平成２９年度 安土文芸の郷管理運営･事業計画

【基本方針】
一生涯を通じて文化芸術に触れ られる、より良い機会を提供するため、地域文化、歴史資源を生か
した魅力ある事業や、社会の高齢化に向けて健康寿命 の延伸を意識した健康増進事業、地域振興並び
に地域の活性化に貢献する事業に取り組みます。
また、平成２９年度より近江八幡市の指定管理者として３回目の再指定 を迎えるにあたって、オー
プン以来２３年間の実績を踏まえて、 公益法人として、平等かつ健全で創意工夫を取り入れた柔軟性
のある管理運営に努め、地域の皆様から好評いただいている事業を継続しつつ、今後も来場者のニー
ズにそった事業を展開します。
文芸セミナリヨでは、ホールの優れた音響効果の魅力を存分に体感できる「生音」を基本とした事
業展開をし、誰もが気軽に本物の芸術に触れられる機会を提供します。
安土城天主信長の館では、タイムスリップ感覚で安土城の魅力をＣＧ映像で体験できるＶＲ 設備の
活用および、現代の名工にて復元された安土城天主の希少価値を効果的に 活かしつつ地域の歴史文化
を広く発信していける事業展開を行います。
体育施設では、第３者委員会を設置し、事業効果の検証や改善点などのアドバイスをいただきなが
ら、人々が健康に充実した生活を送れるように、健康増進事業の実施と啓発を行います。
また、多世代交流館およびレストランの利用促進や 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
者の安全確保や関係機関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、現在の名工が復元した安土城天主とバーチャルリアリティ映像として
ＣＧの世界で再現されたＶＲ安土城を有意義に活用し、地域の文化を中心に全国に発信し歴史文
化振興に寄与します。
・ 織田信長やその時代背景を含め時代の流れの変革期に重要な役割を担った地域として、歴史に関
連した伝統文化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創意工夫しながら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過ごしていただけるよう管理調
整に努めます。
・ 施設を訪れた方々が芸術や文化に触れ、健康づくりの場として快適に過ごすことができるよう
また、興味や向学心を呼び起こすにふさわしい機会を提供できる接客に努めます。

◇収益目的事業◇
・ 文芸の郷レストランにおいては、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美味しく食していただきます。また、収益性への
考慮やサービス、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、地域に関わる
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。
・ 施設管理では主に貸出等において、個人利用者のみならず、学校、地域サークル等の団体が継続
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。
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【公益目的事業】
文 芸 セ ミ ナ リ ヨ 事 業
<ＫＥＮＴＡ×米津真浩クラシックコンサート>
【開催日時】平成２９年
【内

６月２４日(土)

※開演１５：００（予定）

容】出演：ＫＥＮＴＡ（ヴァイオリン）、米津真浩（ピアノ）

２０１４年にセミナリヨの公演で完売となった「 TUSKEMEN（ツケメ
ン）」のメンバーであるヴァイオリニストのＫＥＮＴＡ（けんた）と、
２ ００ ７ 年 の 第７ ６ 回 日 本 音 楽コ ン ク ー ルピ ア ノ 部 門 で 第２ 位 を受
賞後、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、東京フィルハーモ
ニー交響楽団ほか多数のオーケストラとの共演や、フジテレビ『金曜
日の聞きたい女たち』を始め、テレビ番組やラジオなどで活躍中のピ
アノニスト、米津真浩のクラシックコンサートを開催します。

【入 場 料】一般：３５００円

高校生以下：１０００円

（予定）

※全席指定・未就学児入場不可

<パイプオルガンコンサート>
【開催時期】平成２９年１０月２８日（土）or２９日（日）
【内

容】出演者：城奈緒美（共演者調整中）
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

クリスマスコンサート>

【開催時期】平成２９年１２月１６日（土）（予定）
【内

容】出演者：企画調整中
毎年、１２月の同時期に安定した人気のあるパイ
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。アーティスト調整中のため詳細未定。

【入 場 料】 未定
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<ワンコインコンサート

シリーズ１０１～１０８>

【開催時期】平成２９年５月・６月・７月・８月・１０月・１１月・１２月
平成３０年３月
◎ 開演１０：３０ （土曜日：午前中・年間８ 回） ※３月３日のみ開演時間未定。
日

出

程

演

者

１

５月２０日

２

６月１７日

服部杏子（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ）服部悦子（ピアノ）

３

７月２２日

塩見峰子（フルート）、塩見亮（ピアノ）

８月２６日

前田直子（パイプオルガン）ほか

４

※調整中

５

１０月７日or１４日

※調整中

６

１１月１１日or１８日

※調整中

７

１２月２日or９日

８

※調整中

平成３０年３月３日

【内

山縣雅志（打楽器）ほか

容】 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。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

※保護者膝上の乳幼児は無料

<第２２２回～第２２６回
【開催時期】

はつらつコンサート>

平成２９年４月・８月・１０月・１２月・平成３０年２月（２月は無料月）
◎開演：１４：００（第３木曜日 年間５回）

日

程

出

演

者

１

４月２０日

２

８月１７日

３

１０月１９日

米田正博＆スリーエコーズ（ジャズ）

４

１２月２１日

八日市マンドリンアンサンブル、高井典子

５

平成３０年２月１５日

高井典子（ｿﾌﾟﾗﾉ）＆ル・シャンテ

【 内

容 】

大西怜奈（ハープ）
※調整中

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月の無料
公演を継続するとともに今年度から「みんなで歌おう♪」のコーナーの時間帯を拡大して開催し
ます。平成２９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

＜文芸セミナリヨ

ミュージックフェスティバル＞

【開催時期】平成３０年２月予定
【内
容】出演者：一般公募による
演奏テーマを設けてコンサートの統一感を持たせるととも
に、県内外で活動しているアマチュアの演奏家、団体に出演
の呼びかけを行い、様々な演奏スタイルで 聴き応えのあるコ
ンサートを企画します。
【入 場 料】 ５００円
【募 集 数】 １０組募集（予定）（参加料：ひとり５,０００円・２名以上１０,０００円）
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<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、城奈緒美（昼間の部）
※平成２９年度は昼の部のみの募集
対象：一般・学生（中学生以上）／昼間の部
平成２９年度募集人数：約１０名予定（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
「近江八幡市外」 ３,０００円／月 パイプオルガン使用料
【内

１,０００円／月１回
１,５００円／月１回

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回レッスン）、３年目パイプオルガン（月２回レッスン）を行います。
オルガン教室受講生の練習成果を披露する場として、６月と３月にオルガン教室の成果発表会を
実施します。入場料：無料

② パイプオルガンホールレッスン
【講 師】城奈緒美
【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。オルガン愛好者からのニーズに応え、演奏の機会
とレッスンを提供します。

③ オルガン見学会（オルガン演奏）
【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。
※その他、ホール貸館の催事のオルガン演奏も有り。
基本、利用申請時に受付。
【参加料】ひとり１００円（最低料金１回１,０００円）
※ホール貸館の場合２,０００円／回
【奏 者】オルガン教室市内卒業生（登録制）
城奈緒美（教育機関総合学習のみ対応）
【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。また、オルガン教室の卒業生にオルガン演奏の機会を提供すること
も目的としています。
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安土城天主信長の館 事業
<安土・天主説明会～安土城再発見講座！～>ＶＲ安土城マニュアルモード操作を使用
【開催時期】年間４回
４/１５（土）、９/１６（土）、１２/１６（土）、
２/１７（土）。①１０時～、②１０時５０分～※日時は予定。
【内

容】

スペインセビリア万国博覧会で復元され、 安土の地に移
築された経緯など交えながら、ＶＲ安土城シアターのバー
チャルリアリティ映像を使用して普段立ち入りできない安
土城天主の内部を詳細に視聴いただき、その魅力を紹介し
ます。

【参 加 料】 入館料

<こども歴史塾>～バーチャルリアリティで安土城を体験しよう！～
【 開催時期】平成２９年 ８月 ７日（月） ９：００～１６：００
【内

容】 小中学生を対象にした親子やグループに向けてコンピュー
ターの中に作り込まれた安土城や城下町をＶＲ安土城のマ
ニュアル操作で自由に散策いただき、当時の歴史にふれて
いただく学習会を開催します。

【対象：参加料】
小・中学生２７０円（入館料含み）
※付き添いは、大人５００円

<歴 史 講 座>

～安土城から熊本城へ～（講演、シンポジウム）

【開催時期】平成２９年６月１８日（日）１３：００開演（予定）
【内

容】（講師） 萩原さちこ氏（城郭ライター）。
千田嘉博氏（奈良大学教授）、他。<調整中>
近世城郭のさきがけとして 、安土城から始まり
熊本城に至る歴史の経緯をふまえお話をいただき
ます。また、今回、熊本地震にて大きな被害を受
け修復が話題となっている熊本城にも注目した講
演を行い地震での被害状況の解説や復興資金への
協力も呼びかけます。

【入 場 料】

未

定
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<能 楽 教 室>

【開催時期】稽古 原則 月２回(木曜日)
発表会 年１～２回
【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。本格的な観世流能
楽師により謡や仕舞の指導がされます。
平成２９年度は、これまで３年間の経過を踏まえ、よ
り充実を図り、公に発表することの実現を目指します。

【月

謝】未定

<安土・歴史探訪>
【開催時期】年間２～３回
【内

容】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 、
地域の歴史についての知識や関心を深めていただく機会を提供します。
講師には、地域の歴史文化に携わっていただいている専門家を招き開催します。
・(講

師)近藤

滋氏(元安土城郭調査研究所所長)

（テーマ）安土城石垣について（予定）
（日
・(講

程）調整中
師) 大野

俊明氏(信長の館内障壁画、ふすま絵製作・成安造形大学名誉教授)

（テーマ）天下人を魅了した狩野派の絵師たち
（日

程）平成２９年９月１０日（日）１３：３０～１６：３０
※信長の館のバーチャルリアリティ映像も含めた見学も行います。

【参 加 料】一般６００円、学生３５０円
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健康増進事業
※あづちマリエートは、１２月～３月は工事の可能性があるため使用できるかどうか未定です。

〈リトミック教室

(乳児・幼児向けリズム体操教室)〉

【開催時期

(案)】 ５月１１日(木)・６月１日(木)・７月６日(木)・
８月 ３日(木)・９月７日(木)・１０月５日(木)・
１１月９日(木)・１２月７日（木）・２月１日（木）・
３月 １日(木）
※４月・1 月は休講
【・0～1 歳児コース 10:00～10:45 ・2～3 歳児コース 11:00～11:45】
【募
集】親子３０組
【参 加 料】１回５００円
【内
容】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ます。

〈有酸素運動＆ヨガ教室〉
【開催時期（案）】
（初夏のコース）６月１６日(金)・６月２３日(金)・６月３０日(金)
１０：００～１１：３０
（秋のコース） ９月１日(金)・９月８日(金)・９月１５日(金)
１０：００～１１：３０
【募集定員】各回３０名
【参 加 料】各回６００円 対象：１８歳以上の健康な方
【講
師】山本いづみ
【内
容】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する教室です。平成２９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～（春期）・（秋期）〉
【開催時期（案）】
●春期：５月１０日(水)・５月１７日(水)・５月２４日(水)１０：００～１１：３０
●秋期：１０月４日(水)・１０月１１日(水)・１０月１８日(水)１０：００～１１：３０
【募集定員】各期３０名
対象：１８歳以上の健康な方
【受 講 料】各期１，５００円
【講
師】フィットネスウォーキング指導員 藤田真緒
【内
容】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講座 ・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）・（秋期）を開催して大変好評を得ま
した。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～』にしました。平成２９年度も継続
開催します。
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〈高齢者対象体力測定〉
【開催時期(案)】６月９日（金）・１１月１０日（金）
【内

容】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

日々の健康増進の目標としていただけるように、年２回概ね６５ 才以上の高齢者を対
象とした体力測定を開催します。平成２５年度のスタートから好評をいただいており、
５年目の開催です。
※体力測定開催前に『高齢者のためのリフレッシュ運動』の DVD を上映したり、「文
芸の郷まめ知識」のチラシを配布するなどして、健康増進についての知識を深 めてい
ただくための情報提供も行います。

啓発・発信
〈―いきいき百歳体操セミナリヨ版の啓発― 文芸セミナリヨコンサート〉
第３木曜日に行われている高齢者や在宅の方、障がい者の方などが
参加し、平日の昼間を音楽と共に過ごしていただく‘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
進を啓発しています。

〈『文芸の郷まめ知識』の発行〉
運動することの大切さや、バランスのよい食事を摂ることの大切さなどをテーマに、健康づくりの
ために大切なことを『文芸の郷まめ知識』のチラシを発行して紹介していきます。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 て、健康づくりに少しでも役立てていただけるように、
啓発していきます。
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【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〉
地場産の食材をふんだんに使用し、その特色を生かした
おいしい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
館するお客様のニーズに応えた定食やお弁当を販売します。
収益性や原価率を考慮しつつ衛生面にも充分注意を払い運
営します。

〈オリジナル菓子・喫茶〉
文芸セミナリヨコンサートの喫茶コーナーにて、コーヒーと手作りのオリ
ジナルの焼き菓子のセットを販売し、お客様のくつろぎタイムに彩りを添え
ます。また、織田瓜紋入りの歴史色豊かなお菓子としてもお楽しみいただきます。

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
設で家族や親子で楽しむふれあいの場として利用いただくととも
に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１５日(日)１０：００～１０：４５
【内
容】 講師：太田 信成さん
風船で、親子で楽しく動物の犬などを作ります。

【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２９年度で５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
の品数をとりそろえ来館者の購買意欲の向上につながるよう開発、
選定し、スムーズなショップ運営を行い地域のＰＲにも貢 献します。
切手、印紙、年賀状などの販売を行い収益の確保に繋げます。
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収益の確保に努めます。
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通じ憩
いの場として地域の方々に親しんでいただきます。

屋

外

施

設

<貸出・管理事業>
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設施設であるマレット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、安全に使用いただく
よう施設や備品等の保守点検を行います。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。
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【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）
・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 ※一部除外あり）
・ポイントカードの発行
・自主事業公演のチケットを 先行販売
・チケットの無料配送
・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）
・信長の館ショップ商品１０パーセント引き （※一部対象外商品有り）
・レストランでのお食事１０パーセント引き（※定食対象）
・会報、イベント情報を無料配送〔季刊紙）
・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し、
活性化に努めます。
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