
令和３年度公益財団法人射水市文化振興財団事業報告 

【公益目的事業】 

１． 芸術文化公演事業(主催公演事業) 

   管理運営する各施設の特性を活かして、市民が文化に触れる機会、参加する機会などの充実 

  を図り、心の豊かさを感じてもらうために多様な芸術文化事業を展開した。 

事業名 期日 場所 

川村亘平斎とあだち麗三郎の影絵と音楽 6 月 13 日(日) 大門 

栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミング 

バード コンサート 

8 月 7 日(土) 小杉 

手嶌葵 15TH ANNIVERSARY CONCERT 9 月 4 日(土) 新湊 

千住真理子ヴァイオリン・リサイタル 9 月 12 日(日) 小杉 

YUJI OHNO＆LUPINTIC SIX LUPINTIC JAZZ LIVE 11 月 3 日(水・祝) 新湊 

ショパンと遊ぼ!～中沖いくこと仲間たちによるファ

ミリーコンサート～ 

12 月 19 日(日) 小杉 

ラポールニューイヤーコンサート 2022 2022.1 月 9 日(日) 小杉 

高周波文化ホール開館 40 周年記念イベント 

早春メモリアルコンサート 

2022.2 月 26 日(土) 新湊 

文化ホール友の会事業 通年  

(受託事業)立川志の輔独演会 11 月 5 日(金) 新湊 

(共催事業)しまじろうコンサート 9 月 25 日(土) 新湊 

  ※場所 … 新湊：射水市新湊中央文化会館  小杉：射水市小杉文化ホール 

大門：射水市大門総合会館 

 

２．地域の芸術文化活動の普及育成及び援助事業(自主公演事業) 

 (1)国内外との交流による芸術文化振興事業 

   市民に広く芸術文化に対する普及啓発を行うため、指定管理を受けている施設を拠点として 

  活動する各種芸術団体を支援するとともに、育成団体を媒介として地域住民に身近な芸術文化 

  と接する機会を提供した。 

事業名 期日 場所 

ロビーコンサート 8 月 9 日(月・振休) 

10 月 24 日(日) 12 月 26 日(日) 

2022.2 月 27 日(日) 

新湊 

【中止】射水市合唱祭 9 月 19 日(日) 小杉 

【中止】新湊地域吹奏楽フェスティバル 11 月 21 日(日) 新湊 

【中止】こすぎ童謡フェスティバル 2022.3 月 20 日(日) 小杉 



彩り楽園 各種講座 

彩り楽園 楽園祭 

通年 

2022.3月 5日(土)～6日(日) 

新湊 

新湊 

カラオケ教室 

カラオケ教室発表会 

通年 

12 月 5 日(日) 

新湊 

新湊 

普及育成団体支援活動 通年  

  ※場所 … 新湊：射水市新湊中央文化会館  小杉：射水市小杉文化ホール 

 

 (2)ボランティアによるホールサポーター養成事業 

   射水市から指定管理を受けている施設でサポーター登録をしている方や一般市民の方に、公 

  演時のチケットもぎり、会場整理や楽屋ケータリング等のスタッフとして参加してもらい、ホ 

  ールを身近に感じてもらった。 

 

 (3)文化に触れる機会の創出 

   射水市新湊中央文化会館専属アーティストの金川睦美氏が指導し、次代を担う若き人材の養 

  成事業を支援するなど、クラシック音楽ファン層の底上げを図った。一般的に敷居が高いと思 

  われているクラシック演奏会にポピュラーな曲をプログラムに織り交ぜるなど、気軽に楽しめ 

  るコンサートに仕上げ、音楽ファンを増やすよう事業展開した。 

事業名 期日 場所 

出前コンサート アクイユ サクソフォン

カルテット コンサート 

4 月 29 日(木・祝) 救急薬品市民交流プラザ 

春のいぶきコンサート 2022.3 月 19 日(土) 射水市新湊中央文化会館 

 

 (4)芸術文化振興を通じた人づくり 

   市内の各学校と連携し、未来を担う子ども達が芸術文化に親しむ環境づくりに努め、学校訪        

問アウトリーチコンサートなどを通して音楽活動をサポートするほか、市内出身のアーティス 

  トを積極的に発掘し、育成支援に努めた。 

事業名 期日 場所 

〈再掲〉川村亘平斎とあだち麗三郎の影絵と音楽 6 月 13 日(日) 大門 

学校訪問アウトリーチコンサート 10 月 28 日(木) 

11 月 8 日(月) 

小杉南中学校 

射北中学校 

〈再掲〉ショパンと遊ぼ!～中沖いくこと仲間たちに

よるファミリーコンサート～ 

12 月 19 日(日) 小杉 

〈再掲〉高周波文化ホール開館 40 周年記念イベント 

早春メモリアルコンサート 

2022.2 月 26 日(土) 新湊 

  ※場所 … 新湊：射水市新湊中央文化会館  小杉：射水市小杉文化ホール 

大門：射水市大門総合会館 

 



(5)体験活動等事業 

   射水市陶房「匠の里」では陶芸の伝統文化を継承し、手作り文化活動の振興及び有意義な余 

  暇の活用を通して、心の触れ合いと豊かな生活の創造を図るため、個人や団体活動(親子活動 

  や町内活動、趣味のサークル活動)での作陶を体験する事業を展開した。 

事業名 期日 場所 

体験コース・定期コース 通年 射水市陶房「匠の里」 

企画陶芸教室 通年 射水市陶房「匠の里」 

郷土陶芸作家展(展示) 通年 射水市陶房「匠の里」 

【中止】陶芸祭 10 月 射水市陶房「匠の里」 

【中止】郷土作家講演会 通年 射水市陶房「匠の里」 

 

 (6)芸術文化に関する積極的な情報収集および発信事業 

   射水市出身等の人材や市内の芸術活動に関する積極的な情報収集に努め、効率的で効果的な 

  公演事業を開催した。また、毎月の市報や隔月で会館情報誌(主催事業・共催事業・貸館貸与 

  状況、その他)の発行や財団ホームページ等 SNS の積極的な活用を図り、利用者にとって有益 

  な情報を提供した。 

 

 (7)施設貸館等公益事業 

   各施設のホール、会議室、研修室、練習室等の貸館事業を通して、多くの人が芸術文化を通 

  じて喜びや感動を味わうことができる人達同士の交流の輪が拡がるよう努めた。習い事の集大 

  成として、自らが何かを発表したい、表現したいという願望を成就させるため、発表の場や練 

  習会場、打ち合わせ場所として各施設を貸与した。 

  (共催事業) 

事業名 期日 場所 

射水市芸術文化協会 春季盆栽展 6 月 5 日(土)～6 日(日) 新湊 

射水市美術協会 第 13 回射水市美術協会展 6 月 17 日(木)～20 日(日) 新湊 

第２回とやまフォークソングまつり 2021 10 月 17 日(日) 小杉 

射水市市展運営委員会 第 16 回射水市展 10 月 19 日(火)～24 日(日) 新湊 

射水市芸術文化協会 第 10 回美術展 10 月 29 日(金)～31 日(日) 新湊 

射水市芸術文化協会 

第 10 回射水市いけばな展 

11 月 6 日(土)～7 日(日) 新湊 

射水市芸術文化協会 秋季盆栽展 11 月 13 日(土)～14 日(日) 新湊 

射水市芸術文化協会  

第 15 回芸能フェスティバル in いみず 

11 月 14 日(日) 新湊 

【中止】射水市芸術文化協会 第 9 回射水茶会 11 月 21 日(日) 新湊 

  ※場所 … 新湊：射水市新湊中央文化会館  小杉：射水市小杉文化ホール 

 



３．職員資質向上の取組 

   当財団が舞台芸術の豊かさを市民に感じてもらう事業を実施していくためには、職員の芸術 

  文化に対する専門知識等の習得・向上が必要であることから、全ての職員が芸術文化の振興に 

  誇りと責任を持つとともに高い専門性と幅広い視野を備え、事業の企画及び調整を図るため、 

  近隣で開催される芸術文化事業に積極的に参加し感性を高めたり、その運営や技術について 

  学ぶ経験を積んだりするなど、職員研修を行った。 

 

４．施設の保守管理 

 (1)管理運営する射水市新湊中央文化会館、射水市小杉文化ホール、射水市陶房「匠の里」におい 

  て、「安全・安心・快適」に利用していただけるよう適切な施設管理に精力的に取り組んだ。 

 (2)射水市大門総合会館及び正力・小林記念館においては、射水市の条例等に基づいた適正な施設 

  の保守管理に努めるとともに、利用者のニーズを踏まえた施設運営に努めた。 

 

【収益事業】 

１．施設貸与事業 

 (1)公益目的外施設貸与業務  

射水市新湊中央文化会館、射水市小杉文化ホール、射水市陶房「匠の里」 

 (2)チケット販売業務 

   射水市新湊中央文化会館、射水市小杉文化ホール 

 (3)作品展示販売業務 

   射水市陶房「匠の里」 

 (4)自動販売機等取扱業務 

 射水市新湊中央文化会館、射水市小杉文化ホール、射水市陶房「匠の里」 

 

２．公益目的外施設管理事業 

 (1)射水市大門総合会館及び正力・小林記念館の管理業務 

 (2)射水市大門総合会館で実施する主催公演及び自主公演並びに施設貸与事業、チケット販売業 

  務 

 (3)射水市新湊図書館の管理業務 


