
　　堺の文化創造の推進母体である堺市文化振興財団の各種事業について企画検討を行い

堺市における芸術文化の向上に資するため、下記の事業を実施いたしました。

１．文化事業の企画及び実施

(１) 各種ホール公演

1 「はばたけ堺！歓びを歌声に」第九コンサート (4/15)

2 平成十九年度 歌舞伎鑑賞教室 (6/9)

3 ベスト・オブ・タンゴ （光藍社共催事業） (7/6)

4 星空と名曲コンサート in 妙國寺 (7/13) 妙国寺 客殿

5 第37回堺市民能 (7/21)

6 いずみのくに音楽祭

ジョイフル・オーケストラ～宇宙への夢～ (7/29)

7 稲本耕一・響・渡ファミリーアンサンブル (8/18)

8 第36回堺市新人演奏会 (8/26)

9 ANA presents 

(9/1)

10 堺シティオペラ 第22回定期公演　RUSALKA（ルサルカ）(9/8・9)

11 〈こどもちゃれんじ〉ファミリーシアター　

しまじろう ふしぎなもりの ものがたり (9/23)

12 市民寄席　桂米朝一門会 (10/4)

13 星空と名曲コンサート

(11/23)

14 X'mas ワンコインコンサート (12/9)

15 平成19年度文化庁『舞台芸術の魅力発見事業』

(12/15)

16 ニューイヤージャズin栂　

(1/20)

17 平成19年度文化庁『舞台芸術の魅力発見事業』

親子で楽しむ和楽器体験コンサート (1/26)

18 親子で楽しむファミリーコンサート

冬の星空と名曲コンサート

(2/2)

栂文化会館 ホール・全室

ウェスティ ホール

ウェスティ ホール

ウェスティ ホール

矢野沙織 Concert Tour 2008 －Little Tiny－ 栂文化会館 ホール

M・Cみはら
ホール・体験工房

文化館 ギャラリー もず

栂文化会館 ホール

市民会館 大ホール

葉加瀬太郎 TARO HAKASE CONCERT TOUR 2007 "Re:"

「沖縄の美ら歌と太鼓の響き」古謝美佐子with琉神コンサート

～冬の星空と木管三重奏によるクラシックコンサート～

市民会館 大ホール

市民会館 大ホール

市民会館 大ホール

市民会館 小ホール

市民会館 大ホール

市民会館 大ホール

市民会館 大ホール

市民会館 大ホール

財団法人　堺市文化振興財団

平成19年度　事業報告書

親子で楽しむファミリーコンサート～秋の星空と音楽でお散歩～
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19 (2/10)

20 堺市民参加型演劇　ハードタイムス (3/1・2)

21 親子で楽しむファミリーコンサート　

春の星空と名曲コンサート

(3/20)

22 「はばたけ堺！歓びを歌声に」第九コンサート

（平成20年度開催）準備事業

(２) 「自遊空間SAKAI」

・ イベント募集 （7/1～10/31）

・ 二次審査【公開プレゼンテーション】 （1/13）

※一次審査は各審査委員による書類選考

※二次審査の結果、入賞企画は井村 隆氏の

「『カラクリン』の原点は堺の風」に決定

(３) その他

① 「VIEW２１コンサート」に参画（毎月第２金曜日）

※２・３月は展望ロビー拡張工事のため、開催中止

② 第20期竜王戦　七番勝負第１局　前夜祭 （10/15）

第20期竜王戦　七番勝負第１局（実行委員会事業） （10/16・17）

２．文化に関する事業の受託・実施

(１) 第20回 阪田三名人杯将棋大会 (5/20)

(２) 堺自由都市文学賞

① 第19回 堺自由都市文学賞の選考 最終選考（7/4）

第20回 堺自由都市文学賞の募集 （8/1～1/15）

② 第19回 堺自由都市文学賞

「表彰式」および「文学フォーラム」 (11/17)

(３) 第61回 堺市展 （11/7～25)

「表彰式」 （11/24）

(４) 第45回 朝日陶芸展 （2/21～3/23)

(５) ヒストリックカー維持管理・活用事業

① 泉北倉庫でのヒストリックカー維持・管理 通年 泉北倉庫

② 当財団または堺市主催イベント等における出展

・ 東区民まつり (5/13) 初芝体育館

・ 近畿市長会 （5/14～18） ポルタス堺

・ 本庁ロビー （7/9～20）

市立陵西中学校 体育館

～春の星空とマンドリン＆ギターによるイタリア・スペインの調べ～

市役所高層館
21階展望ロビー

リーガロイヤルホテ
ル ３階 春慶の間

大仙公園内茶室 伸庵

堺フィルハーモニー交響楽団　スプリング・コンサート

ウェスティ ホール

栂文化会館 ホール

ウェスティ セミナールーム

ウェスティ ホール

丸三楼 雪陵庵

文化館 ギャラリー全室

市民会館 大集会室

文化館 ギャラリー全室

市役所本館・高層
館1階ロビー

方違神社 参集殿
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・ 泉州にぎわいフェスタ (7/28）

・ 秋の文化財公開協賛 （11/1～11） ポルタス堺

・ 北区域交流まつり (11/3) 金岡運動公園

・ 南区ふれあいまつり （11/11） 南区役所

・ 堺区民まつり (11/18) 堺区役所前

・ 美原区民まつり (11/25)

・ ヒストリックカー見学会 (3/16) 泉北倉庫

③ ヒストリックカーの貸出展示

・ イベント （4/27～30）

・ Yanase BMW スプリングフェア （4/27～5/1）

・ BMW HISTRIC CAR COLLECTION （5/18～21）

in NAMBA PARKS

・ 本社移転記念イベント （11/2～22）

・ BMWフェスティバル2008 （2/29～3.3）

(６) 堺市立文化館展示事業

① アルファオンス・ミュシャ館　企画展

・ アルフォンス・ミュシャ―生涯と作品― （7/14～10/8）

・

・ 花と女性―ミュシャ・スタイルの精華― （12/15～3/9）

・ 画家としてのミュシャ―絵画と素描― （3/15～7/13）

② 与謝野晶子文芸館　常設展及び記念展

・ 常設展「与謝野晶子　生涯と作品」（第1期） （5/17～7/8）

・ 常設展「与謝野晶子　生涯と作品」（第2期） （7/14～9/9）

※期間中、ワークショップコーナーを設置

・ 常設展「与謝野晶子　生涯と作品」（第3期） （11/16～1/14）

・ 常設展「与謝野晶子　生涯と作品」（第4期） （1/18～3/9）

・ 常設展「与謝野晶子　生涯と作品」（第5期） （3/15～5/11）

・ 没後65年記念展「与謝野晶子と京都」 （9/14～11/11）

ミュシャとアール・ヌーヴォーの時代～ドイ・コレクションより～（10/13～12/9）

関西国際空港

市立美原中学校

福岡国際センター（福岡市）

なんばパークス
（大阪市中央区）

プラット・プラット（堺区）

グラントウキョウ サウスタワー 

BMWショールーム（千代田区）

インテックス大阪
（大阪市住之江区）

アルフォンス・ミュシャ館

※期間中、東文化会館文化ホールでの「アルフォンス・ミュシャ特別展」半券
提示の方に限り、特別割引を実施

※12/16　日展評議員 小一紀氏による講演会「ミュシャの芸術」＆ガイドツ
アーを開催

与謝野晶子文芸館

※1/26　京都府立桃山高等学校講師 沖良機氏による講演会「『みだれ髪』と
『白桜集』の世界」を開催

※2/11　大阪工業大学准教授 今井美樹氏による講演会「ミュシャとポスター」を開催
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３．文化団体等の育成・支援

　堺市文化団体連絡協議会及び堺美術協会等の文化活動に対する助成並びに文化事業

への後援・協力

(１) 堺市文化団体連絡協議会

① 堺市民芸術祭 （9月～11月）

(２) 堺美術協会

① 第46回堺美術協会展 （4/29～5/9）

(３) 後援名義

① 堺フィルハーモニー交響楽団定期演奏会　の後援　他（合計　23　件）

４．文化活動の振興に資する普及・啓発事業

(１) ホール情報誌「さかいホールなび （年2回　各10,000部）

（4～10月）（10月～3月）」の発行

(２) ホール情報紙「＠S（アットエス）」の発行 （3月末発行　25,000部）

(３) チケットシステムの導入

(４) ホームページでの情報発信

※8月末の全面リニューアルにより、更新頻度が月1回から随時可能となった。

※11月より月1・2回のペースでホール公演情報をメールマガジンで配信開始

(５) マスコミ、文化団体等との情報交換

５．文化施設等の管理・運営事業（指定管理）

(１) 堺市立文化館（与謝野晶子文芸館、アルフォンス・ミュシャ館及びギャラリー）

(２) 堺市立西文化会館

(３) 堺市立栂文化会館

(４) 堺市民会館

※「さかいホールなび」をタブロイド版へリニューアルし、H20.4～9月開催のホール公
演等を掲載

※9月発売開始公演より、当財団事務局・市民会館・栂文化会館・ウェスティの4ヶ所
にチケットシステム端末を設置し、販売を開始。

　これにより、4ヶ所の各窓口ではパソコン画面で残席状況を確認しながらの購入が可
能となった。

　新聞、各業界紙への取材協力・情報提供、また催事に招待するなど、積極的にマス
コミ等との情報提供に努めた。

栂文化会館　他

東文化会館文
化ホール2階
ギャラリー
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６．文化施設等の自主事業（指定管理）

(１) 堺市立文化館（与謝野晶子文芸館、アルフォンス・ミュシャ館及びギャラリー）

① アルフォンス・ミュシャ館

講演会「ミュシャの芸術」＆ガイドツアー

講演会「ミュシャとポスター」

② 与謝野晶子文芸館

講演会「『みだれ髪』と『白桜集』の世界」

③ ミュージアムショップ

(２) 堺市立西文化会館

① 文化講座 （4～3月）

「スケッチ＆クロッキー」　「ビーズ1日体験」　「ししゅう1日体験」　「親子でパン作り」

「パッチワーク（初級・中級）」　「ビーズ教室」 「実用書道」　「ヨガ教室」　「絵手紙」

「社交ダンス」　「手作りパン」　「こどもの日キッズクッキング」  「母の日フラワーアレンジ」　

「七宝＆銀粘土＆ロジン」　「書道」　「フラワーアレンジ」　「親子で土笛作り」　「うちわ作り」

「コースター・しおり作り」　「ミニ観葉のテーブル飾り」　「水彩画」　 「電動ろくろ教室」

「パッチワーク（経験者）」　「手作りパン（初級・中級①②）」　「お香クラフト」　　　

「コンテナガーデン」 「ハワイアンフラ」　「木目込み人形」　「押し絵」　「シュトーレン」　

「プリザーブドフラワー」　「おせち料理」　「パン講座（初級Ⅱ・中級Ⅱ）」　「ししゅう教室」

「ひなまつり料理」　「ガーデニング教室」

② 優秀映画鑑賞事業

ウェスティ優秀映画鑑賞会

「昭和の大女優の誕生から活躍まで！その作品をとおして！！」（2/2・3）

③ 舞台発表会

2008年あなたが主役！ダンス＆踊り in ウェステ（2/10）

(３) 堺市立栂文化会館

① 文化講座 （4～3月）

「初心者のための絵手紙（朝・昼）」　「初めての押し花＆ネイチャープリント」　

「おやこでクッキー＆デザート作り」　「初めてのフランス刺しゅう」　「おうちで簡単 和菓子」　

「初心者のための水彩画」　「ビーズアクセサリー」　「暑中見舞を絵手紙で（朝・昼）」

「浴衣のきつけ体験（朝・昼）」 「やさしいフランス刺しゅう」　「ミシンで小物作り」

「グループ（3～4人）でパン・デザート教室」　「男性のための料理教室（朝・昼）」　

「軽量樹脂粘土で作る花のアクセサリー（朝・昼）」　「針と糸でつづるビーズステッチ」　

「はじめてのビーズ織り」　「洋画講座」 「銀粘土と七宝焼で作るアクセサリー」　

「たのしいコーラス」　「初めてのパッチワーク」　「楽しい木彫」　「パソコンアルバム（朝・昼）」

ウェスティ ホール

ウェスティ ホール

（12/16）日展評議員 小一紀氏

（2/11）大阪工業大学准教授 今井美樹氏

（1/26）京都府立桃山高等学校講師 沖良機氏

（通年）
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「陶芸で干支作り（朝・昼・夜）」 「ペン習字で書く年賀状（朝・夜）」　「着付お太鼓結講座」

「年賀状を絵手紙で（朝・昼）」　「はじめてのプリザーブドフラワー（朝・昼）」　

「クリスマス・アレンジメント（リース）」　「クリスマス・アレンジメント（テーブル）」　

「クリスマスケーキ（ブッシュ・ド・ノエル）」　「クリスマスケーキ（デコレーション）」　

「軽量樹脂粘土で作るクリスマス・リース」 「おせち料理（朝A・朝B・昼・夜）」　

「お正月向けのフランス刺しゅう」　「迎春用フラワーアレンジメント」　「マイカップを作ろう」

「押花を使ってギフトカード作り」　「まほうの1本針で編もう」　

「バレンタインデーのお菓子作り」　「ひな祭りのケーキ作り」 「ひな祭りのおすし作り」　

② ホール事業

（11/29）

③ 優秀映画鑑賞事業

（2/22・23）

④ 舞台発表会

栂文化会館利用サークル 舞台発表会 （2/24）

⑤ 作品展示会

栂文化会館利用サークル 作品展示会 （2/22～24）

※③～⑤は「フェスティバル in 栂」と名付けた関連事業

(４) 堺市民会館

① ホール事業

1 ブロードウェイ・ミュージカル・カンパニー （11/28）

（光藍社共催事業）

2 フォーク・カフェ in Sakai （3/9）

宝くじ文化公演　昇太・茂山・京子の「新・京極噺」

平成19年度 優秀映画鑑賞会「成瀬巳喜男の世界」

「ゆびあみ・手編み講座」　「みんなでパン！」　「手作りケーキ教室」　「毛筆で書く年賀状」

栂文化会館 ホール

栂文化会館 ホール

栂文化会館
第1～第2講座
室・
第1～第3会議
室・3階廊下

栂文化会館 ホール

堺市民会館 大ホール

堺市民会館 大ホール
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