２回 期間 平成 21年度～平成 23年度 平成 21年度～平成 23年度 

指定管理料 38,957,000円／年 113,627,000 円／年 

第３回 期間 平成 24年度～平成 26年度 平成 24年度～平成 26年度 

指定管理料 49,060,000円／年 （注１） 108,620,000 円／年 

第４回 期間 平成 27年度～平成 29年度 平成 27年度～平成 29年度 

指定管理料 51,218,000円／年 （注２） 107,300,000 円／年 

（注１）小ホールの管理開始 

（注２）減免制度に対する措置 

 

 

２）ノバホール指定管理者 

  指定管理者として，利用者への安全・安心な施設利用の促進・指導，アンケート調

査の充実，迅速な修繕実施，検討会議，職員研修等を定期的に実施し，更なるサービ

スの向上に努めた。また，客席の機能点検や季節ごとに植栽を配置するなど施設環境

の向上と情報発信に努め，地域住民の芸術文化活動の利用促進を図った。 

  また，当財団の芸術文化振興事業であるつくば国際音楽祭事業や公演事業の実施に

あたっては，企画運営を連携して行い円滑な事業運営を図った。 

    更に，市民団体と協働し，ホール利用促進を目的とした「ノバホール市民音楽祭」

を，小ホール利用促進を目的とした「小ホールピアノ無料開放」の 2つの自主事業を

実施した。 

 

 

イ 管理業務の実施状況 

・開館日数 

①通常開館・・・ 308日 

②臨時開館・・・   2日 

・職員の配置 

①事務管理職員・・・午前 8時 30分から午後 10時まで２交代勤務で５名を配置した。 

②舞台管理職員・・・午前 8時 30分から催事終了まで２名を配置した。 

③清掃職員・・・午前 7時 30分から午後 4時 30分まで１名を配置した。 

・予約申請の受付業務 

①受付時間・・・午前 9時から午後 8 時まで受付業務を実施した。 

②受付件数・・・新規申請 409件  変更申請 14件   

附属申請 330件  中止申請 16件 
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・施設の安全衛生管理 

①巡視点検・・・事務職員により１日４回実施し，火気，不審者，不審物の早期発見

に努めた。夜間においては，警備業務を委託し１日１回実施した。 

②防火管理・・・消防計画を作成し，自衛消防隊を組織しました。消防計画に基づき

消防訓練，防災訓練を実施した。（6月，11 月) 

③緊急連絡網・・・職員連絡網を作成し，緊急時に対応した。 

④事前打合せ・・・利用者との事前打合せを実施して，非常時の避難経路の確認，役割

分担や運営方法について協議することにより，安全面の確保に努め

た。 

⑤日常清掃・・・休館日を除き毎日実施した。 

⑥定期清掃・・・カーペット清掃（11 月）に実施した。床ワックス（11月）に実施し

た。 

⑦環境測定・・・空気測定と照度測定を６回実施した。（4 月，6 月，8 月，10 月，12

月，2月） 

⑧害虫駆除・・・全域を対象に４回実施した。（5月，8月，11月，2月） 

 

・情報の発信 

①ホームページ・・・財団ホームページで施設概要，利用規約，利用料金，施設の

予約状況，催物案内（月間予定），催し物チラシ，図面のダウ

ンロード，アクセスに関する情報を発信した。 

②催事案内・・・ノバホール，つくばカピオ，市内の各市民交流センターで配布した。 

③ポスター・チラシ・・・芸術文化，市内研究施設の催し物，スポーツ等の催事を

掲示板に掲示し，紹介した。 

・備品の維持管理 

①日常確認・・・建物及び備品の現状確認を巡視点検の際に実施した。 

②定期確認・・・建物備品，貸出備品の数量確認とメンテナンスを実施した。 

③修繕・・・建物，設備の修繕を実施した。 

・保守点検業務 

①設備保守運転管理・・・設備機器・電気工作物巡視点検を毎日実施した。 

②設備定期点検整備・・・機械設備，受変電設備，分電盤点検を 12回実施した。 

③保安警備・・・毎日実施した。 

④電気工作物点検・・・関東電気保安協会による点検を 12回実施した。 

⑤館内清掃・・・日常清掃を毎日，ジュータン清掃を 1回，床清掃を 1回実施した。 

⑥汚水管清掃・・・1回実施した。 

⑦舞台装置保守点検・・・2回実施した。 

⑧音響装置保守点検・・・2回実施した。 

⑨照明機器保守点検・・・2回実施した。 
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⑩消防設備点検・・・外観機能点検１回，総合点検１回実施した。 

⑪ピアノ点検・・・スタインウェイ 1回，ベーゼン 1回，ヤマハ 1回，ベヒシュタ

イン 1回実施した。 

⑫舞台管理運営・・・毎日実施した。 

 

ロ 利用状況 

 利用日数 利用可能日数 入場者数 稼働率 

ホ ー ル 195日 227 日 75,407人 86% 

小 ホ ー ル 181日 310 日 14,909人 58% 

合 計   90,316人  

   

ハ 公益目的・外利用状況 

  利用件数 入場者数 

ホ ー ル 
公益目的事業 196 件 61,944人 

公益目的外事業 28 件 13,463人 

小 ホ ー ル 
公益目的事業 205 件 13,319人 

公益目的外事業 18 件 1,590人 

合 計 
公益目的事業 401 件 75,263人 

公益目的外事業 46 件  15,053人 

 

 

ニ アンケート調査結果 

 満足 普通 不満 無回答 

管 理 状 況 94% 6% 0% 0% 

利 用 し や す さ 93% 4% 1% 2% 

職 員 の 対 応 94% 5% 0% 1% 

サンプル数：144件 

   ※詳細は別紙１「平成 26年度ノバホール アンケート集計結果」参照 

 

 

ホ 公益目的利用の状況 

 利用件数 入場者数 金額 

ホ ー ル 196件 61,944人  

小 ホ ー ル 205件 13,319人 

合 計 401件 75,263人 26,222,849 円 
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ヘ 公益目的利用のうち減免利用の状況 

 利用件数 入場者数 減免額 

ホ ー ル 35件 17,373人  

小 ホ ー ル 21件 2,588人 

合 計 56件 19,961人 5,006,000 円 

 

 

《主な利用内容》 

  ・つくば市小中学校音楽会 

  ・全国高校総合文化祭とそれに関連する利用 

  ・つくば安心安全まちづくりコンサート 

  ・つくば市民文化祭 

  ・小中学校が実施する合唱祭，音楽鑑賞会  など 

 

 

 

 

 

第 38 回全国高等学校総合文化祭 

いばらき総文 2014              

7 月 31日(木) 合唱部門         

 

 

 

ト 公益目的外利用の状況 

 利用件数 入場者数 金額 

ホ ー ル 28件 13,463人  

小 ホ ー ル 18件 1,590人 

合 計 46件 15,053人 4,736,585 円 

 

 

主な利用内容 

・民間企業経営状況報告会 

  ・民間企業株主総会 

  ・民間企業「ルベルベッツ コンサート」 

・民間団体「高嶋ちさ子 12人のｳﾞｧｲｵﾘﾆｽﾄ」 

  ・NPO法人ﾀﾞﾝｽｺﾝﾃｽﾄ「レインボーカップ 2014」 など 
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チ ノバホール指定管理者自主事業 

① ノバホール市民音楽祭 （つくば市民音楽祭実行員会と共同開催） 

日時： 平成 26年 10月 2日(木)に実施した。 

参加人数： 出演者 12団体 ， 観覧者 延べ 200名 

概要：つくば市在住・在勤の方を対象に公募より出演者を募り，ノバホール

のステージまたはホワイエで演奏して頂き，無料にてお客様にご入場・

観覧していただく 1 日限りの音楽祭。平成 26 年度は連続する別日に開

催するシンポジウムや野外コンサートと一体となった催し物である。 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ホワイエでの演奏の様子 

② 小ホールピアノ無料開放 

日時： 平成 27年 1月 29日(木)，3月 5日(木)に実施した。 

参加人数： 1月 29日 7組 14名，3月 5日  7組 10名 

概要：小ホールのベヒシュタイン製（ドイツ）のピアノを無料で試弾してい

ただき，その知名度の向上を図り，小ホール利用を促す試弾会である。

市内外を問わず参加できる。 

※詳細は別紙２「ノバホール ピアノ無料開放 チラシ」参照 

アンケート結果：ありがたい企画です。ぜひまたよろしくお願いします。 

とても貴重な体験ができました。 

ヨーロッパのピアノの響きはいいものですね。 

ペダルの音が気になりました。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の様子 
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３）つくばカピオ指定管理者 

  指定管理業務として施設利用の増進を図るため，窓口及び利用者アンケート調査の

充実，迅速な修繕，定例の検討会議，業務手順や接遇等についての職員研修等を実施

し，更なるサービスの向上，施設の維持管理に努めた。また，来場者及び周辺環境へ

配慮し，季節ごとに彩る花植プランターを配置するなど施設環境の向上に努めた。 

施設内外の掲示板には，施設情報のほか各種イベント情報などを掲出し，施設情報

及び地域情報の発信に努め，地域住民の芸術文化活動やスポーツ・サークル活動の促

進を図った。 

  また，カピオホール等の利用促進と芸術文化振興を図るため，指定管理者の自主事

業として，子育て支援プログラム「音の音楽講座」を開催した。更に，当財団の芸術

文化振興事業である公演事業等の実施にあたっては，企画運営を連携して行い円滑な

事業運営を図った。 

 

イ 管理業務の実施状況 

 ・ 開館日数 

   ①通常開館・・・308日 

   ②臨時開館・・・  3日 

 ・ 職員の配置 

   ①事務管理職員･･･午前８時 30分から午後 10時まで２交代勤務で６名を配置 

   ②舞台管理職員･･･午前８時 30分から催事終了まで２名を配置 

   ③設備管理職員･･･午前８時から午後 10時まで２交代勤務で４名を配置 

   ④清掃職員  ･･･午前８時から午後５時まで２名を配置 

 ・ 予約申請の受付業務  

   ①受付時間･･･午前９時から午後８時まで受付業務を実施 

   ②受付件数･･･新規申請  2,096件  変更申請  300件 

          附属申請   685件  中止申請   51件 

 ・ 施設の安全衛生管理 

   ①巡視点検  ･･･１日に４回実施し，火気，不審者，不審物の早期発見に努め 

た。 

   ②防火管理  ･･･自衛消防隊を組織するとともに，消防計画を作成し， 

            消防計画をもとに消防訓練を実施した。（9/3，1/15） 

    ③緊急連絡網 ･･･職員連絡網とセコム連絡網を作成して，緊急時に対応した 

   ④事前打合せ ･･･利用者との事前打合せを実施して，非常時の避難経路の確認， 

役割分担や運営方法について協議することにより，安全面の 

確保に努めた。 

   ⑤ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策･･･入館時の消毒を推奨した。 
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  ・ 情報の発信 

   ①ホームページ   ･･･財団ホームページで施設概要，利用規約，利用料金，

催物案内，施設予約状況，アクセスに関する情報を発信

した。 

   ②ポスター・チラシ ･･･施設の掲示板で芸術文化，スポーツ等の催事を紹介し

た。 

    

・ 備品の維持管理 

   ①日常確認･･･建物及び備品の現状確認を巡視点検の際に実施した。 

   ②定期確認･･･建物備品，貸出備品の数量確認とメンテナンスを実施した。 

   ③修繕  ･･･建物，設備の修繕を実施した。 

・ 清掃 

   ①日常清掃･･･毎日実施した。 

   ②定期清掃･･･塩ビ系フロア（10月），フローリング（10月），カーペット（８月） 

         ブラインド（12月），ガラス（７月）を実施した。 

・ 電気保安業務 

   ①受変電設備点検･･･６回実施した。(遠隔監視により毎日実施) 

   ②受変電設備清掃･･･１回実施した。 

・ 環境衛生業務 

   ①空気環境測定･･･６回実施した。（２カ月に１回） 

   ②害虫駆除  ･･･６回実施した。（２カ月に１回） 

・ 定期保守点検 

   ①弱電設備･･･セントラル監視システム，ローカル監視システム１回実施した。 

   ②消防設備･･･総合点検 1回，外観点検 1回実施した。 

   ③空調機器･･･空調機，吸収式冷凍機，冷却塔，ポンプ類，熱源設備を１回実施 

した。 

   ④給排水衛生設備･･･飲料水全項目水質分析，簡易水道水質検査を１回実施，残 

留塩素測定を月１回実施，受水槽清掃を１回，雑排水清掃 

を２回実施した。 

   ⑤自動ドア      ･･･２回実施した。 

   ⑥可動ステージ  ･･･１回実施した。 

   ⑦放送設備      ･･･１回実施した。 

   ⑧監視カメラ    ･･･１回実施した。 

   ⑨音響設備点検  ･･･２回実施した。 

   ⑩照明設備点検  ･･･２回実施した。 

   ⑪舞台設備点検  ･･･４回実施した。 

   ⑫ピアノ点検    ･･･１回実施した。 
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・ その他 

  ①設備保守運転業務 ･･･毎日実施した。 

  ②舞台操作業務    ･･･毎日実施した。 

  ③機械警備業務    ･･･毎日実施した。 

  ④植栽管理業務    ･･･適宜実施した。 

 

 

ロ 利用状況 

 利用日数 利用可能日数 入場者数 稼働率 

ア リ ー ナ 294日 297日 97,529 人 99％ 

ホ ー ル 228日 295日 36,750 人 77％ 

上記以外９施設 289日 306日 49,982 人 94％ 

合 計   184,261人  

 

 

ハ 公益目的・外利用状況 

  利用件数 入場者数  

ア リ ー ナ 
公益目的利用 364件 73,468 人 

公益目的外利用 255件 24,061 人 

ホ ー ル 
公益目的利用 167件 21,970 人 

公益目的外利用 96件 14,780 人 

上記以外９施設 
公益目的利用 1,752件 18,020 人 

公益目的外利用 3,038件 31,962 人 

合 計 
公益目的利用 2,283件 113,458人 

公益目的外利用 3,389件 70,803 人 

 

 

ニ アンケート調査結果 

 満足 普通 不満 無回答 

管 理 状 況 85％ 13％ １％ １％ 

利 用 し や す さ 82％ 15％ ２％ １％ 

職 員 の 対 応 86％ 13％ ０％ １％ 

サンプル数：900件 

※詳細は別紙３「平成 26年度つくばカピオアンケート集計結果」参照 
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ホ 公益目的利用の状況 

 利用件数 入場者数 金額 

ア リ ー ナ 364件 73,468人  

ホ ー ル 167件 21,970人 

上記以外９施設 1,752件 18,020人 

合 計 2,283件 113,458人 20,068,017円 

 

 

 

ヘ 公益目的利用のうち減免利用の状況 

 利用件数 入場者数 利用料免除額 

ア リ ー ナ 66件 41,148人  

ホ ー ル 66件 10,413人 

上記以外９施設 443件 10,367人 

合 計 575件 61,928人 9,105,630円 

 

 

主な利用内容 

  ・つくば市バドミントン市民大会 

  ・つくば市バレーボール市民大会 

  ・つくば市敬老福祉大会 

  ・全国高校総合文化祭 

  ・つくば産業フェア 

  ・つくば市民文化祭 

  ・科学フェスティバル 

  ・小中一貫教育全国サミット 

  ・つくば市成人の集い 

  ・チャレンジアートフェスティバル 

 

ト 公益目的外利用の状況 

 利用件数 入場者数 金額 

ア リ ー ナ 255件 24,061人  

ホ ー ル 96件 14,780人 

上記以外９施設 3,038件 31,962人 

合 計 3,389件 70,803人 17,172,828円 
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主な利用内容 

  ・企業団体ビジネスフェア 

  ・コットン＆雑貨フェスティバル 

  ・ヘルシーアップセミナー 

  ・東日本大震災チャリティーダイナミックボクシング 

  ・企業団体 2014 展示会 

  ・バレエ発表会 

  ・第２回 新春芸能発表会 

  ・ＮＰＯ法人ダンス合同発表会 

  ・うにとろ LIVE  in つくばカピオ 

  ・月岡優＆中島健 ピアノジョイントリサイタル ～ロマン派の夕べ～ 

 

 

チ つくばカピオ指定管理者自主事業 

・ 事業名 初めての音楽会「ポロンポロン」 

  出演者 ロバの音楽座 

  日 時 平成 27 年３月 31日（火）10:30開演 

  対象者 ０歳～３歳までのお子さまとその家族 

  入場料 １家族 500円 

  来場者 122名 

・ 事業名 ロバの音楽座「森のオト」及びワークショップ 

来場者 272名 

日 時 平成 27年３月 31日（火）15:00 開演 

  対象者 ４歳以上 

入場料 500円 

来場者 272名 

 ※詳細は別紙４「つくばカピオ自主事業報告」参照 
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（２）芸術文化振興事業 

  指定管理者として管理運営するノバホール及びつくばカピオを主な会場として，芸

術文化の振興を目的として鑑賞型事業，市民参加型事業をつくば市と共催等で実施し

た。事業の実施にあたっては，関連企画を実施するなど集客の向上を図るとともに，

アンケート調査を実施し，観客動向等の把握に努めた。 

 

 

 

平成 26 年度芸術文化振興事業一覧 

分類 № 対象 事業名 日程・会場 

つ 

く 

ば 

国 

際 

音 

楽 

祭 

事 

業 

１ 一般 
クシシュトフ・ヤボンスキー  

ピアノリサイタル 
7月 16日ノバホール 

２ 一般 ファンファーレ・チョカリーア 10月 17日ノバホール 

３ 一般 
ルパンジャズライブ 

大野雄二＆ルパンティックファイブ 
11月 8日ノバホール 

４ 一般 萩原麻未＆ヴォーチェ弦楽四重奏団 11月 30日ノバホール 

５ 一般 アヌーナ 12月 5日ノバホール 

６ 一般 スロヴァキア国立放送交響楽団 12月 13日ノバホール 

 

 

 

 

分類 № 対象 事業名 日程・会場 

つ
く
ば
市
芸
術
文
化
事
業 

鑑
賞
型 

７ 親子 
ドラゴンクエストベストセレクション 

シリーズⅢ・Ⅶ・Ⅹより 
6月 15日ノバホール 

８ 一般 白石加代子「百物語」 7月 2日カピオホール 

９ 
子供

一般 

子どものためのシェイクスピア 

「ハムレット」 
7月 21日カピオホール 

10 一般 つくば寄席 特選花形落語会 9月 13日ノバホール 

11 若年層 キマグレンの秋祭り 9月 15日ノバホール 

12 一般 綾小路きみまろ 爆笑！スーパーライブ 10月 9日ノバホール 
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13 一般 科学と音楽の響宴 2014 11月 22日ノバホール 

14 高年層 ともしび出前うたごえ inつくば 12月 7日ノバホール 

15 
学生 

一般 
前田啓太 打楽器リサイタル 2月 7日カピオホール 

16 一般 わらび座「ブッダ」 2月 8日カピオホール 

17 一般 つくば能楽公演 3月 14日ノバホール 

市
民
参
加
型 

18 一般 つくば音楽講座 7月 16日ノバホール 

19 一般 つくばで第九 2014 12月 29日ノバホール 

美
術
展 

20 一般 つくば美術展 
10月 5日～11月 9日 

つくば美術館 

絵
画
制

作
表
彰 

21 
子供 

一般 

夏休み子どもアート・デイキャンプ＆ア

ートたんけん隊 

7月 19，20日  

筑波大学 

 

イ つくば国際音楽祭事業 

  第 30 回目の開催となる音楽祭は，ノバホールを会場に６公演を実施した。クラシ

ック音楽に加え，ジャズ・ワールドミュージックなどの多様なジャンルを取り上げ，

新たな客層の開拓に努めた。招へいアーティストは国際的な活躍を基準にし，スロヴ

ァキア国立放送交響楽団の公演ではつくば市出身ピアニストをソリストに招くなど，

つくばならではの公演を実施しながら集客の向上を図った。 

 

【公演内容】 

１ クシシュトフ・ヤブウォンスキピアノ・リサイタル 

7月 16日（水）ノバホール 

第 11回ショパン国際ピアノコンクールで第３位を受賞し，バレ

エ，オペラ等に客演するなど多方面で活躍しているクシシュト

フ・ヤボンスキーのピアノリサイタルを開催した。  

入場者（316人） 入場率（44％） 
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２ ファンファーレ・チォカリーア 

10月 17日（金）ノバホール 

平成 26 年度より取り入れたワールドミュージック枠の 1 つとし

て，ルーマニアのジプシーブラス「ファンファーレ・チョカリー

ア」の公演を開催した。スピード感あふれ力強い演奏は観客を魅

了し，新たな客層を開拓した。  

               入場者（327人） 入場率（47％） 

 

 

 

《浅草ジンタ ホワイエコンサート》 

ファンファーレ・チョカリーア本公演の前座

でホワイエコンサートを実施した。本公演に

劣らぬパフォーマンスを披露し開演を待つ観

客を楽しませた。 

 

 

 

３ ルパンジャズライブ 大野雄二＆ルパンティックファイブ 

11月 8日（土）ノバホール 

ジャズの楽しさと奥深さをわかりやすく世の中に広めるため，大

野雄二氏を中心に結成されたユニットである。お馴染みの「ルパ

ン三世」の楽曲を中心に演奏し，大いに会場を沸かせた。 

入場者（704人） 入場率（74％） 

 

 

 

４ 萩原麻未＆ヴォーチェ弦楽四重奏団 

11月 30日（日）ノバホール 

第 65回ジュネーヴ国際コンクール（ピアノ部門）で日本人として

初めて優勝し，現在はパリを拠点に国際的に活躍するピアニスト

萩原麻未とパリ国立高等音楽院の卒業生により結成され，フラン

スをはじめ数々のコンクールで上位入賞を果たしているヴォーチ

ェ弦楽四重奏団による室内楽リサイタルを実施した。萩原のソロ，

弦楽四重奏，ピアノ五重奏などを披露し，室内楽ファンを大いに 

魅了した。 

入場者（324人） 入場率（46％） 
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５ アヌーナ 

12月 5日（金）ノバホール 

「中世のアイルランドの音楽を現代に甦らせる」というコンセプ

トのもと, 1987年にダブリンの作曲家マイケル・マクグリンによ

って結成された男女混声の合唱団アヌーナの公演を実施した。日

本でもなじみのあるダニーボーイなどを披露し，透明感のある歌

声はノバホールの音響特性とマッチしたすばらしい公演となった。

なお，この公演は「ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ･ﾁｮｶﾘｰｱ」とセット券として発売 

するなど，ワールドミュージックという新たな客層の開拓に努め

た。 

入場者（251人） 入場率（36％） 

 

６ スロヴァキア国立放送交響楽団 

12月 13日（土）ノバホール 

スロヴァキア国内で最も歴史のあるオーケストラ。チャイコフス

キーのピアノ協奏曲第１番では，つくば市出身のピアニスト中野

翔太をソリストに迎えた。その他，スメタナのモルダウ，ベート

ーヴェンの運命を披露し，クラシックファンを大いに魅了した。 

入場者（699人） 入場率（71％） 

 

 

※入場率＝入場者数／有効座席数（有効座席数は各公演会場設営により変動） 

 

ロ つくば市芸術文化事業（鑑賞型） 

 音楽や演劇を中心に多彩な舞台芸術公演を開催して，優れた芸術文化作品に触れる機

会を提供した。また，前田啓太打楽器リサイタルの際には，市内小学校でのアウトリー

チを実施するなど新たな事業展開を図った。 

 

【公演内容】 

７ ドラゴンクエストベストセレクションシリーズⅢ・Ⅶ・Ⅹより 

6月 15日（日）ノバホール 

つくば国際音楽祭 30周年を記念して，テレビゲームソフト「ド

ラゴンクエスト」で使用するゲーム音楽をオーケストラで演奏し

た。ロイヤルチェンバーオーケストラを西本智実が指揮し，すば

らしい演奏を披露した。一流の演奏は，ゲーム音楽ファンにオー

ケストラのすばらしさを伝え，若年層などの新たな客層の開拓を

果たした。  

入場者（759人） 入場率（77％） 
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８ 白石加代子百物語シリーズ第三十二夜 第九十九話ファイナル公演 

7月 2日（水）つくばカピオ（ホール） 

「百物語」は”肉声での物語の体験”をテーマに，幻想・怪奇譚

を中心として舞台女優の白石加代子が独自の語りで演じる一人芝

居。つくばでの公演は平成 10 年度からスタートし，今回で第 99

夜を迎え最終公演となった。 

入場者（221人） 入場率（76％） 

 

 

 

９ 子どものためのシェイクスピア「ハムレット」 

7月 21日（月・祝）つくばカピオ（ホール） 

シェイクスピアの戯曲をシンプルでわかりやすい内容で演出した

「子どものためのシェイクスピアシリーズ」で，つくばにおける

公演は 10作目となった。作品のテーマを際立たせる構成と遊び心

満載の演出で大人はもちろん親子で楽しめる舞台となった。 

入場者（328人） 入場率（91％） 

 

 

 

10 つくば寄席 特選花形落語会 

9月 13日（土）ノバホール 

独演会チケットは完売続出の柳家喬太郎，人間国宝柳家小さんの

血を受け継ぐ落語界のプリンス柳家花緑，異例の 21人抜きで真打

昇進した春風亭一之輔を迎えつくば寄席を実施した。近年，レイ

ハートと共催で実施しており，安定した集客を見込める事業とな

っている。 

入場者（690 人） 入場率（70％） 

 

 

11 キマグレンの秋祭り 

9月 15日（月・祝）ノバホール 

2008年の第 59回紅白歌合戦に出場し，ＣＭソングなどでもおなじ

みの男性２人組音楽ユニット『キマグレン』のつくば公演。「ライ

フ」「最後の夏」などを披露し，大いに会場を盛り上げた。        

入場者（486 人） 入場率（70％） 
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12 綾小路きみまろ 爆笑！スーパーライブ 

10月 9日（木）ノバホール 

「中高年アイドル」と呼ばれる綾小路きみまろが中高年の悲哀を

ユーモラスに語る毒舌漫談。前回の公演に続きチケット完売と好

評を博した。レイハートと共催で実施した。 

入場者（939 人） 入場率（95％） 

 

 

 

 

13 科学と音楽の響宴 2014 

11月 22日（土）ノバホール 

筑波大学付属病院長 松村明氏の粒子線治療に関する講演会と一

流の演奏家である今井信子氏（ヴィオラ），マイア・カベザ氏（ヴ

ァイオリン），ガブリエル・カベザス氏（チェロ）による弦楽三重

奏を開催した。実施は高エネルギー加速器研究機構と共催で行っ

た。  

入場者（636人） 入場率（63％） 

 

 

14 ともしび出前うたごえ inつくば 

12月 7日（日）ノバホール 

30 年前にブームを起こした「うたごえ喫茶」をホールで再現する

企画である。童話，叙情歌，世界の愛唱歌や民謡，歌謡曲のレパ

ートリー歌集の中から来場者のリクエストを募り，司会者，歌手，

伴奏者の進行のもと，来場者が共に歌い，ホールいっぱいの一体

感を体験した。 

入場者（443 人） 入場率（69％） 

 

 

15 前田啓太 打楽器リサイタル 

2月 7日（土）つくばカピオ（ホール） 

打楽器奏者前田啓太氏を招き演奏会，小学校と福祉施設でのアウ

トリーチを連続した３日間で実施した。茎崎第二小，第三小及び

エコー学園でのアウトリーチでは，子どもたちに音楽の楽しさ，

すばらしさを伝えることができた。最終日につくばカピオで開催

したリサイタルは，当日券が完売し大好評であった。    

入場者（236 人） 入場率（71％） 
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《茎崎第二小でのアウトリーチ》 

子供たちが楽しめるように考えられ

たプログラム。みんなで楽しめる曲，

プロの技術に圧倒される曲。目を輝か

せた子供たちの表情が印象的だった。 

 

 

 

 

 《エコー学園でのアウトリーチ》 

 一流の演奏をまぢかで観られるとあ

って，開始前から大歓迎ムード。曲

調によって一緒にノリノリになった

り，食い入るように聞き入ったり，

プロの演奏のすごさを体感した様子

だった。 

 

 

 

16 ミュージカル ブッダ 

2月 8日（日）つくばカピオ 

手塚治虫氏の原作をわらび座が舞台化する３作目で，仏教の祖・仏 

陀を原作者ならではの視点で描いた普遍的なメッセージを舞台化

している。１作目の「火の鳥」，２作目の「アトム」をカピオで公

演していることから，３作目の「ブッダ」もシリーズとして提供し

たものである。 

入場者（292人） 入場率（78％） 

 

【カピオの特性を活かす】 

 わらび座によるミュージカル「ブ

ッダ」は，演劇上演に向いたつく

ばカピオ・ホールの特性を活かし

た構成で，舞台セット・照明演出

等のすばらしい公演だった。 
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17 つくば能楽公演 

3月 14日（土）ノバホール 

日本古典芸能の分野における公演は毎年落語を実施しているが，世

界無形文化遺産にもなっている能・狂言，歌舞伎，人形浄瑠璃等の

公演は近年実施していなかったことから今回開催した。人間国宝の

野村万作氏の狂言・佐渡狐と牛久市在住の山中一馬氏の能・土蜘は

多くの来場者を魅了した。 

また，公演に先立ち実施した山中一馬氏のワークショップでは，日 

本古来の伝統文化をより身近に感じられるような楽しくわかりや 

すい講義であり，能・狂言に対する市民の理解力向上に貢献してい 

ただいた。 

入場者（884人） 入場率（90％） 

 

 

 

 

 

《能・土蜘》 

 くもの糸が乱れ飛ぶ派手な演

出は，「能」鑑賞初心者でも十

分楽しめる内容であった。 
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《能楽ワークショップ》 

 本公演に先立って行われた山中

一馬氏によるワークショップ。

能・狂言の歴史から能舞台，楽

器，能面などについて，わかり

やすく，楽しい講義であった。 

 計４回のワークショップに延べ

74名が参加し，「初めてですが，

ワークショップも催していただ

いたので，少しわかりました」

「解説がよかったのでよく理解 

 できました」（本公演アンケート 

より）など，本公演鑑賞の理解 

力向上につながった。 

 

 

※入場率＝入場者数／有効座席数（有効座席数は各公演会場設営により変動） 
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ハ つくば市芸術文化事業（市民参加型） 

  講座形式のコンサートや合唱指導等によるステージ公演など市民参加型事業を実

施し，地域住民の自発的な芸術文化活動の促進に努めた。 

【事業内容】 

 

18 平成 26年度神津善行のつくば音楽講座 

ノバホール 全６回 

講師に作曲家の神津善行を迎え，多彩なジャンルの音楽をテーマと

する講座を実施した。前半は講師による解説，後半はゲストによる

ミニコンサートとして行った。平成 14年から始まり 13回目の開催

となった人気講座であり，年々受講者数が増加し平成 25年度から

ノバホールで実施している。今回の講座も，日野皓正や山下洋輔 

など一流のアーティストを迎え，大好評であった。なお，例年奇数 

月で開催してきたが，ノバホールの改修工事に伴い，第２回を６月 

に行い，第６回を１月に市民ホールとよさとで開催した。 

受講者（518 人） 

 

講 座 内 容 

第１回 ５月 22 日（木） 「面白短編物語」中村メイコ・神津カンナ他 

第２回 ６月 12 日（木） 「音楽ビックリ箱」鈴木直樹（クラリネット）他 

第３回 ７月 15 日（火） 「天才ハープ奏者招聘」サーシャ・ボルダチョフ他 

第４回 ９月 25 日（木） 「日野皓正のやさしいジャズ」日野皓正他 

第５回 11月 27 日（木） 「山下洋輔のピアノ」山下洋輔 

第６回 １月 30 日（金） 
「マリインスキー歌劇団のテノール歌手」 

ドミトリーデミドチク他 

 

《第５回講座 11月 27日》 

 神津先生とゲストの山下洋輔氏。  

 すばらしい演奏に加え，トークで 

 も会場を盛り上げた。 
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19 つくばで第九 2014 

12月 29日（月）ノバホール 

市民合唱団がオーケストラの演奏でソリストと歓喜の歌で共演す

るコンサートを開催した。合唱参加者が指導者のもと半年間の練習

を経て，年末の舞台を目指す実施期間の長い事業である。今回で９

回目となるつくばの年末の風物詩として定着した事業となってい

る。 

入場者（775 人） 入場率（79％） 

 

《合唱団とつくばで第九オーケストラ》 

合唱団 169 名は７月から練習を開始し，

全 29 回に及ぶ練習を経て舞台に立っ

た。また，合唱団員を含む実行委員の

メンバーは，４月から会議を重ね，練

習のサポートをするなど，９か月にわ

たって本番の成功に力を注いだ。 

つくばで第九オーケストラ 58 名と

同じ舞台で本番前最後のリハーサル。 

 

※入場率＝入場者数／有効座席数（有効座席数は各公演会場設営により変動） 

 

 

 ニ 美術展事業 

  優れた美術作品を鑑賞する機会を創出するため，次のとおり事業を実施した。 

 

【事業内容】 

 

20 つくば美術展 

10 月 15（水）～11月 9日（日）つくば美術館 

つくば市在住の作家による新作を中心とする美術展。洋画８名・日

本画７名・彫刻２名・版画１名の作品を展示した。5回目の開催と

なる今回は，主催者代表のつくば市長や出展作家らを一堂に会して

のオープニングセレモニーや会期中にギャラリーコンサートも実施

した。 

入場者数（3549人） 
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《オープニングセレモニー》 

 主催者代表の市原市長や出展作家が一

堂に会してのオープニングセレモニーを

実施した。セレモニー終了後は各作家が

作品を紹介した。 

 

 

 

 

 

《ギャラリーコンサート》 

 10月19日にはギャラリーコンサートを

実施し，美術展に花を添えた。 

出演：ケーナアンサンブル 

内容：クラシックギターとケーナのアン 

 サンブルコンサート 

 

 

 

 

 

 ホ 絵画の制作表彰事業 

  子どもたちの美術に対する関心を高めるため，次のとおり事業を実施した。 

【事業内容】 

 

21 夏休みアート・デイキャンプ＆アートたんけん隊 

7 月 20日（日）～7月 21 日（月・祝） 筑波大学 

大学生のアドバイスを受けながら絵画を制作，作品の提出を受けて

審査・表彰・成果展示を行った。筑波大学と共催で４回目の開催と

なる継続事業である。作品数が増えているため，つくば市長賞他，

部門賞等を設けて表彰の充実を図った。また，絵画制作後は大学生

の案内で芸術系棟の施設を見学するアート探検隊を行った。人数限 

定のため幸運にも参加できた 36名の児童らは，普段目にする機会 

がない大学の専門施設を見て回り，とても貴重な経験となった。 

参加者（延 427 人） 作品数（344 点） 

アートたんけん隊参加者（36人） 
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応募総数 344点（小学生 267，中学生 30，高校生６，その他 41） 

最優秀賞５点（小学校低・中・高学年各１，中学生１，高校生１） 

つくば市長賞３点（小学生２点，中学生１点） 

優秀賞６点（小学校低・中・高学年各１，中学生１，高校生２） 

佳作 24点（小学生 21点，中学生３点） 

特別賞 11点（未就学児６点，保護者５点） 

入賞合計 49点 

 

 

 

《表彰式》 

 審査委員長の筑波大学名誉教授山本文

彦先生や市原健一つくば市長他が出席し，

受賞者に賞状を手渡し，お祝いや激励の

言葉を１人１人かけていた。最後に全員

で記念撮影。 

 

 

 

<広報活動と友の会> 

各事業について，広く情報を周知し，参加者の増加やチケット販売の促進を図るた

め，次のとおり実施した。 

 ・広報活動 

内 容 場所等 実施状況 

チラシ・ポスター 
ノバホール・つくばカピオ・市内交流センタ

ー・周辺施設・筑研協会員企業など 
1回 174ヶ所 

ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ チケット購入者 1回約 1000通 

広告等 
つくば市広報誌・各新聞・ラジオつくば・

ACCS・常陽リビング・フリーペーパーなど 

チケット販売状況

に応じ適宜実施 

その他 
つくばファンクラブ・つくば市東京事務所との連携，

つくばセンター広場・研究学園駅前でのチラシ配布 

チケット販売状況

に応じ適宜実施 
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 ・友の会 

  平成 27 年４月からの「友の会」制度開始に向け，公演情報のダイレクトメール

送付者に案内及び申込書を発送。 

会員登録者数 344名（平成 27年３月 31日現在） 

 

ヘ 文化芸術活動支援事業 

 地域の文化芸術団体の地域貢献的な活動に対して，財政的，人的支援を行い，広く文

化芸術の振興に資することにより市民生活を豊かにすることを目的に実施した。 

主な寄附者：一般財団法人つくば都市交通センター・筑波銀行など 

 

【支援内容】 

 

文化芸術活動支援事業一覧 

 

 

１ トワイライト音楽祭 2014 

7月 26日（土）  

つくばエクスプレス研究学園駅前 

TX 研究学園駅を中心に地区の人々が，

音楽を通じて，明るく楽しく集い交流

することを目的とするイベントで初の

開催。事前に竹灯籠に絵柄をつけるワ

ークショップを開いたこともあり家族

連れなど約 600名の集客。 

 

 

 

№ 支援団体 内容 日程 会場 

１ 
トワイライト音楽祭

実行委員会 
トワイライト音楽祭 2014 7月 26日 研究学園駅前 

２ 
つくば市民音楽祭実

行委員会 
つくば市民音楽祭 

10月 2日～

10月 4日 

ノバホール

など 

３ 
研究学園グリーンネッ

クレス タウンの会 

～研究学園地区の賑わいと交流づくりイベント～ 

パンとワインと音楽と ～スペインのゆうべ～ 
10月 12日 

ポンパドウ

ルつくば店 

４ 

つくばショートムー

ビーコンペティショ

ン実行委員会 

第２回つくばショートムービーコンペテ

ィション 
3月 21日 

西武つくば店

6 階つくば西

武ホール 



28 

 

２ つくば市民音楽祭 

 10月 2日（木）～4日（土）ノバホール・センター広場など 

市民による音楽文化の創造と音楽を主

体とするイベントによる地域コミュニ

ティ活性化・地域住民の交流を図るこ

とを主な目的として開催。10/2にノバ

ホール市民音楽祭（写真）を開催。ホ

ールとホワイエの２ステージで１日中

演奏を楽しめる企画。10/3はオープン

カフェコンサートを開催，10/4は街角

ストリート音楽祭を開催した。観客は

延べ 650名だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ～研究学園地区の賑わいと交流づくりイベント～ 

 パンとワインと音楽と ～スペインのゆうべ～ 

10月 12日（日）ポンパドウルつくば店 

閉店時間後のパン屋を会場に，フラメ

ンコギターとカンタオーラの共演。主

催者の「TX 研究学園駅地域を周辺住民

や店舗，施設などが一体となって音楽

を楽しむ環境をつくり出し，賑わいと

潤いのある空間にしていく」という目

標のもと，３度目の開催。小さな会場

のため約 60名の集客だが，音楽を身近

なものとするイベントとして地域に定

着しつつあるのがうかがえた。 
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４ 第２回つくばショートムービーコンペティション 

3月 21日（土）西武筑波店６階つくば西武ホール 

 市民が楽しめる映画祭として開催し，つくばからの文化発信と次世代の才能の発掘を

目指し開催。つくば部門と自由部門の２部門制で，つくば部門はつくば市の魅力の PR

につながるだけでなくロケ地としての可能性も広げ，自由部門ではオリジナリティあふ

れる作品を募り，映像界での活躍を志す若者を後押しし，クリエイティブな人材を育成

する土壌を作ることを目的とした。応募 71作品の中から最終ノミネート 10作品の無料

上映会を 3/21に開催した。審査員にはつくば市出身の中村義洋監督も加わった。 

 

ト 後援 

 財団が開催の趣旨に賛同する事業について後援した。 

 

後援事業一覧 

№ 後援団体 内容 日程 場所 

１ 
つくばフェスティバ

ル実行委員会 
つくばフェスティバル 2015 

5 月 9 日 

・10日 

つくばセン

ター広場他 

２ ユニバース Le Velvets コンサート 8 月 22日 ノバホール 

３ つくば市 つくば安心安全まちづくりコンサート 12月 20日 ノバホール 

４ NHK水戸児童合唱団 

NHK 水戸児童合唱団によるニューイヤ

ーチャリティーファミリーコンサート

in つくば 

1 月 10日 
筑波銀行 

大会議室 

５ ムジカ・ひびき 
ベヒシュタインによる鶴田昭則＆星子

知美デュオコンサート 
3 月 29日 

ノバホール 

別館小ホール 

  

チ 市民ギャラリーの施設貸出事業 

  中央公園内レストハウスの一部を市民ギャラリーとして管理し，美術等の作品発表

の場として地域住民に貸出した。 

◇ 貸出件数   33件 

◇ 貸出日数   159日 （稼働率 52％） 

◇ 利用料収入  168,590円 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

４．その他の活動 

 

１）訓練等 

 ・消防・避難訓練（ノバホール） 

  ①総合防災・消防訓練・・・実施日：平成 26年６月 23日（月）11:00～ 

平成 26年 11月 25日（火）11:00～ 

②防災訓練・・・実施日：平成 26年６月 23日（月）10:00～ 

平成 25年 11 月 25日（火）10:00～ 

参加職員：全職員（６名） 

ノバホールは，年２回実施されるつくばセンタービル全体の総合

消防訓練に参加し，訓練している。それとは別に，ノバホール独自

の避難訓練，消防設備点検等を年２回実施している。 

  

 ・ 消防・避難訓練（つくばカピオ） 

  平成 26年９月３日 (水) 13:50  

  ①火災警報発報時の対応に関する訓練 

  ②訓練講評 

  ③消火器実演訓練 

 

  

   

 

 

 

 

 

平成 27年１月 15日（木）13:50   

  ①火災警報発報時の対応に関する訓練 

  ②訓練講評 
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 ・ 環境対策など 

  ①緑のカーテンの設置（６月～10月） 

  ②ウェルカムフラワーへの参加（５月） 

  

 

 

 

 

 

 

 

２） 他団体との連携 

№ 団体名 役職等 

１ 筑波研究学園都市交流協議会 会員 

２ 一社）つくば観光コンベンション協会 副会長 

３ つくばセンター地区活性化協議会 会員 

４ まつりつくば 2014 副本部長 

５ つくばフェスティバル実行委員会 副委員長 

６ ウェルカム フラワー Cityつくば実行委員会 参加団体 

７ つくば，ホンモノ！夢特区応援隊 登録団体 

８ G8サミット関係閣僚会合誘致に関する研究機関等 参加機関 

９ つくば市商工会 会員 

10 公社）土浦法人会 会員 

 

【活動内容】 

・つくばセンター地区活性化協議会への参加 

① 七夕飾り参加（平成 26年７月） 

② ペデストリアンデッキ清掃参加 
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③ ランタンアート参加 （平成 26年 10月） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

④ アダプト・ア・パークへの参加 

毎月，大清水公園の清掃及び遊具点検等（併せてペデストリアンデッキのゴミ拾い）

を実施している。                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 防犯パトロールへの参加 

  毎週水曜日に会員 15社による当番制で参加。 

 

⑥ 一社）つくば観光コンベンション協会 

 接遇マナー研修会への参加 

 平成 26年 11月 11日（火） 

つくばサイエンス・インフォメーションセンター 

  新採職員 2名が参加 

 

 

 

 

 

 


