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平成２６年度第２回定時理事会 議事録 

 

１ 日時 平成２７年３月２６日（木）    午後６時から午後８時まで 

２ 会場 調布市文化会館たづくり９階 研修室 

３ 理事総数及び定足数 

  総数６名、定足数４名 

４ 出席理事者数 ６名 

（本人出席） 理事長 荻本貞臣、副理事長 原島敬之、常務理事 吉田隆司 

理事 高岡宮子、理事 山口昌之、理事 土方和巳（事務局長） 

（監事出席） 飯田廣己、高徳信男 

（議  長） 理事長 荻本貞臣 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第８号議案  平成２６年度補正予算（第２号）の承認の件 

イ 第９号議案  平成２７年度事業計画の承認の件 

ウ 第１０号議案 平成２７年度収支予算の承認の件 

エ 第１１号議案 平成２７年４月１日付け人事異動の件 

（２）報告事項 

ア 評議員会の開催結果の件 

イ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

（３）その他 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

理事長から、事務局に定足数を確認した。事務局から出席理事は６名であり、理事

会運営規則第１０条に基づき、定足数である過半数の出席者があることから、本理事

会は開催要件を満たしていることが報告された。続いて、配付資料の確認を行い、理

事長が議長として開会を宣言した。 

（２）審議 

ア 【審議事項】第８号議案  平成２６年度補正予算（第２号）の承認の件 
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＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

Ａ理事   

補正の要因は２点です。１点目は、電気料金の値上げに伴い調布市文化会館た

づくりの指定管理料収入を約１，０００万円の増額し、たづくり施設管理運営事

業費の光熱水費支出を増額するものです。２点目は、職員の退職に伴い、代替要

員の経費として管理費、一般事務費において１００万円を増額するものです。 

なお、事業人件費において同額を減額します。 

イ 【審議事項】第９号議案  平成２７年度事業計画の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞  

徳永コミュニケーション課長 

前回１２月の理事会においてご提案した事業計画の修正案です。主な変更点に

ついて報告します。 

冒頭に記載があるように、基本方針に関する記載部分において取組姿勢を明確

に打ち出しました。そして、その取組姿勢を形として、次の項目に特徴的な事業

を改めて記載しています。 

なお、この修正に当たっては、各課各職員の意見を反映した事業計画案となっ

ていることを申し添えます。 

では、主な変更点を３点説明します。 

１点目は、取組姿勢を基本方針の中に打ち出しています。２点目として、平成

２７年度の特徴的な事業において、前述の取組姿勢を具現化し、事業名として記

述しました。３点目として、実施事業の内容を記載している部分では、平成２７

年度が当財団の２０周年の記念の年であることから、周年事業について強調しま

した。 

なお、特徴的な事業において説明している文化会館たづくり応援バナー掲出事

業について改めて報告いたします。先日の休館日を利用し掲出作業を実施しまし

た。本来であれば、理事会の承認をいただいてからの事業執行となりますが、今
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回、理事の皆様には個々に報告いたしました。今後は、理事会への報告、承認を

見据えた事業計画に努めて運営に当たりますので、ご理解いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

Ｂ理事   

このバナーは既に掲示されていますが、理事に報告があったのは評議員会前の

３月でした。評議員会が通ればいいという問題ではないですし、２０周年に実施

した後は、将来的にも展開を考える必要があります。理事会には、郵送でも構い

ませんので、何らかの形で一言あってしかるべきではないかと思います。 

  Ａ理事 

今までは、将来の事業を明確に想定した事業積立なども実施しておりませんで

したので、今回を契機として、例えば３０周年を目途として、予算の中で積立等

の手法なども検討しておりますので、よろしくお願いいたします。 

    理事長 

     できれば事前に説明し、各理事の意見をいただく中で実施したかったという反

省があります。 

  Ｃ理事 

事業計画の中にある、自主財源の確保に関する記載について、自主財源という

のは何を指して、目標額があるのかどうか。事業に関係するものとして寄附が考

えられますが、頂戴した後にどのように使われるのか。自主財源が確保できな 

かった場合はどうするのか、お聞かせください。 

  徳永コミュニケーション課長 

自主財源については、寄附金、協賛金、助成金などが挙げられます。寄附金で

は、文化祭に対して指定をいただき文化祭の事業に充てるなど、使途を特定した

特定寄附金があります。また、財団事業全体に対しての寄附であれば、理事会等

を通して使用用途を報告します。 

 その他、公的な物や民間も含めた助成金があります。当財団が実施する事業に

合致した助成の獲得を目指し、主に文化庁や東京都の助成金を申請しています。

それに加え、当財団の事業は芸術・文化、生涯学習、コミュニティといった幅広

い部分がありますので、民間機関等が実施する助成の獲得も目指し、様々な申請
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を行っています。今まで手を広げていなかったところにも、自主財源の確保のた

めに、視点を広げて取り組んでいます。 

以上のように目的、目標を掲げて実施しており、申請が認められない場合もあ

りますが、まずは収入を確保できるように、各職員が意識しながら事業を実施し

ています。 

  Ｃ理事 

   助成が決定すれば、そのまま充当するということですか。 

  徳永コミュニケーション課長 

助成金については、申請の段階で対象となる事業の計画などを記載します。助

成金を申請した事業に充当することで、当初予算より支出額が減少しますので、

余った予算の有効活用を検討することも可能です。 

  Ｄ理事 

基本方針と特徴的な事業、そして事業内容という、この表記の仕方はとても良

いと思います。財団の職員の前向きな姿勢が出ており、前回の計画書より格段に

よくなりました。 

 また、協賛バナーを作った本来の意味は、周年事業に対する協賛だけではない

と思います。その狙いはどこにあるのか、確認させてください。その中で、基本

方針にある下から５行目の経営者目線での事業運営に職員一人一人が取り組むと

いう点で、バナーも含めてさまざまな事業をこれからも柔軟性をもって取り組む

と思いますが、この点についてはどのように考えますか。 

  徳永コミュニケーション課長 

 バナーについては、当財団設立２０周年を記念する意味があります。しかし、

それ以外には、ご協賛をいただくことで自主財源確保についても考えています。

また、市民や関係団体に対してこれまでの感謝の気持ちを伝えるためにも、ロゴ

等も掲出して実施しています。 

 基本方針における経営者目線という記載については、費用対効果や収入増の取

り組みを考えるにあたり、最終的にはお客様目線なのではないか、という点も踏

まえ、今回の表現を変更しました。 
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  Ｄ理事 

 バナーに限らず会館内外での営業活動はさまざまあると思います。その中で、

バナーを出すことを決定したプロセスについて詳しく述べてください。 

 今後もこういうことが財団の中で起きたときに、迅速に、なおかつ職員の意見

が十分に反映されて、その意見が経営者目線であって、さらにお客様目線につな

がる１つのサイクルがあると思います。今回のバナーについてはどうだったのか

を聞かせてください。 

  徳永コミュニケーション課長 

 たづくりのイメージアップですので、目に見える形を検討したときに、お客様

に一番目につくものとしてバナー掲示と、エントランスホールのライトアップが

職員からの提案で出てきました。それを運営会議等で、議論を重ねて実施しまし

た。 

  Ｄ理事 

 バナー掲示が良かったのではなく、そのようなプロセスで企画が具体的事業に

繋がっていくというサイクルがとてもよかったと思います。バナーに限らず、理

事会への報告や審議も必要ですが、それは手続論としてしっかりやるべき問題で

す。一方で、スピードが遅れたり、萎縮してはいけないと思いますので、他の方

法というのは考えるとして、職員の中で提案があったときに、迅速に事業が打て

るように、特に平成２７年度は２０周年ということもあるので、新たな展開を実

施してください。 

 もう１点、広報事業の強化という項目において、新たな広報手法の取組、マー

ケティング活動の実践という記載があります。これは、職員の増員を含めて、強

化した体制で実施すると思いますが、説明をお願いします。 

徳永コミュニケーション課長 

 新たな広報手法の取組について説明します。市民意識・ニーズ調査の報告書を

本日お配りしましたが、調査結果の中で、どこで広報するのが効果的かという質

問に対して、駅という回答が寄せられています。まずは駅へのアプローチをかけ

ていく、また、今まで以上に街の声を歩いて聞くということを考えています。平

成２７年度からは、今までの経験で市民とのコミュニケーションを得意としてい

る職員を配置しますので、街の声を聞いてくるという役に充てたいと考えていま
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す。さらに、ツイッターに加えてフェイスブックと、そして動画媒体であるユー

チューブを追加しました。今までは紙媒体のものを一生懸命作成しており、今回

の調査結果においては、それらに対する評価もいただいています。それに加え、

動画でも広報を行っていきます。実施した事業をレポートしていく広報も必要で

はないかと思い、実践してまいります。 

また、マーケティング活動の実践につきましては、基本計画に４点掲げていま

す。１点目は、魅力的なサービスの実施です。具体的には時間帯の配慮などが挙

げられます。これまでもランチ付きのコンサートなどを実施していましたが、平

成２７年度においては、お昼のコンサートも継続して実施しつつ、３０代女性の

勤労者層などを対象に、大人のための能楽を夜間に企画してするといった新たな

取り組みを考えています。 

 ２点目は、事業やサービスに見合った価格の設定です。若い世代に対して、 

２２歳以下の割引制度を導入しました。本年度から実施していますが、事業への

反映は平成２７年度からとなりますので、結果をしっかりと見据えてマーケティ

ングに取り組みます。 

 ３点目は、便利なアクセスと最適な空間づくりといった点です。地域コミュニ

ティとの連携においては、市内のアウトリーチ事業が重要であると考えます。昨

日、柴崎でアウトリーチ事業を実施しました。５４人が来場し満席となりました

が、そのうち２０人の方に５月に実施する有料公演のチケットをご購入いだきま

した。このような成果もしっかり継続していきたいと思っています。  

 最後に、市民の理解を深める広報・宣伝活動の推進については、告知だけで終

わらせないことを考えています。事業が終了した後も結果や取組の報告という点

で、フェイスブックやユーチューブの活用をしていきたいと思います。 

Ｄ理事 

 積極的な広報も含めてよく理解できました。ただ、今後の事業内容を実施する

に当たっては、普通の企業であれば、それぞれの事業に対してどのような広報を

していくかという広報戦略を作成すると思います。ところが、財団の場合は、広

報というカテゴリーはあっても、各事業でどのような広報をしていくかというプ

ランがまだ戦略として少し不足していると感じる時があります。広報部門を増員

し、力も入れるのであれば、事業計画の中に、各事業がどのような広報戦略で取
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り組むのか、事業形態別に有効な広報戦略を明記してみてはいかがでしょうか。

そうすると、広報担当は広報担当者だけの仕事ではなく、それぞれの事業担当者

が広報も担当するという意識を持つことになります。事業担当と広報が一体とな

ることで１つのプロジェクトとなりますので、そのような点も含めて、今後の事

業計画の中に落とし込むことを考えてください。 

ウ 【審議事項】第１０号議案 平成２７年度収支予算の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞  

Ａ理事   

平成２７年度は、文化会館たづくり開館２０周年、財団設立２０周年、また、

市制施行６０周年の節目になる年度です。これに合わせ、新規事業や、例年実施

している事業に冠をつける等、それぞれに対応した予算としました。予算規模は

１４億３６０万円余、前年度と比較し６，１６９万円余の増額です。 

 最初に、今回の予算における新たな項目について説明します。例年、事業に関

する収入のうち、財団の主たる事業に関する収入については、自主事業収入とい

う科目で計上していました。グリーンホール公演のチケット収入、たづくり公演

の事業収入、市民カレッジや講座等の受講料収入、コミュニケーション課の事業

では音楽祭のチケット収入等です。平成２７年度予算から課ごとの収入科目を作

成し、自主事業収入から各課に振り分けて予算計上しています。 

 支出について説明します。前年度と比較し約６，０００万円余の増額です。主

な要因としては、各周年事業の新規拡充分であり、一例としては調布音楽祭に海

外のオーケストラを招聘する経費等が増加しました。また、職員の定数を１名増

とし、コミュニケーション課の広報・マーケティング係に配置します。さらに、

人件費のベースアップ分、電気使用料金の増加等の要因から増額しています。事

業支出については、１２月の理事会にご説明した内容から精査を行い、多少減額

をいたしましたが、全体の規模としては同程度となっています。  

 寄附金収入についてご説明します。例年１，０００円の予算計上でしたが、平

成２６年度の取組の結果、１月末の段階で６万９，０００円の実績となっていま

す。こちらについては、実績を上回るよう７万円を計上しています。 
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平成２７年度予算は、事業収入のみで支出を賄えない事業もありますので、事

業積立資産取崩収入２，５７１万２，０００円を予定しています。こちらについ

ては、主に周年事業の拡充分に充当する予定です。また、平成２７年度が始まり

ましても、支出等で削れる部分は削り、事業積立資産取崩収入を少しでも抑えら

れるように努力してまいります。 

Ｅ理事 

事業収入における友の会会費収入ですが、来年度は８０万円の減額ということ

で収入が計上されています。８０万円という数字は割合にすると前年比で約 

２０％の減となっています。 

 自主財源の確保という点はあちらこちらで話が出ています。この計画の中でも

謳われているなかで、予算の段階から２０％も減額しているのが気になります。

もちろん収入が減っても、予算に見合った収入があれば良いという考え方もあり

ますが、やはり友の会の意味をしっかりと認識して、その数字を上げていくとい

う努力は当然しなければいけないわけです。 

 予算を２０％減とすると、実績もそれに伴うこととなりますし、来年度以降は

今回の目標である３４０万円が基準となり、目標が今までと比較して大幅に下が

るということも考えられます。何か考えがあればお聞かせください。 

徳永コミュニケーション課長 

 友の会の予算策定では、平成２６年度の実数値をもとに算出しました。現状で

は、この数字よりも増加させなければならないという課題は認識しています。さ

らに、今回実施した市民意識ニーズ調査、また現在の会員様にもアンケート調査

を実施し、友の会の制度自体についてお伺いし検討する機会を作っています。 

 平成２７年度には、当財団が運営している友の会制度の意義や、年会費が 

２，０００円である点、例えば１，０００円にして加入者増を目指すのか、ある

いは２，０００円のままで付加価値をさらに向上させるのかといった様々な可能

性を広報・マーケティング係を中心に検討を進めたいと考えています。他市でも

同じような現状であるということを、アートマネジメントに関する研修を受講し

た職員から報告がありましたので、他市の事例も含めて当財団に見合った友の会

制度のあり方について検討を進めていきたいと考えています。 
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Ｅ理事 

 友の会の姿がどうあるべきなのかという議論は、これまでもされてきたと思っ

ています。あるべき姿が予算、あるいは財源の中にどう生かされるのかが大事だ

と思います。ただ、財源だけで見えてこない部分もあると思いますので、その辺

は慎重に、前向きに、そして早急に検討して結論を出して、報告してください。 

 ただ、２０％減とした予算額にこだわらず、決算が増額となるように取組をお

願いします。 

Ｄ理事 

 本予算案では、自主財源の確保が大きな命題としてあるように感じます。その

命題は、例えば市の予算という外的要因なのか、または事業環境なのか、それと

も事業のあり方なのか、複合的であると考えます。それについては、しっかりし

た評価をもっていないと、単一的な視点では予算や決算の評価はできないと思い

ますので、決算までにしっかり考えてください。 

 それから、事業計画の中にも記載があるように、様々な団体や機関との連携を

模索すると思います。模索するというのは、単に文化的とかコミュニティ的な団

体だけではなく、大学、高校、中学校、小学校、または産業界など、いろいろな

機関と連携がとれるはずです。特にこれだけの施設があって、これだけの職員が

いて、発案もできているならば、民間企業とも連携し、自然とお金も入ってくる

状況ができると思うのです。 

 指定管理者として、その仕様書に基づいて仕事をすることは大事なことです。

ただ、それ以外に、皆さんが話し合ってできたこと、このバナーの件も含め、可

能性はたくさんあると思うので、ぜひこれからも予算を組むつもりで新しい事業

にも取り組んでください。 

Ｆ監事 

２点ほど確認させてください。まず利用料金収入では、前年の予算が 

１億５，０００万円、今年度が１億４，１００万円で、マイナス予算です。利用

が頭打ちになってきたと聞きましたが、前年が多かったからなのか、今年の収入

が確実なのか、その辺の減った理由について聞かせてください。 
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 それから、市からの指定管理料収入と補助金収入が前年に比べて増えています

が、最近の傾向として補助金や指定管理料は頭打ちというか、減る傾向にありま

す。なぜ増えているのか、背景について説明してください。 

土井財務係長 

 施設利用料収入については、今回が１億４，１００万円余です。こちらについ

ては、平成１８年から平成２５年までの間の最高水準である平成１９年度におい

て予算計上した際の金額を、そのまま予算計上し続けている経緯があります。そ

の後、指定管理料や補助金が削減されていく中、予算計上の際になかなか落とせ

ない状態で計上し続けていました。 

 施設利用料金は、たづくりでは例年７，０００万円前後の収入が実態として決

算されていますので、今回は同程度の見込みとしました。駐車場の利用料金は、

平成２５年度実績では２，１５０万円程度と減少傾向にあります。また、グリー

ンホールの利用料等は、平成１９年度においては５，６００万円程度でしたが、

都道の拡幅工事等の様々な要因から平成２２年度は４，７００万円まで減少して

いる状態です。その後もホールの改修工事に伴う休館などの影響も作用し、来年

度予算においては、震災前、平成２２年度あたりの４，８００万円を予算計上す

るのが適正であろうと考えました。目標設定も含め、たづくり施設利用料等が 

約７，０００万円、たづくり駐車場利用料金が２，２５６万円余、グリーンホー

ル施設利用料等が４，８００万円弱として予算計上しました。 

補助金については、人件費のベースアップと１名増員を加味し、また、周年事

業等で一部拡充を認めていただいたところ等が反映され、増額となっています。 

 指定管理料については、施設管理の部分で例えば電気料金などの必要な支出が

あるため、付加しています。また、文化会館たづくりの電話交換機について、大

規模な機器をリースにより導入し、その経費についても、行政と協議した結果計

上しています。数年来、指定管理料及び補助金は減額していましたが、今回は増

額することとなりました。 

エ 【審議事項】第１１号議案 平成２７年４月１日付け人事異動の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞  



 

 

- 11 - 

Ａ理事   

 マーケティング部門の強化と自主財源の積極的な確保を目指し、広報・マーケ

ティング係を１名増員し、３名とします。また、派遣職員の異動があります。 

 なお、新人職員を３名採用します。 

（３）報告事項 

  ア 評議員会の開催結果の件 

    常廣総務課長補佐 

   平成２６年度第２回臨時評議員会は、平成２７年２月２７日に開催されました。 

審議事項は１件、議事録署名人選出の件でした。報告事項は９件、平成２７年

度の事業計画及び予算の各案について、任期満了に伴う評議員及び役員候補者の

件、公益法人立入検査結果の件、理事会開催結果の件などでした。その他、劣化

診断の実施について、財団職員の市への派遣の件、職員の退職の件、そして、平

成２７年４月１日付職員採用の件などの説明を行いました。 

イ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

理事長 

昨年１０月２４日に、公益法人への認定から３年以内に実施される東京都から

の立入検査が行われました。内容は、ガバナンス、財務、事業の各部門に対して

実施されるもので、事前に執行状況の確認や点検を入念に行い、当日の検査につ

いてもきめ細かに対応することができました。結果として、文書による指摘事項

はなく、良い評価を得ることができたことは、公益法人移行後の当財団の業務執

行の正当性が確認されたものであり、喜ばしいものと考えています。今後も常に

事務事業の適正化を図っていくことが、公益財団法人としての責務であることを

職員一人ひとりが認識し、業務に当たっていただくようお願いいたします。 

 次に、昨年１１月、文化会館たづくりくすのきホールにおいて、貸館イベント

の出演者を狙ったテロ攻撃の予告がインターネット上でありました。また、２月

には、未然の発見により大事には至らなかったものの、グリーンホール大ホール

の客席に縫い針が上を向けた形で刺されているという事件がありました。これら

のことは、人の手による事件が私たちの身近な環境においても起こり得るもので

あることを実感させられました。テロ攻撃の予告の際には、調布警察署、調布市

の協力を仰ぎつつ、警戒体制を敷き、有事に備えましたが、結果的に事故もなく
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無事に催物が終了し、安堵したところです。今回のような緊急事態時の体制や各

所との連携については、火災や自然災害に対する対応とはまた異なった留意点も

あったことと思います。これを教訓とし、あらためて災害対応に関する要件整備

や訓練の充実を行うとともに、職員各位が市民の安全を守る立場にあることを自

覚しながら業務にあたっていただくよう、あらためてお願いいたします。 

 平成２７年度は、平成７年の当財団設立から２０年目を迎え、また調布市でも

市制施行６０周年を迎えるという、節目の年度です。既に記念事業の企画や準備

にも着手していることと思われますが、財団がこれまでに市民とともに歩みを進

めることができたことへの感謝を表すとともに、新たな客層を呼び込むことがで

きるような魅力ある事業に取り組んでいただくよう、お願いいたします。 

副理事長 

平成２７年４月１日付けの職員採用試験の実施にあたり、採用情報の充実を財

団ホームページで図ったほか、事前説明会においては、説明会を財団のＰＲとイ

メージアップの機会と捉え、財団の運営方針やミッションを紹介するとともに若

手職員の生の声を届ける懇談の場も設定するなどして実施しました。スライドや

ユーチューブなども活用した新しいスタイルで行ったことにより、若干名との告

知に対して１７０名を越える応募がありました。今回の取り組みは、民間企業の

企業説明会などの手法を取り入れながら、当財団ならではの工夫を加えたもので

す。今後も事業に限らない場面においても、積極的に新しいスタイルを取り入れ

るなどし、工夫を重ねていってください。 

 コミュニケーション課広報・マーケティング係は、平成２５年度の組織改正の

際に立ち上げ、財団事業や施設についての広報を充実させるとともに、市民ニー

ズの分析などの結果を事業に反映させ、事業等の参加者の増加と自主財源の確保

に取り組んでいます。広報については、パブリシティなどを効果的に活用し、時

季に乗じた広報を行い、たづくりの入館者が増加するなどの成果を上げてきてい

ますが、今後、自主財源の確保については、マーケティングをさらに強化してい

くことが必要と判断し、そのために職員が市民の声を直接聴く機会を持ち、営業

活動に取り組むため、平成２７年度からは職員定数を１名増やし、３名体制で業

務にあたっていくこととなりました。 
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広報・マーケティング係における成果は、財団の今後を大きく左右させる要因

となることからも、期待されるところであり、これを機に職員が積極的に意見交

換などを行い、新たに加わる新規採用職員とともに団結してよりよい事業を作り

上げていってください。 

常務理事 

 利用者の声を聞き、ニーズに的確に応えていくということは、サービスの提供

に携わる者にとりまして非常に大事なことであります。こうした姿勢に立ったサ

ービスを含めて、今期の新たな取り組みについて、３点報告させていただければ

と思っております。 

 会議や講演、映像事業の使用に限定していた映像シアターを合唱の練習にも使

用できるようルールを改正し、貸出しを開始しました。音楽練習室等の利用率が

高いことから利用者懇談会等において施設の利活用に対する要望が出されていた

ことに応えたものですが、使用にあたっては、実際、市民とともに音漏れ等の検

証を行うなど、双方が一緒になって現状の理解に努め、協議を行ってきたところ

に意味があると感じています。今後も創意工夫をしながら市民や利用者のニーズ

に応える努力をお願いいたします。 

 次に、東日本大震災を機に減少していた、たづくりの入館者数が回復してきて

います。今年度も増加傾向にあるが、会議室やホールの利用率が大きく変わらな

いことを考えると、エントランスホールや展示室への来場が増えていると考えら

れます。ロビーコンサートや集客力のある展示などの事業企画に加え、エントラ

ンスホールそのものを魅力ある空間にしていこうとする新たな取組みも功を奏し

ていると思います。今後も、子どもから大人まで足を運びたくなるようなたづく

りならではの空間の有効的な活用と演出に取組んでください。 

 グリーンホールやたづくりでの芸術公演にどのように若者の参加を促すかは財

団としても大きな課題です。今期、２２歳以下の若者を対象にしたチケット割引

制度が設けられました。ポピュラーなどの若者を対象にした公演企画以外の古典

芸能やクラシック音楽公演などの芸術性の高い公演にも若者を呼び込む効果が期

待されますが、観客数の増加と将来の観客を育成するうえから今後も様々なチャ

レンジと取組をお願いいたします。 
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７ その他 

  今後の日程等の確認を行った。 

  以上をもって、議案の審議等を終了したので、午後８時に議長は閉会を宣言し、本会

の全てを終了した。 

 


