
１　文化芸術の振興に資する公演及び展示等の実施事業
※千円未満切捨て

(１)事務局が主催する事業 (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 第4回新日春展　堺展(共催) - 文化館ギャラリー ― 24 中止

2 第50回堺市民能(共催) -
フェニーチェ堺

大ホール
― 1,271 中止

3 第49回堺市新人演奏会(オーディション含む)
8月22日(土)

2月11日(木祝)
フェニーチェ堺

小ホール
無観客 1,960

アーカイブ
配信

4
堺市少年少女合唱団・堺リーブズハーモ
ニー定期公演

9月20日(日)
フェニーチェ堺

小ホール
110 2,078

5 第42回市民寄席桂米朝一門会 12月2日(水)
堺市産業振興セン

ター
イベントホール

235 3,602

6
堺市新進アーティスト美術展
「さかいアートパワー」

12月13日(日)
～19日(土)

フェニーチェ堺
交流・創作ガレリア他

537 1,350

7 ラ・ラ・ランド in コンサート 12月26日(土)
フェニーチェ堺

大ホール
945 19,015

8
堺フィルハーモニー交響楽団「スプリングコン
サート」

2月14日(日)
フェニーチェ堺

大ホール
― 1,017 中止

9 野間バレエ　バレエを楽しもう(共催) 2月23日(火祝)
フェニーチェ堺

大ホール
808 403

10 社会包摂型アウトリーチ(7か所) 通年 堺市内 230 698
動画配信

(1本)

11
おうち時間応援企画　動画配信事業
(2本＋1シリーズ(3回))

通年 インターネット上 ― 245

12 堺シティオペラ　子どもオペラ(共催) -
フェニーチェ堺

小ホール
― ― 中止

(２)フェニーチェ堺

(単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 ベルリンフィル八重奏 5月21日(木) 大ホール ― 1,778 中止

2 小曽根真featuring No Name Horses 5月28日(木) 大ホール ― 739 中止

3
フランス放送フィルハーモニー管弦楽団
ミッコ・フランク(指揮)、神尾真由子(ヴァイオ
リン)

6月5日(金) 大ホール ― 449 中止

4
トリニティ・アイリッシュダンス
～2020ジャパンツアー～

6月21日(日) 大ホール ― 794 中止

5 笑福亭鶴瓶落語会
7月1日(水)3日(金)

23日(木祝)
小ホール 426 3,036

6
翁橋公園賑わい創出事業①
アートキャンプinサマー

8月19日(水)
交流・創作ガレリア
及び翁橋公園他

189 781

7
HARA イリュージョン マジックショー
 Japan tour 2020(令和元年度延期分)

8月23日(日) 大ホール ― 517 中止

8 Dance Power 2020 in フェニーチェ堺 8月29日(土) 大ホール 534 2,308

9
大阪府障がい者芸術文化オープンカレッジ
2020 「BREAKTHROUGH　JOURNEY」大阪
会場　ワークショップ・オーディション(共催)

9月12日(土) 大スタジオ 27 0

10
創造・発表事業②
Teatro Trinitario2020(共催)

9月22日(火祝) 大ホール 886 5,358

11
創造・発表事業③
鼓童×ロベール・ルパージュ<NOVA>

9月26日(土) 大ホール ― 77 中止

公益財団法人　堺市文化振興財団
令和２年度　事業報告書

　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、堺市における文
化芸術の向上に資するため、下記の事業を実施しました。

文化芸術振興事業



(単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

12 キングズシンガーズ 10月11日(日) 大ホール ― 988 中止

13

創造・発表事業①
桐竹勘十郎プロデュース　若手が名作に挑
戦
ワカテ de ワカル　フェニーチェ文楽

10月14日(水) 小ホール 232 4,399

14
普及・育成事業⑥
フェニーチェダンス企画2020　人はなぜ踊る
のか⁉

10月25日(日)
11月7日(土)14日

(土)28日(土)
大スタジオ 85 774

15
「見えない/見える」ことについての考察(リー
ディングパフォーマンス：森山未來)(共催)

10月30日(金)
31日(土)

11月1日(日)
大スタジオ 444 128

16
普及・育成事業⑤
ワークショップ　ゴスペルに挑戦！

11月6日(金)
18日(水)

12月4日(金)
18日(金)

大スタジオ 192 178

17
工藤重典(フルート)＆リチャード・シーゲル
(チェンバロ)

11月8日(日) 小ホール 138 2,328

18 イタリア・バーリ歌劇場「アイーダ」(共催) 11月13日(金) 大ホール ― ― 中止

19
川口成彦フォルテピアノリサイタルシリーズ
2020

11月20日(金)
12月25日(金)
1月21日(木)

22日(金)

小ホール 788 5,978

20 新・BS日本のうた(NHK全国放送公開番組) 12月10日(木) 大ホール ― 789 中止

21
創造・発表事業④
デヴィッド・フィンケル(チェロ)＆ウー・ファン
(ピアノ)

12月11日(金)他 小ホール ― 550 中止

22 フィルハーモニクス 12月13日(日) 大ホール ― 1,247 中止

23
荘村清志ギター・リサイタル
(令和元年度延期分)

12月18日(金) 小ホール 162 1,476

24
翁橋公園賑わい創出事業②
クリスマスイベント2020

12月25日(金)
大ホール、翁橋公園

他
383 1,151

25 ダンス！ダンス！ワンワン堺公演(共催) 1月5日(火) 大ホール 1,054 36

26
桂かい枝独演会、三遊亭兼好独演会、
桃月庵白酒独演会

1月14日(木)
2月12日(金)
3月5日(金)

小ホール 195 4,990
桂かい枝独
演会は延
期

27
普及・育成事業⑦
音楽のあるひととき

1月19日(火)
2月22日(月)
3月27日(土)

小ホール他 276 1,458

・1/19公演
アーカイブ
配信
・3/27中止

28
普及・育成事業④
ワカル文楽“観る前セミナー”（文楽ワーク
ショップ）

2月3日(水)
3月5日(金)

文化交流室 123 640

29
普及・育成事業①
銀河鉄道999シネマ・コンサート(大阪交響楽
団)

2月11日(木祝) 大ホール 1,366 14,881

30
普及・育成事業②
避難訓練コンサート

2月28日(日) 大ホール ― 279 中止

31
佐渡裕/反田恭平 with ジャパン・ナショナ
ル・オーケストラ　特別編成

3月13日(土) 大ホール 1,869 694

32
桐竹勘十郎出演 人形浄瑠璃文楽
"道行の美"２回公演

3月19日(金) 小ホール 450 5,747

33
創造・発表事業⑤
ゴスペル・ミュージカル「自由への道標」

3月21日(日) 大ホール 549 8,021

34
普及・育成事業③
フェニーチェ堺体験ツアー
～見せます‼ホールのウラガワ～　計9回

通年 大ホール他 498 607

35 プロモーターとの共催公演　3事業5公演 通年 大ホール 4,095 1,238 1事業延期

36
諸室活用事業①～⑦
文化講座　計11回

通年 多目的室他 361 2,379



(単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

37
普及・育成事業⑧
アウトリーチ事業　計9回

通年
市内医療法人及び
福祉法人施設他

― ― 中止

38 ”挾間美帆m_unit”日本ツアー2020 調整中 小ホール ― ― 中止

39 著名アーティストによる音楽公演① 調整中 大ホール ― ― 中止

40 著名アーティストによる音楽公演② 調整中 大ホール ― ― 中止

(３)文化館

①アルフォンス・ミュシャ作品企画展示事業 (単位：人) (単位：千円)

事業名 入場者数 支出額 備考

1 ミュシャと挿絵の仕事 981 4,187
3/7～5/15
臨時休館

2 生誕160年記念展　ミュシャ　創作の軌跡 7,231 3,377

3 ミュシャとアメリカ 2,734 4,253

②文化館自主事業 (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 講演会①「オリエント」 5月17日(日) ギャラリー ― ― 中止

2 スマイルファミリーフェス 5月上旬 東雲公園(館近隣) ― ― 中止

3 新日春展
6月2日(火)
～7日(日)

ギャラリー ― ― 中止

4 ワークショップ①「ミニノート作り」 9月12日(土) ギャラリー 17 59

5 ワークショップ②「未定」 7月 ギャラリー ― 7 中止

6 夏休み小学生アート工作教室 8月 ギャラリー ― ― 中止

7 講演会②「ベルエポック」 10月17日(土) ギャラリー 40 109

8 ワークショップ「シャドウボックス」 12月12日(土) ギャラリー 20 93

9 ノエルコンサート 12月20日(日) ギャラリー 53 85

10 ワークショップ③「キッチンリトグラフ」
1月9日(土)
2月7日(日)

ギャラリー 11 28
2/7
中止

11 おやこで作ろう和の玩具 １月24日(日) ギャラリー ― 3 中止

12
パワーライフアート展
　(Sakai ARTcation 優秀作品展)

134

13 感性に語りかけるアート展 182

(４)東文化会館

①文化芸術振興事業 (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 第６回北野田バンドフェスティバル 5月31日(日) メインホール ― ― 中止

2 ワンコインジャズピアノコンサート 7月18日(土) メインホール 86 390

2事業
同時開催

3月7日(土)～7月5日(日)

7月11日(土)～11月8日(日)

11月14日(土)～3月21日(日)

2月11日(木祝)
～20日(土)

ギャラリー 179

開催日



(単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

3 第11回ぶんか寄席 7月24日(金祝) メインホール 154 615

4
０歳児からの親子で楽しむオーケストラ
(令和元年度延期分含む。)

8月3日(月)
3月30日(火)

メインホール 418 6,435

5 波吟の会ゆかた会 8月8日(土) メインホール ― ― 中止

6
なつやすみこどもフェスティバル2020
にんぎょうげきであそぼう！

8月10日(月祝) メインホール 68 1,021

7 マリオネットコンサート 8月30日(日) メインホール 111 841

8
ミュシャアートサテライトプロジェクトⅥ
ミュシャとチェコデザインの世界

9月5日(土)
～27日(日)

ギャラリー 718 590

9 第14弾東文化名画座　若草物語 9月25日(金) メインホール 99 308

10
ミュシャアートサテライトプロジェクトⅥ
チェコ音楽とチェコアニメ

9月26日(土) メインホール 62 244

11 タンゴコケータ＆タンゴグレリオコンサート 10月4日(日) メインホール 146 789

12 第2回北野田ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 10月31日(土) メインホール 807 719

13 和の会 11月1日(日) メインホール 400 103

14 第六回東文化茂山狂言会 11月21日(土) メインホール 147 1,102

15 第15弾東文化名画座「ﾃｨﾌｱﾆｰで朝食を」 12月11日(金) メインホール 225 353

16 Rasa北インド古典音楽 12月12日(土) フラットホール 43 652

17 子どもお茶碗作りと茶道体験(1講座2回)
1月9日(土)
3月6日(土)

生涯学習施設 12 121

18 子ども映画まつり「グリンチ」 1月11日(月祝) メインホール 131 250

19 東文陶芸教室作品展
1月21日(木)
～26日(火)

ギャラリー ― ― 中止

20 第１２回ぶんか寄席 1月30日(土) メインホール ― 275 中止

21 大美野アート
2月5日(金)
～8日(月)

ギャラリー ― ― 中止

22 令和2年度南大阪打楽器ソロコンテスト 2月7日(日) メインホール 189 105

23 堺シティオペラスプリングオペラ 2月20日(土) メインホール 135 101

24 北野田音楽会SP 2月21日(日) 生涯学習施設 無観客 152
ライブ
配信

25 懐かしの絵看板・映画ポスター展
3月1日(月)
～21日(日)

ギャラリー 923 1,013

26 第16弾東文化名画座「ひまわり」 3月9日(火) メインホール 200 420

27 第６回北野田ウインズ定期演奏会 3月27日(土) メインホール ― ― 中止

28 なにわ風流　文楽への誘い 3月28日(日) メインホール 202 1,774

29 文化講座陶芸教室(4講座106回) 通年 生涯学習施設 759 1,623

30 ワークショップ　落語にチャレンジ(29回) 通年 生涯学習施設 280 518

31 北野田駅前寄席 毎月第１水曜 生涯学習施設 392 60

32 第６回スタインウェイを弾いてみよう 調整中 メインホール ― ― 中止

33 聞いて、観て！おでかけライブ！ 調整中 メインホール ― ― 中止



②自主事業 (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 歌声喫茶 6月23日(火) フラットホール ― 18 中止

2 夏休み1日体験教室(2講座3回)
8月1日(土)2日(日)

22日(土)
生涯学習施設 32 78

3 東文化カラオケ発表会 8月9日(日) メインホール ― ― 中止

4 文化講座　(連続)(1講座2回)
9月27日(日)
11月1日(日)

生涯学習施設 23

5 文化講座　(単発)(8講座9回) 通年 生涯学習施設 100

6 広報事業 季刊 ― ― 200

(５)栂文化会館

①文化芸術振興事業 (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 春のフェスティバルin栂
5月3日(日祝)

5日(火祝)
6日(水祝)

ホール他 ― 60 中止

2
地元の小学校協働事業「子ども・文化芸術体
験」

6月9日(火) ホール ― ― 中止

3
日本の伝統音楽・芸能シリーズ
　第13回栂文寄席

8月9日(日) ホール 310 1,059

4 名画鑑賞会 9月23日(水) ホール 164 403

5 お出かけシアター 2月予定 南区内高齢者施設等 ― ― 中止

6 フェスティバル in 栂 サークル作品展示会
2月19日(金)
～21日(日)

集会室 ― 85 中止

7
大学・美術館講師による万葉集ほか
「文芸講座」(1講座8回)

通年 集会室 149 251

8
文化講座「書道教室」「かな書道」「初歩から
の篆刻」「茶道教室」「歴史講座」
(27講座103回)

通年 集会室 952 1,320

②自主事業 (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 客席参加「栂文うたごえ広場」 5月30日(土) ホール ― 54 中止

2 世界遺産　東大寺　千年秘話 6月27日(土) ホール ― ― 中止

3 夏休み工作シリーズ 8月23日(日) 集会室 4 35

4 市民参加型　「栂文朗読発表会」 11月8日(日) 集会室 45 42

5 健康体操シリーズ 2月予定 ホール ― ― 中止

6 栂文自習Day(延べ85回) 通年 集会室 119 165

7 文化講座(41講座145回) 通年 集会室他 1,274 1,964

8 広報事業 季刊 ― - 210

187



(６)アルテベル

①文化芸術振興事業 (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 アルテベルジャズコンサート　(年3回)
4月25日(土)
8月22日(土)
12月19日(土)

ホール 144 855
4/25
中止

2 アルテベル夏の1日講座「こども陶芸教室」
7月18日(土)
7月22日(水)

工芸室 ― 1 中止

3 アルテベルキッズサマーフェスティバル 8月2日(日) ホール ― ― 中止

4 人形劇　赤ちゃん劇場 8月2日(日) リハーサル室 ― ― 中止

5 アルテベル陶芸教室
11月8・15・29日

各回日曜日
工芸室 ― 3 中止

6 アルテベルシネマ 1月27日(水) ホール ― 261 中止

7 お茶セミナーとお茶体験 1月30日(土) 視聴覚室 ― 20 中止

8 アルテベルロビーコンサート 2月13日(土) ホールロビー ― 159 中止

9
アルテベルコンサート
～錦織健テノール・リサイタル～

2月14日(日) ホール 94 2,649

10 アルテベル書道教室 3月15日(月) 講座１ ― 12 中止

11 アルテベルみはらフェスティバル
3月19日(金)
～21日(日)

ホール他 ― 128 中止

12 アルテベルみはら障がい者アート展
3月19日(金)
～20日(土)

風の広場 ― ― 中止

13 アルテベル　スウィング　ジャム 3月20日(土祝) ホール 57 1,840

14 堺市吹奏楽連盟定期演奏会(共催) 3月28日(日) ホール 540 404

15 アルテベル文芸・歴史セミナー(5講座) 通年 研修室 192 158

②自主事業 (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 開催場所 入場者数 支出額 備考

1 ハワイアンフラフェスティバルin美原 12月6日(日) ホール 494 804

2 アルテベル講演会 ― ホール ― ― 中止

3 うたごえホール  1月23日(土) ホール ― 50 中止

4 アルテベルうたごえ喫茶 通年 リハーサル室 ― 17 中止

5 ホール体験コンサート 通年 ホール ― ― 中止

6 文化講座自主事業(5講座8回) 通年 研修室、視聴覚室他 246 386

7 広報事業 季刊 ― ― 200

２　文化芸術活動の振興に資する協働事業

(１)　堺市と共催で行う事業

＜事務局＞ (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 第33回　阪田三𠮷名人杯将棋大会 - 陵西中学校体育館 ― 392 中止



(単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

NEW FACE ART堺展
8月31日(月)
～9月6日(日)

市役所本館1階
エントランスホール

907

第73回　堺市展

11月11日(水)
～14日(土)

11月18日(水)
～21日(土)

11月25日(水)
～28日(土)

文化館ギャラリー 2,343

第73回　堺市展表彰式 11月28日(土)
フェニーチェ堺
文化交流室

50

3 さかいミーツアート(15校59回) 通年 市内小・中学校他 1,242 4,836

4 アートスタートプログラム(19園) 通年 市内認定こども園他 1,204 1,274

＜フェニーチェ堺＞ (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 日露交歓コンサート 10月13日(火) 大ホール ― 1,789 中止

(単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 みはら音楽フェスティバル 2月7日(日) ホール ― ― 中止

(２)　他団体へ事業協力する事業

＜事務局＞ (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1
野間バレエ団定期公演「ロミオとジュリエット」
「パキータ」

―
フェニーチェ堺

大ホール
― ― 中止

2 堺シティオペラ　夏休みKid's club 2020 ―
エタニティエイト

(シティオペラ練習場)
― ― 中止

3 堺シティオペラ　ウェスティミラクル「人魚姫」 8月8日(土) ウェスティホール ― ―

4 堺シティオペラ定期公演「愛の妙薬」 ―
ソフィア・堺

ホール
― ― 中止

＜フェニーチェ堺＞ (単位：人) (単位：千円)

№ 事業名 開催予定日 開催場所 入場者数 支出額 変更区分

1 安井校区まちづくり支援事業 9月22日(火祝)
フェニーチェ堺

小ホール
― ― 中止

2 5,820

＜アルテベル＞



３　文化芸術活動への支援及び文化芸術活動の拠点提供事業

(１)　文化芸術活動への支援

＜事務局＞ (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 開催場所 入場者数 支出額 備考

1 堺市文化団体連絡協議会(堺市民芸術祭)
1月4日(月)

～3月30日(火)

フェニーチェ堺
堺市役所エントランス
ロビー
大仙公園日本庭園

1,620 ―

2 堺美術協会(美術協会展)

3月3日(水)
～7日(日)

3月10日(水)
～14日(日)

堺市立文化館ギャラリー 1,495 ―

＜フェニーチェ堺＞ (単位：団体) (単位：千円)

№ 事業名 開催予定日 開催場所 利用団体数 支出額 備考

1
堺市文化芸術応援企画～フェニーチェ堺でリ
スタート～

8月1日(土)
～11月30日(月)

フェニーチェ堺 53 11,380

(２)　文化芸術活動の拠点提供

＜各館＞ (単位：人) (単位：千円)

入場者数 支出額 備考

1 107,200 585,154

2 18,207 85,612

3 88,676 163,247

4 76,090 110,802

5 39,489 108,913

堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園管理運営業務

堺市立文化館管理運営業務

堺市立東文化会館管理運営業務

堺市立栂文化会館管理運営業務

堺市立美原文化会館管理運営業務

事業名



４　１～３の付随事業

　　情報発信、チケット販売等

①情報誌の定期発行(7月、10月、1月、3月発行　約8万5千部)

② ＷＥＢによる情報発信

③ マスコミ等への情報提供

　　・新聞・ミニコミ誌･フリーペーパー・ケーブルTVなどへ情報提供

　　・学校、各種文化団体等へ事業案内

⑤ 後援名義

　　　堺市文化団体連絡協議会「令和元年度堺市民芸術祭」ほか　11件

５　文化的都市魅力の向上及びまちのにぎわい創出に資する文化芸術公演の実施事業

＜フェニーチェ堺＞ (単位：人) (単位：千円)

事業名 開催日 会場 入場者数 支出額 備考

1 プロモーターとの共催公演　3事業5公演 通年 大ホール 4,095 1,238 1事業延期

６　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

＜フェニーチェ堺＞ (単位：千円)

事業名 収入額 開催日 開催場所

1 レストラン 4,708 通年 レストラン

2 駐車場管理運営事業 9,562 通年 駐車場

3 自動販売機管理運営事業 3,199 通年
1階エントラン

ス他

4 オリジナルグッズ販売事業 36 通年 総合案内他

5 チケット・物品販売手数料事業 180 通年 総合案内他

備考

4/8～4/23臨時休業あり

　・メールマガジン会員登録(メールマガジンの配信、チケット先行予約、WＥＢチケット購入)
　　 会員数(34,083名　令和3年5月5日現在)

　・堺市文化振興財団公式SNS(Facebook：62回/年、Twitter：33回/年)

　・フェニーチェ堺公式SNS(Facebook、Twitter：月20回以上(臨時休館期間を除く)、Instagram：78回/年)

　・堺 アルフォンス･ミュシャ館公式SNS(Facebook：99回/年、Twitter：340回/年、Instagram：72回/年)

　・YouTube動画配信本数及び視聴者数（堺市文化振興財団：15本 4,878回、FENICE SACAY：1本 2,174回、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堺 アルフォンス･ミュシャ館：10本 5,735回(令和3年5月18日現在)

④ チケット販売(ＷＥＢ販売、電話販売：堺市文化振興財団チケットセンター、窓口販売：フェニーチェ堺、東文化会館、
　　栂文化会館及びアルテベル)

　・ホームページの随時更新(年間アクセス数　約107万PV)　※PV(ページビュー)ホームページが開かれた回数



＜文化館＞ (単位：千円)

事業名 収入額 開催日 開催場所

1 ミュージアム・ショップ 2,239 通年 2階ショップ

2 自動販売機管理運営事業 48 通年 2階ロビー

3 ミュシャ館編著による書籍の刊行事業 0 通年 全国

＜東文化会館＞ (単位：千円)

事業名 収入額 開催日 開催場所

1 自動販売機管理運営事業 637 通年
メインホール
ホワイエ他

2 利用者用コピー機事業 68 通年 ―

3 チケット販売手数料事業 5 通年
ホール棟受

付

＜栂文化会館＞ (単位：千円)

事業名 収入額 開催日 開催場所

1 自動販売機管理運営事業 132 通年 ピロティ

＜アルテベル＞ (単位：千円)

事業名 収入額 開催日 開催場所

1 自動販売機管理運営事業 230 通年 ホワイエ

2 チケット販売手数料事業 2 通年 受付

※ 令和2年度事業報告には、「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」が存在しないので作成しない。

備考

備考

備考

備考


