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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，総務企画課，管理課の２課制をとって

おり，平成２５年度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 事務局長 １ 

常務理事 １ 総務企画課 ４ 

理事（非常勤） ８ 管理課 ４ 

監事（非常勤） ２   

    

    

計 １２ 計 ９ 

 

（２）評議員会 

イ 第１回評議員会（Ｈ25.6.13） 

（イ） 飯岡宏之氏の理事辞任に伴い，金子和雄氏の理事就任について承認 

（ロ） 稲葉祐樹氏の理事辞任に伴い，飯泉省三氏の理事就任について承認 

（ハ） 酒井泰寿氏の理事辞任に伴い，斎藤利弥氏の理事就任について承認 

（ニ） 櫛田浩司氏の理事辞任に伴い，池畑直美氏の理事就任について承認 

 （ホ） 平成２４年度事業報告について承認 

 （ヘ） 平成２４年度決算報告について承認 

 

（３）理事会 

 イ 第１回理事会（Ｈ25.4.1） 

 （イ） 公益財団法人移行に伴う新法人の運営について報告 

 （ロ） 林孝男氏の事務局長任命について承認 

 （ハ） 平成２５年度事業計画について承認 

 （ニ） 平成２５年度収支予算について承認 

 

 ロ 第２回理事会（Ｈ25.5.28） 

 （イ） 平成２４年度事業報告について承認 

 （ロ） 平成２４年度決算報告について承認 

 （ハ） 平成２５年度補正予算（第１号）について承認 

 （ニ） 評議員会の招集について承認 



 （ホ） 諸規程の一部改正について承認 

 （ヘ） 平成２４年度資産運用について報告 

 （ト） 代表理事・業務執行理事の職務執行状況について報告 

 

 ハ 第３回理事会（Ｈ25.11.27） 

 （イ） 寄附金等取扱規程の制定について承認 

 （ロ） 就業規則の一部改正について承認 

 （ハ） 平成２５年度補正予算（第２号）について承認 

 

 ニ 第４回理事会（Ｈ26.3.4） 

 （イ） 平成２６年度事業計画について承認 

 （ロ） 平成２６年度収支予算について承認 

 （ハ） 就業規則の一部改正について承認 

 （ニ） コンプライアンス規程の制定について承認 

 （ホ） 平成２６年度資産運用計画について承認 

 （ヘ） 公益財団法人の変更認定申請について承認 

 （ト） 代表理事・業務執行理事の職務執行状況について報告 

 

 ホ 文書による決議（Ｈ26.3.28） 

 （イ） 飯野哲雄氏の事務局長任命について承認 

 （ロ） 事務局組織規程の一部改正について承認 

 （ハ） 決裁規程の一部改正について承認 

 （ニ） 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 

 

 

 

２．事業概要 

 

【公益目的事業】 

 

（１）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。 



 イ つくば国際音楽祭事業 

  第２９回目の開催となる音楽祭は，ノバホールを会場に本事業費から５公演を，芸

術文化事業費から１公演を特別事業として加えることにより全体で６公演を実施し

た。また、国際的に活躍するアーティストを招聘するほか、市民合唱団の参加，３大

ピアノ企画，つくば出身演奏者による演奏会など、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》 

千住明 

アンサンブルコンサート 

 

ノバホール 

11月 24日（日） 

音楽家である千住明氏が作曲したドラマ・映画音楽，Ｃ

Ｍソングを中心にした演奏会を開催した。千住明氏のピ

アノ演奏，弦楽アンサンブル，ソプラノ歌手の森麻季氏，

市民合唱団「コーロ・リリコ」が共演した。 

入場者（515人） 入場率（77％） 
 

３大ピアノ 

聴き比べコンサート 

 

ノバホール 

12月 1日（日） 

ノバホールが所有する３台のピアノを聴き比べるコンサ

ートをノバホール 30周年記念として開催した。ピアニス

トに斎藤雅広氏，三船優子氏，佐山雅弘氏を迎え，神津

善行氏のプロデュースにより実施した。 

入場者（569人） 入場率（85％） 
 

キエフ国立フィル 

ハーモニー交響楽団 

 

ノバホール 

12月 21日（土） 

海外のオーケストラ公演を筑波研究学園都市 50 周年記

念として開催した。アンドレイ・アニハーノフ氏の指揮

によりチャイコフスキー交響曲第５番と第６番を演奏し

た。関連企画として，筑波大学管弦楽団演奏会とセット

割引を実施した。  入場者（635人） 入場率（65％） 
 

プリマ・ヴィスタ 

弦楽四重奏団 

 

ノバホール 

1月 19日（日） 

海外の弦楽四重奏団を招聘し，新年に相応しい選曲でニ

ューイヤーコンサートを開催した。下記のヴィオラリサ

イタルとセット割引を実施した。 

 

入場者（232人） 入場率（35％） 
 

清水直子 

ヴィオラリサイタル 

 

ノバホール 

2月 2日（日） 

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者である

清水直子氏を招いてヴィオラリサイタルを開催した。つ

くば出身者の凱旋公演ということもあり，地域住民の来

場が多かった。 

入場者（494人） 入場率（74％） 
 

※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，オーケストラ公演に関連して市内小学校に出向いてミニコン



サート（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》 

いっこく堂 

With Dr.レオン 

 

ノバホール 

6月 29日（土） 

腹話術師のいっこく堂と魔術師の Dr.レオンによるマジ

ックショーを開催した。過去に開催のない分野での公演

を実施したことにより，新たな観客を開拓することがで

きた。 

入場者（641人） 入場率（70％） 
 

ニコライ・ホジャイノフ 

ピアノリサイタル 

 

ノバホール 

7月 13日（土） 

ジョパン国際ピアノ・コンクールで注目されたロシア出

身の若きピアニストによるリサイタルを開催した。情感

豊かな表現力と卓越したテクニックで観客を魅了し，終

盤はアンコールがやまないほど盛り上がった。 

入場者（333人） 入場率（47％） 
 

子どものためのシェイクス

ピア 

「ジュリアス・シーザー」 

つくばカピオ（ホール） 

7月 20日（土） 

ジェイクスピアの戯曲をわかりやすい内容で演出した

演劇で，親子で楽しめる内容となっており，つくばにお

ける公演は 10作目となる継続事業である。 

 

入場者（211人） 入場率（73％）  
落語二人会 

 

 

ノバホール 

7月 21日（日） 

人気実力を兼ね備えた春風亭小朝と三遊亭小遊三の落

語二人会を開催した。噺家の知名度が高いこともあり，

中高年が中心であるが安定した入場者を確保できた。こ

の公演は，いばらきコープ生活協同組合と共催で実施し

た。       入場者（869人） 入場率（88％）  
つくば国際音楽祭特別公演 

つくばふれあいコンサート 

仲道郁代の「不思議ボール」 

ノバホール 

9月 15日（日） 

ピアニストの仲道郁代氏を招き，絵とおはなしで綴るプ

ログラムとピアノの名曲を集めたミニコンサートを開

催した。３歳から入場を可能としたため幼児から芸術文

化に親しむ機会を提供できた。 

入場者（672人） 入場率（83％）  
科学と音楽の響宴２０１３ 

 

 

ノバホール 

11月 10日（日） 

高エネルギー加速器研究機構の野尻美保子教授による

暗黒物質に関する講演会と日本を代表する音楽家であ

るチェリスト岩崎洸氏，ピアニスト岩崎淑氏によるコン

サートを組み合わせて，高エネルギー加速器研究機構と

共催で実施した。 入場者（632人） 入場率（63％）  



命に響く音楽劇 

「ＧＩＦＴをあなたに」 

 

つくばカピオ（ホール） 

12月 4日（水） 

子ども達の夢や命の大切さをテーマに沢田知可子氏の

曲を中心としたミュージカル公演を開催した。リアリテ

ィ溢れる演出で現代の社会問題を浮き彫りにするメッ

セージ性の高いものだった。ＧＩＦＴ実行委員会と共催

で実施した。   入場者（259人） 入場率（91％）  
平原さんちのコンサート 

 

 

ノバホール 

12月 7日（土） 

歌手の平原綾香氏を中心にマルチリード奏者の父，歌手

の姉によるコンサートを開催した。Ｊ－ＰＯＰ，ジャズ，

クラシックなど音楽のジャンルを越えて親子３人が繰

り広げる音楽性の高いコンサートになった。 

入場者（906人） 入場率（98％）  
白石加代子「百物語」 

 

 

つくばカピオ（ホール） 

1月 18日（土） 

幻想・怪奇話を中心に舞台女優の白石加代子が独自の語

りで演じる 1 人芝居公演を開催した。当事業は平成 10

年から継続して実施している事業であり次回作で完結

する。 

入場者（176人） 入場率（62％）  
フローズン・ビーチ 

 

 

つくばカピオ（ホール） 

2月 7日（金） 

日本演劇のシリアスコメディー代表作をキャストが石

田えり氏，松田美由紀氏，渡辺真起子氏，山口美也子氏

で演出が高羽彩氏により演劇公演を開催した。 

 

入場者（231人） 入場率（69％）  
ＮＨＫ交響楽団 

 

 

ノバホール 

3月 23日（日） 

日本を代表するオーケストラであるＮＨＫ交響楽団の

演奏会を筑波研究学園都市 50 周年記念事業として開催

した。関連企画としてつくば市立田井小学校，つくば市

立葛城小学校で出前コンサートを実施した。 

入場者（904人） 入場率（90％）  

※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） 

 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》 

神津善行のつくば音楽講座 

 

 

ノバホール 

全６回 

作曲家の神津善行氏を講師に迎え，多彩なジャンルの音

楽をテーマにした解説とミニコンサートを開催した。好

評企画で今回が 12 回目となる継続事業である。今回か

ら会場をノバホールに変更して，定員を増やしたため従

来の定員 410人から受講生が 503人になった。 
 



つくばで第九２０１３ 

 

 

ノバホール 

12月 29日（日） 

公募により市民合唱団を結成，半年間の練習を経て指揮

者のもとオーケストラ，ソリストと歓喜の歌で共演する

ものである。継続して事業を実施しており，８回目の開

催となった今回は171人の市民合唱団が年末のステージ

に臨んだ。     入場者（864人） 入場率（88％） 
 

※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》 

アートセッションつくば 

２０１３展 

研究学園駅前公園 

10月 19日（土） 

～11月 24日（日） 

金属や木，陶器などを加工する造形作家 13 人の作品を

屋外に展示する美術展を開催した。2005年から隔年で実

施する継続事業で５回目の開催となった。 

 

来場者（1500人） 芳名（260人） 
 

 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》 

夏休み 

アート・デイキャンプ 

筑波大学 

7月 27日（土） 

～7月 28日（日） 

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。参加者（延 427人） 作品数（328点） 
 

 

（２）ノバホール管理運営事業 

  指定管理者として，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。 

《利用状況》 

 利用日数 利用可能日数 入場者数 稼働率 

大ホール ２２６日 ２８２日 ９４，３１６人 ８０％ 

小ホール １５９日 ３０２日 １４，０７０人 ５３％ 

合計   １０８，３８６人  

  《アンケート結果》 



 満足 普通 不満 無回答 

管理状況 ９１％ ９％ ０％ ０％ 

利用しやすさ ８７％ １２％ １％ ０％ 

職員の対応 ９４％ ６％ ０％ ０％ 

サンプル数：２０８件 

  《公益目的の催事》 

  ・つくば市小中学校音楽会 

  ・総文祭に関する利用 

  ・市民講演会 

  ・まつりつくば 

  ・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 

  ・ノバホール市民音楽祭トライアル 

 

（３）つくばカピオ管理運営事業 

  ノバホール同様，指定管理者として，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，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

動やスポーツ・サークル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。 

  《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 ２６４日 ２６６日 ８２，００８人 ９９％ 

ホール １９５日 ２６２日 ３２，２３７人 ７４％ 

上記以外９施設 ２８６日 ３０３日 ５０，２２５人 ９４％ 

合計   １６４，４７０人  

  《アンケート結果》 

 満足 普通 不満 無回答 

管理状況 ８１％ １６％ ２％ １％ 

利用しやすさ ７７％ １９％ ３％ １％ 

職員の対応 ８１％ １６％ １％ ２％ 

サンプル数：４５９件 

  《公益目的の催事》 

  ・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 

  ・総文祭に関する利用 

  ・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 

  ・いばらき花フェスタ 

  ・チャレンジアートフェスティバル 

 

【収益事業】 

（４）公益目的外施設管理運営事業 

 イ 公益目的外施設貸出 

  ノバホール及びつくばカピオを管理運営事業で貸出すもののうち，地域住民や団体

等が公益目的以外に利用するものを収益事業として貸出し，施設の有効利用を図った。 

◇ 貸出件数   ３，５０１件 

◇ 利用料収入 

    ノバホール   ３，７７２，８３６円 

    つくばカピオ １５，８５６，２４３円 

 ロ 市民ギャラリーの施設貸出 

  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   ３８件 

◇ 貸出日数   １９１日 （稼働率６１％） 

◇ 利用料収入  １４３，１００円 


