
区分 No. 企画 会場 内容 入場者数 時期

鑑賞 1 藤巻亮太　Polestar Tour 2017 ホール

開館以来初めてとなる、若年層向けのポップスコンサートを開催しました。公演当日は、10代か
ら30代が半数以上を占め、また地域としても2割が新潟市外から、さらに3割が新潟県外から来
場者が訪れる等、地元地域に加えて地域外へも会館の活動をあらためてアピールする機会と
なりました。

410人 平成29年10月28日（土）

鑑賞 2
新潟セントラルフィルハーモニー
管弦楽団第4回定期演奏会

ホール
新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団との共催で開催しました。メンデルスゾーンのヴァイ
オリン協奏曲とベートーヴェンの交響曲第3番を演奏したほか、秋葉区出身のヴァイオリニスト、
加藤礼子さんをゲストとして迎え、ヴァイオリン協奏曲でソロ演奏等を行いました。

218人 平成29年9月2日（土）

鑑賞 3 5才になったらホ-ルに行こう！Vol.5 ホール

クラシック音楽の入門となるよう『音楽の絵本』を取り上げ、エントランスの飾り付けや、親子撮
影スポットの設置、また、動物たちによる、ロビ－での入場ファンファ－レ演奏や公演後の記念
撮影等、鑑賞を楽しむだけでなく、華やかな雰囲気や楽しい思い出も一緒に残る演出を工夫し
ました。

480人 平成29年7月23日（日）

鑑賞 4
健康・自立フォーラム2017
秋葉区発　健康・自立のひと・まち・みらい

ホール

ロビーでは秋葉区健康福祉課が血管年齢測定を、ホワイエでは新潟薬科大学が健康・自立セ
ミナーに関する展示を、また、舞台では、秋葉区長による健康寿命の延伸に向けての取組発
表、PPK48による健康体操、そして昇幹夫さんの講演と、共催者それぞれが意識啓発の機会を
提供しました。

312人 平成29年11月19日（日）

鑑賞 5 爆笑!!お笑いフェスＳ in 秋葉 ホール
開館以来初めてのお笑い公演を1日2公演開催しました。チケットは2公演とも完売となり、公演
当日は、焦点とした10～40代（ファミリー含む）が7割を占めたほか、秋葉区と秋葉区外の来場
者がそれぞれ半数となる等、幅広い層の人たちが訪れ、公演をお楽しみいただきました。

936人
(2回公演)

平成29年10月14日（土）

鑑賞 6 加藤登紀子コンサート ホール

ロビーでは、お茶のふるまいや吉田千秋遺品展示コーナーとその解説など、中学生高校生らが
来場者をもてなし、ステージ（フィナーレ)では、新潟市長、新潟県知事、元滋賀県知事、さらに地
域の人たちが舞台にあがり、来場者と一緒に琵琶湖周航の歌を歌うなど、大きな盛り上がりを
見せました。

476人 平成29年7月9日（日）

鑑賞 7 第4回うたとおどりと郷土芸能の祭典 ホール

公演は例年通りに盛り上がりを見せました。一方で、前回（昨年）の反省から、出演者によるチ
ケット大量購入を控えてもらうよう呼びかけて販売を開始したにも関わらず、出演者購入分が少
なからず含まれていたため、チケット完売ながら両日とも空席が散見される結果となり、課題が
残りました。

724人
(2回公演)

平成29年4月29日（土・祝）
平成29年4月30日（日）

鑑賞 8
りゅーとぴあ
アウトリーチ事業第3期登録アーティスト
ジョイント・コンサートin秋葉区

ホール
りゅーとぴあとの共催事業のコンサートの3回目で、音楽家には実演機会として、また地域の人
たちには地元で活躍している若い音楽家を知ってもらう機会として定着しつつあり、今回はピア
ノ、ユーフォニウム、ヴァイオリンの3組(5人)の演奏家が出演し、公演を行いました。

181人 平成30年3月24日（土）

普及 9
市民スタッフ養成講座2017
レセプショニスト編

ホール
りゅーとぴあ

1回目の講座では、各地の文化会館オープニングの立会いや公立文化施設協会の接遇研修の
講師をつとめる角屋里子さんを迎えて、劇場運営者としての心構えやおもてなしの心を表現す
るための技術を学習し、2回目の講座では、りゅーとぴあでレセプショニストの働きを学びまし
た。

16名
7名

平成29年9月3日（日）
平成29年10月29日（日）

普及 10
[ワンコインコンサート]①
～市民アーティストコラボレーションvol.15～
クラリネット ワンコインコンサート

ホール
新潟市出身の岩渕仁美さんの出演で公演を行いました。クラリネットのソロ演奏を聴くのが初め
てという人でも十分に楽しめるように構成したプログラム選曲と、曲間での岩渕さんの分かりや
すい曲や楽器の説明があり、来場者から好評をいただきました。

364人 平成29年7月16日（日）

普及 11

[ワンコインコンサート]②
～市民アーティストコラボレーションvol.16～
JAZZで贈る
　　　クリスマスワンコインコンサート

ホール
クリスマス時期にワンコインコンサートを2事業企画し、それぞれにジャンルを別にして、ジャズ
は大人向けの内容で開催しました。出演は、前回2年前に出演した際も好評だった長沢好宏さ
んで、季節（クリスマス）にあわせた曲目の演奏などで盛り上がりをみせました。

391人 平成29年12月3日（日）

普及 12

[ワンコインコンサート]③
～市民アーティストコラボレーションvol.17～
0才から楽しめる
　　　クリスマスワンコインコンサート

ホール
アーティスト交流会参加者から、石丸涼子さんを筆頭に秋葉ゆかりのアーティストを結成、出演
していただき、幼児親子を中心に、シニアも楽しめる内容でプログラムを構成しました。未就学
児と保護者がともに楽しめる演奏会が少ないことから、来場者に非常に喜んでいただきました。

468人
※ほか乳幼児
166人

平成29年12月10日（日）

普及 13
市内アーティスト等による
アウトリーチ①

新関小学校
阿賀小学校

絵本楽語家として活動している、福島はるおさんを講師として、新関小学校では全校児童が参
加、阿賀小学校では2年生のみの参加(急きょ1年生不参加)で開催し、児童が一緒に体験する
内容で進められ、身を乗り出して聞き入る児童らの姿が見られました。

98名
40名

平成29年11月30日（木）
平成30年1月29日（月）

普及 14
市内アーティスト等による
アウトリーチ②

新津第二小学校
おひさま保育園

主に県内で活動している、アンサンブル･オビリーの4名（ヴァイオリン2、ビオラ１、チェロ１）を講
師として、第二小学校では3年生児童が参加、おひさま保育園では年長・年中児童に加えて、子
育て支援センター親子が参加して、普段実際に見る機会の少ない楽器の生の演奏を楽しみま
した。

62名
91名

平成29年12月14日（木）
平成30年2月22日（木）

普及 15
「アドバイザリー委員企画」
秋葉の舞台で遊ぼう vol.4
～うたと民話のてんこもり～

ホール

ミュージカルも合唱も、小学校低学年から80代まで、幅広い年齢層からの参加者を集め、それ
ぞれおよそ半年間の稽古を重ね、さらに合唱にはレジデンス合唱団フォリエ、演劇には新津南
高校演劇部もあわせて、総勢150名余りによる2部構成の舞台を行い、来場者から大いに好評
をいただきました。

430人 平成30年3月11日（日）

普及 16
「秋葉区高校演劇発表会」
第3回高校演劇フェスティバル

ホール

地域の高校演劇部に舞台に立つ経験を積んでもらおうと、5校の参加で（うち1校は受付等を担
当）開催しました。なお、11月に開催された高校演劇県大会で、新津南高校が関東大会進出を
果たしたことから、「フェスティバル等で舞台経験を積ませてもらっているおかげです」と感謝の
言葉をいただきました。

245人 平成30年1月8日（祝・月）

普及 17 秋葉のホールであなたもピアニスト ホール

より多くの方に参加してもらうため、期間中の参加枠を2枠までに限定したほか、曜日を固定せ
ず、一部の土曜、日曜にも実施日を設けて、3期にわけて行った参加者を募集しました。その結
果、毎回、受付開始日初日にほぼ予約で埋まってしまうほどの人気ぶりで、参加者から非常に
好評いただきました。

186人
（枠）

通年

創造 18
[創作プロジェクト]
レジデンス合唱団フォリエ

ホール
練習室１

5月は団員それぞれが自前の衣装で舞台に立ち、エレクトーン1台の伴奏でのオペレッタに挑
戦、11月は衣装を揃えてシックにまとめ、箏演奏とともに日本の唱歌を歌い、さらに3月には"秋
葉の舞台"で振付をあわせて歌う等、各回のステージに変化を取り入れ、毎回多くの来場者で
にぎわいました。（団員在籍61名）

練習参加
のべ1,893人
449人
422人

通年
平成29年5月21日（日）
平成29年11月12日（日）

交流 19
「地域の魅力発見事業」街中探検隊
いきものたんけん隊in新潟薬科大学
風間さんと行く!秋葉公園

新潟薬科大学
秋葉公園
練習室１

探索の対象を秋葉区の自然として、地域の自然への新しい興味が生まれることを企画意図して
開催しました。7月に作成した「生物ピラミッド」、11月に撮影した「作品」は、ともに会館ロビーに
展示し、参加者だけでなく、会館利用者に秋葉区の自然にあらためて触れてもらう機会としまし
た。

夏：10組20人
秋：撮影会11人
講評会10人

平成29年7月22日（土）
平成29年11月18日（土）
及び23日（木・祝）

交流 20
「青少年育成事業」
子ども記者養成講座2017
あきはのニュースを作ってみよう！

普談寺、Ｃ57
桜清水

村木呉服店
鉄道資料館

初日は講師と秋葉のまちの何を取材したいかを話し合って取材計画をたて、ニュース映像の
オープニングを撮影、2日目は計画をもとに実際に2つの班がそれぞれ決めた先で取材を行い
ました。映像編集は講師が行い、後日、「あきはのニュース」として会館のロビーで放映しまし
た。

14人
平成29年8月9日（水）
及び10日（木）

交流 21
「花作りプロジェクト」
市民ガーデンを作ろう

館外、練習室１
プランターやガーデンでは、季節ごとに植替えを進めました。また、花の少ない季節には、クリス
マスコンサートにあわせた管内の装飾（ポインセチアの鉢植え展示）のほか、雪解けを控えた時
期には、春の寄せ植え講座（座講）を開催しました。

30人
通年

寄植え講座：2月23日

交流 22
「文化活動者交流」
秋葉のアーティスト交流会

練習室1

会館の定期的利用者、秋葉区出身で現在は県外在住者、各種イベント等の出演経験者等か
ら、会館でのコンサート経験者まで、幅広い活動分野から参加者があり、持ち寄った企画を提
案してもらい、意見交換を行いました。この日の提案内容から、2件を今年度事業として実際の
開催につなげました。

7組11名 平成29年6月22日（木）

交流 23 「展示」 ロビー
団体でも個人でも展示可能として、手工芸の作品から、写真や絵画の展示、環境や生活に関す
る意識啓発、公演に関する展示、等様々な内容の展示を実施しました。また、今年度は、自主
事業に関連した様々な展示も行いました。

－ 通年

交流 24
0才からのリトミック講座
「親子ふれあい遊びわくわくリトミック」

練習室1

熊木希代加さんを講師に、2コースを半年間全12回開催しました。参加者からは「こども親もレッ
スンの日を楽しみにしていました」「グランドピアノのリトミックはとても楽しかったです」「レッスン
の場所が広く、嬉しそうに走り回る娘を見て私も嬉しかったです」等の高い評価をいただきまし
た。

のべ578人
平成29年6月13日（火）～
平成29年11月28日（火）

全12回
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