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平成２８年度 安土文芸の郷管理運営･事業計画

【基本方針】
公益性に富み格調高い心と健康で人々の文化的生活の営みに貢献していくため、 当施設を拠点に、
情緒豊かで安らぎと活力ある地域社会の創造に寄与することを目的とし、文化芸術の振興および健康
増進にかかる事業を推進していきます。市民をはじめ誰もが気軽に参加できる事業を行い、心身とも
健康で情緒豊かな人間性の育みを目的する地域社会の創造に寄与します。
平成２８年度は、近江八幡市の指定管理者として３回目の再指定への重要な年にあたり、組織 で一
丸となり、安土文芸の郷諸施設の未来を見据えた運営管理ができるよう努めます。
また、これまでの事業実績や経 験を踏まえ公益法人としての使命を果たし、公の施設の管理 者とし
て、近江八幡市条例、規則、方針を厳守し、 平等かつ健全で民間的な創意工夫を取り入れた柔軟性の
ある運営に努めます。
施設の維持管理においては、経年劣化により改修改善の重要な時期となり、オープン当時から管理
する団体として知識と経験を活かし、その責務を充分に果たすべく 経費節減に努め、計画的な修繕や
点検を行い、近江八幡市と報告協議のうえ 実施します。
また、公共の場として人々が集えるよう安全安心 な施設管理を第一の目標として 、周辺の自然や歴
史色豊かな景観を保持し、環境に配慮した心安らぐ憩いの場を提供 します。近年発生している災害に
おいて、教訓を踏まえた災害避難訓練や研修を行い利用者の安全確保や周りとの協調連携に努めます。

【事業方針】
◇公益目的事業◇
・ 音楽専門のコンサートホールとして優れた音響特性を持ち、県内の公共ホールで唯一のパイプオ
ルガンを保有する 文芸セミナリヨの特徴を生かした事業展開並びに施設の周知や利用促進を行
います。
・ 地域密着型ホールの実現に努め、「鑑賞」「普及啓発」「参加育成」「参加型創造」等バランス
のとれた事業を展開します。
・ 安土城天主信長の館では、現在の名工、学者たちにより復元された安土城天主とバーチャルリア
リティ映像であるＶＲ安土城を全国に発信し、織田信長や地域の時代背景を含めた安土文化を中
心として地域社会へ歴史文化の振興に寄与します。施設を訪れた方々の心に深く残り、また、訪
れてよかったとの印象を持っていただけるような接客に努めます。また、地域に関連した歴史の
伝承や、日本の伝統芸能の学びの場を提供します。
・ 体育施設では、多世代にわたって市民や周辺地域の人々が気軽に参加できる健康教室等の事業を
開催し検証と改善を繰り返し進め、人々の健康増進に寄与します。
・ 貸館事業として、利用者の視点で平等で利便性が良く安全安心に利用いただけるよう管理調整に
努めます。

◇ 収益目的事業◇
・ 文芸の郷レストランにおいては、体に良い地場産の新鮮な食材を使用した地域色豊かなメニュー
やお弁当をとりそろえ、施設を訪れる人々や地域住民に食していただきます。また、収益性への
配慮や、衛生面に重きをおき安全安心な食の提供を行います。
・ 安土城天主信長の館においては、歴史的背景豊かな特色のあるお土産品を販売し、地域の歴史の
伝承や観光に貢献するとともに売上の増加を目指します。また、各施設においても利用者に向け
て利便性を考慮した物品を販売します。
・ 施設管理事業では主に貸出等において、学校、地域サークル、団体等 が継続して安全に使用でき
公平性のある運営管理を目指します。
・ 人々が心安らぎ集える美しい景観づくりと維持に努めます。

文 芸 セ ミ ナ リ ヨ 事 業
<あづち信長まつり前夜祭コンサート>
【開催日時】平成２８年５月２９日（日）１４：００開演（開演時間は予定）
【内

容】出演：第１部 和太鼓集団
第２部

色彩打楽うちなハレ

カルロ・フォルリヴェジ（パイプオルガン）
麻植美弥子（箏・十七絃）ほか

全国から観光客を呼び込み地域の活性化を図ることを目的に毎
年開催されている「あづち信長まつり」のイベントのひとつとし
て、昨年に開催した後援事業「信長まつり前夜祭コンサート～日
本とイタリア～」からの継続企画として、２８年度はセミナリヨ
の主催 でコ ンサ ート を行 い ます。 第１ 部で はプ ロの 和 太鼓集 団
「色彩打楽うちなハレ」の演奏を、第２部は昨年から引き続きカ
ルロ・フォルリヴェジ氏によるパイプオルガン演奏を行い、翌週
に開催される「あづち信長まつり」を盛り上げます。
入場料：一般/２，５００円 高校生以下/１,０００円 （予定）
※全席自由、未就学児入場不可

<（仮）スギテツのクラシックを遊ぶ音楽実験室>
【開催時期】平成２８年７月３日（日）１４：００開演（開演時間は予定）
【内
容】出演：杉浦哲郎（ピアノ・作編曲） 岡田鉄平（ヴァイオリン）
誰もが知っているクラシックの名曲を、さまざまな音楽や環境
音と融合させ、聴くだけでなく観て楽しいコンサート活動を全国
各地で展開しており、２０１４年１０月にリリースした東海道新
幹線５０周年記念アルバム「走れ！夢の超特急楽団」が「第５６
回 輝く！日本レコード大賞 企画賞」を受賞するなど、“クラシ
ックで笑顔を創るデュオ“として年間１００本を超えるステージ
を行っている「スギテツ」こと杉浦哲郎氏と岡田鉄平氏のコンサ
ートを開催します。
入場料：一般/３，５００円
高校生以下/１,０００円（予定）
※全席指定、３歳未満無料（但し、座席が必要な場合はチケット要）

<城奈緒美パイプオルガンコンサート>
【開催時期】 平成２８年
【内

９月

（日時未定）

容】 出演者：城奈緒美（共演者調整中）
セミナリヨ専属オルガニストによるコンサートを開催し
ます。
※共演者等詳しくは調整中につき詳細未定。
入場料：未定

<文芸セミナリヨ

※全席自由、未就学児入場不可

クリスマスコンサート>

【開催日】平成２８年１２月１７日（土）or１８日（日）１４：００開演
【内 容】出演者：調整中
毎年、１２月の同時期に開催しているパイプオルガンに
よるクリスマス曲を中心とした恒例のコンサートを開催し
ます。
※外国人アーティストで調整予定のため詳細未定。
入場料：未定

※全席指定、未就学児入場不可

<ワンコインコンサート>

シリーズ９２～１００ （土曜日開催・年間９回）
【開催時期】平成２８年５月・６月・７月・８月・１０月・１１月・１２月
平成２９年１月・３月
◎ １０：３０開演（１０：００開場）〔ｼﾘｰｽﾞ 92～99〕
【内
容】 出演者については交渉中。
乳幼児から本物の音楽を聴いていただきたいと願って開催する
コンサートで、親子の外出しやすい時間帯（土曜日の午前中）に
設定し、聴き馴染みのあるクラシックやポップス、唱歌、童謡ま
で、身近な楽曲を中心に楽しいお話しを交えながら演奏します。
入場料：５００円 ※全席自由、保護者膝上の乳幼児は無料
【特別企画】

<ワンコインコンサート
【開催時期】

平成２９年

３月

シリーズ１００回記念スペシャルコンサート>

４日（土）

◎１３：３０開演（１３：００開場）

【内

容】 出演：ロケットくれよん

（山口たかし・高田さとし）
シリーズの１００回目を記念して、「命と仲間の大切さ」を
テーマに、みんなの心がぽかぽかにあたたまるコンサートを目
指して活動中の男性二人組「ロケットくれよん」が贈る“うた
って・おどって・ふれあって、笑顔いっぱい”のコンサートを
開催し、多くの親子連れの方に楽しんでいただきます。
入場料：５００円 ※全席指定、保護者膝上の乳幼児は無料

<はつらつコンサート>
【開催時期】
【 内

容 】

第２１６回～２２１回

（偶数月 第３木曜日 年間６回）

平成２８年４月・６月・８月・１０月・１２月
平成２９年２月（無料月）
出演者：調整中
偶数月の第三木曜日に開催するコンサート。高齢者
や在宅の方、障がい者の方にも気軽に参加していただ
き、聴き馴染みのある曲を中心に演奏し、コンサート
の最後には「みんなで歌おう」のコーナーを設けます。
また、２月は入場料を無料にして、より多くの方にコ
ンサートを聴いていただきます。今年度も引き続き 、
健康増進事業の一環として「いきいき百歳体操」を紹
介し啓発を行います。
入場料:５００円
※全席自由

＜ミュージックフェスティバル＞
【開催時期】
【内
容】

平成２９年２月予定
出演者：一般公募により決定
県内外のアマチュア団体並びに個人とセミナリヨが連携・

協働しながらコンサートを創り上げます。器楽・声楽編では、
さまざまな楽器の演奏者が一同に会するので聴き応えがあり、
コンサートの統一感を持たせるためにテーマを設け、聴衆に
とって聴きやすいコンサートにします。また、合唱編では、
出演者の合同会議を設け、ホールと共にコンサートの構成を
決定していきます。全員合唱を最後に取り入れるなど、出演
団体からの要望を組み込んでいきます。
入場料:５００円

※全席自由

□器楽・声楽編：１０組募集予定（参加料：ひとり５,０００円・２名以上１０,０００円）
□合唱編：６団体募集予定（参加料：１団体１０,０００円・オルガンを使用する場合は別途５,０００円要）

<パイプオルガン関連事業>

① オルガン教室３年カリキュラムコース
講師：久保田真矢氏（昼間の部）
城奈緒美氏（昼間の部・夜間の部）
対象：一般・学生（中学生以上）／昼間の部・夜間の部
平成２８年度募集人数：約１０名程度を予定（２月頃）
【受講料】
「近江八幡市内」

２,０００円／月

パイプオルガン使用料

１,０００円／月１回

「近江八幡市外」

３,０００円／月

パイプオルガン使用料

１,５００円／月１回

【内

容】月２回火曜日の個人レッスンを開講。３年間のカリキュラムで、１年目はチャーチ オルガン（練習用
オルガン／月２回レッスン）、２年目チャーチオルガン（月１回レッスン）とパイプオルガン（ホール／月
１回レッス）、３年目パイプオルガン（月２回レッスン）を行います。

【関連企画】オルガン教室受講生の練習成果を披露する場として、６月の信長まつりミニコンサートと３月オル
ガン教室発表会を実施します。

（入場無料、全席自由）

② パイプオルガンホールレッスン
【講 師】城奈緒美氏
【対 象】一般の方を含む、オルガン愛好者
【受講料】１時間レッスン／１２,０００円
３０分自主練習・３０分レッスン／１１，０００円
６０分自主練習／１０,０００円
【内 容】 ホールの空き日を利用して開催するパイプオルガンのホール
レッスンです。オルガン愛好者からのニーズに応えつつ、オル
ガン教室の卒業生へ演奏の機会とレッスンの場を提供します。

③ オルガン見学会・総合学習・オルガン演奏（貸館時）
【受

付】ホールの空き日、且つ 1 か月前からの受付。
見学時間は約３０分から４０分程度。
※ホール貸館の催事のオルガン演奏は利用申請時に受付。
【参加料】ひとり１００円（１０名未満は１,０００円）
※ホール貸館時のオルガン演奏は２,０００円／回
【奏 者】オルガン教室市内卒業生（登録制）
城奈緒美氏（教育機関向けの総合学習対応）
【対 象】：一般の方から学校関係を含むオルガン愛好者及び
ホール利用者
【内 容】 ホールの空き日に限り、学校単位の総合学習、少人数での見学会や貸館時のアトラクシ
ョン演奏など、希望により対応します。総合学習では学校の子供どもたちに、聴くだけで
なく、音楽を体全体で感じてもらうような企画も実施しております。また、この企画はオ
ルガン教室の卒業生が一般のお客さんに向かって、オルガン演奏ができる場を提供するこ
とも目的としています。

安土城天主信長の館 事業
<安土城・天主説明会>～安土城タイムスリップツアー～
復元安土城天主とＶＲ安土城マニュアルモード解説

【開催時期】原則第３土曜日
【 内 容 】 来館者に向け、ＶＲ安土城シアター内でマニュアルモード
を利用した操作画面で安土城や城下の散策解説を視聴いただ
きます。また、セビリア万国博覧会から復元された安土城の
エピソード等を含んだ展示説明を行い館内の展示および地域
や織田信長を中心とする歴史背景を理解し向学心を高めてい
ただきます。
【参加料】 入館料（予定）

<こども歴史塾>～バーチャル安土城を体験しよう！～
【 開催時期】学校の春・夏休み期間 ５回（予定）
【内

容】 小中学生を対象に親子やグループでＶＲ安土城のマニュア
ル操作を体験していただき、当時の安土山または城下をバー
チャル映像の世界で自由に散策しながら歴史にふれる学習会
を開催します。好評につき、平成２８年度は、春休みにも開催
します。
【対象：参加料】小・中学生一人２７０円（入館料含み）
※付き添いは、大人一人５００円

<歴 史 講 座> 安土・お城談義

（予定）

第二弾

～城好きの巨匠三人が観音寺城に挑む～（仮名）
【開催時期】調整中
【内
容】出演者： 春風亭 昇太氏（落語芸術協会所属・師匠）
中 井
均氏（滋賀県立大学・教授）
加 藤 理 文氏（日本城郭協会学術副委員長）
テレビなどでお馴染みの業界きっての城好きで研究
されている落語家と日本の城郭研究の第一人者である
県立大学の教授とお城を知り尽くした城郭研究家の息
のあった三人が、日本の五代山城である観音寺城を中
心に全国の山城の魅力を語る誰しもに解りやすく楽し
い講座を開催します。
また、安土城と比較や特徴についても触れられます。
【入 場 料】一般：１８００円 学生：１２００円（予定）

<能 楽 教 室>
【開催時期】原則 月２回(木曜日)
【内
容】講師：深野 貴彦氏（観世流シテ方能楽師）
安土山に能舞台があったとも言われ、織田信長にゆ
かりの深い能の教室を開催します。地域では希な本格
的な観世流能楽師を講師に招き謡いや仕舞いの稽古を
行います。平成２８年度は、三期生を募集し団体稽古
の時間帯を三部構成として、一期生については舞台で
の発表会を行います。また、立ち上げからの３年目に
あたり基礎をかため、今後も継続し行う事を念頭に伝
統芸能の振興に取組みます。
【月
謝】市内３,５００円 市外４,０００円

<安土城・歴史探訪>
【開催時期】調整中
年 2 回以上
【内
容】講師：近藤 滋氏(元安土城郭調査研究所所長)、他。
地域の歴史に関してより知識や関心を深めていた
だく機会を提供します。また、安土城や織田信長の
歴史を広く人々に紹介し興味や向学心を呼び起こす
講座を開催します。
講師には、長年安土山の発掘調査や地域の歴史に携
わった研究家および専門家等を招いて学習会を開催
します。※参加料は未定

健 康 推 進 事 業
多世代に渡り誰しもが気軽に参加できる健康教室やイベントを開催します。また、その結果
を検証し、人々の健康増進寄与することに努めます。

〈リトミック教室
【開催時期】

(乳児・幼児向けリズム体操教室)〉
５月１２日(木)
６月２日(木)
７月 ７日(木)
８月４日(木)
９月 １日(木) １０月６日(木)
１１月１０日(木) １２月１日(木)
２月 ２日(木)
３月２日(木)

【内

容】講師:特定非営利法人 リトミック研究センター
０歳児からの親子で参加できる楽しい リズム体操教室を開催し、音楽や親子のふれ
あいや情緒の育みの場を提供します。
【参加料】 １回５００円（募 集）0～1 歳児コース 10:00～10:45
2～3 歳児コース 11:00～11:45 各親子３０組

〈有酸素運動＆ヨガ教室〉
【開催時期】 コース
初夏コース：６月１７日(金)・６月２４日(金)・７月１日(金)
秋 コース：９月 ２日(金)・９月９日(金)・９月１６日(金)
時間１０：００～１１：３０
【参加料】 各回６００円
【内 容】講師：山本いづみ先生
（募集定員）各回３０名
※平成２４年度から開催している運動教室。好評のため、平成２６年度以降は２コースに回数を増や
して開催しています。前半は音楽に合わせて楽しく有酸素運動をした後、後半で リラクゼーション
ヨガを行う教室です。平成２８年度も継続開催します。

〈姿勢改善エクササイズ ウォーキング＆ストレッチ
～いくつになっても美しく格好良く～〉
【開催時期】
春期： ５月１１日(水) ５月１８日(水) ５月２５日(水)
秋期：１０月 ５日(水)１０月１２日(水)１０月１９日(水)
（時間）１０：００～１１：３０
【募集定員】 各期３０名
対象：概ね３０歳以上の健康な方
【受 講 料】 各期 １，５００円
【 内 容 】 講師：フィットネスウォーキング指導員
藤田 真緒先生
平成２５年度と２６年度に、健康増進を目的とした
初心者向けのウォーキング基礎講座～美しい立ち姿と
ウォーキング～春期と秋期を開催し、大好評を得まし
たので継続開催します。平成２７年度から、タイトル
とテーマを『姿勢改善エクササイズ ウォーキング＆
ストレッチ～いくつになっても美しく格好良く～』と
し平成２８年度も継続して開催します。

〈高齢者対象体力測定〉
【開催日時】

６月１０日（金）・１２月９日（金）(予定)
日々の健康増進の取り組みの目標意識を高めていた
だくため高齢者対象の体力測定を年２回行います。ス
ポーツ推進委員への協力を依頼し、ストレッチ体操を
行ったり、また、測定前に健康に関するビデオを視聴
していただき、健康に関する知識を得て励みとしてい
ただきます。
（測定種目）①握力測定②開眼片脚立ち時間③３０秒
間立ち座り④３ｍ往復歩行平成２５年
度のスタートから好評をいただいてお
り、４年目の開催です。

多 世 代 交 流 館
〈健康増進機器の使用〉
親子連れや、地域の子どもたちの団体でメリーゴーランドが楽し
め、大人はエアロバイクや、乗馬型フィットネス機器にて手軽に運
動が行える施設です。また、屋外には、屈伸運動やステップ運動が
できる用具が設置されています。利用者には、運動前に血圧測定を
行うなどトレーニング方法について正しい使用方法のアドバイスを
します。
【開館時期】 土曜日、日曜日、祝休日、学校の春・夏休みは基本的に
開館。（メリーゴーランドと同様）
※月曜・祝休日の翌日（平日の場合）・年末年始は休館。

啓 発 ・ 発 信
〈いきいき百歳体操の啓発〉
偶数月の第３木曜日に行われている高齢者や障害者の方などが参加し、
平日の昼間を音楽と共に過ごしていただく‘文芸セミナリヨはつらつコ
ンサート’の開演前に‘いきいき百歳体操のセミナリヨ版’を上映し健
康増進を啓発し意識向上に役立てていただきます 。

〈文芸の郷まめ知識の発行〉
健康な身体づくりのため、運動することの大切さや食育の観点
から良質の食材を摂ることの大切さをテーマに、『文芸の郷まめ
知識』のチラシを発行し紹介していきます。あづちマリエートで
開催する健康増進事業の参加者にも配布し啓発していきます。

【収益目的事業】
文芸の郷 レストラン事業
〈レストラン・仕出し業務〉
地元の食材をふんだんに使用し、特色を生かしたメニュー
を多く取りそろえ、おいしく安全な食事処として営業します。
また、地域の人々や、信長の館に来館する団体客等のニーズ
に応え、お弁当を中心とした仕出しを行い販売します。収益
性やコストを考慮し、衛生面を重視し運営します。

〈オリジナル菓子・喫茶〉
コンサートやイベントなどの喫茶コーナーにて、家紋を入れた
歴史色豊かなお菓子を手作りし訪れた人々に向けて

販売します。

多 世 代 交 流 館
〈メリーゴーランド〉
親子や家族のふれあい施設として設置された１２人乗車できる
メリーゴーランドのイベントを開催し幼少から文芸の郷施設に慣
れ親しんでいただくことを目的とし周知します。 身近な地元の
施設で家族や親子楽しむふれあいの場としても利用いただくとと
を行っていただき健康づくりに役立てていただきます。
利用料：１人１回１００円（小学生以下対象）
※開館時間は時期により異なります。

〈マジックバルーンアート教室〉
【開催日時】 １０月１６日(日)１０：００～１０：４５
【内
容】 講師：太田 信成さん(野洲市在住)
【定
員】 約４０名
【 参加料 】無料（どなたでも参加していた
だけます）
※平成２５年度から毎年１回開催している教室で、
平成２８年度で４回目の開催予定です。

販
<信長の館売店おみやげ販売>
<切手・印紙・はがきの販売>
<ス ポ ー ツ 関 係 品 の 販売>

<清涼飲料水の販売>
<鯉のえさ販売>

売

部

門

安土城、織田信長をはじめ歴史色豊かな地域性を生か
したおみやげ品を開発、選定、販売し地域のＰＲに も
貢 献します。
切手、印紙、年賀状などの販売を行います。
ラインテープをはじめ、スポーツ関係品を販売します。

来場者向けに、自動販売機を設置し販売します。
文芸の郷の池で泳ぐ、鯉の餌を販売し、生き物とのふれ
あいを体験していただきます。

屋

外

施

設

<貸出・管理事業>
【開催時期】通年
文芸の郷グラウンド、テニスコート、スペイン広場、文芸の
郷公園内の遊歩道併用施設であるマレッとゴルフ場などの屋外
施設や利用時の備品の貸し出しについて、安全に使用いただけ
るよう施設や備品等の管理運営を行います。また、屋外では特
に除草、樹木の剪定、倒木等への対処、設 備の維持管理などに
努めます。スペイン広場やその周辺では、自然の豊かさに触れ
人々が心安らぐ場として景観を保ち維持に努めます。

【そ

の 他

事

業】
文芸の郷友の会員事業

時期：
会費：
特典：

通年
年会費１,２００円・入会金５００円（入会金初回のみ）
①主催事業のチケットおよび参加料１０パーセント引き（コンサート、教室、講座）
②ポイントカードの発行
③自主事業公演のチケットを先行販売
④チケットの無料配送
⑤信長の館への団体料金での入場（案内の場合は本人無料、お連れの方団体料金）
⑥信長の館ショップ商品１０パーセント引き
⑦レストランでのお食事１０パーセント引き
⑧会報、イベント情報を無料配送〔季刊紙）
⑨その他特典
＊地域、周辺地域を中心 により多くの方々にご加入いただき、施設利用の促進を目的にＰＲ に努め
ます。会員募集等については、文芸の郷会員制度をよく し理解いただくため、新聞折り込みや各
公共機関に案内を掲出するなど創意工夫を行います。

