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平成３０年度公益財団法人和光市文化振興公社事業報告書 

 

平成３０年度は、公益目的事業の根幹をなす和光市民文化センターの第３期指定管理者

指定期間（３年間）の最終年に当たり、指定管理者として提案した方針等を実施するため、

今日まで積み上げてきた経験と実績を活かして、着実に結果と成果を示した。また、サン

アゼリア開館２５周年の年度であることからも、年間を通じて、幅広く２５周年記念事業

を展開した。 

和光市文化振興基本方針の理念である「住んでよかった 住みたい 訪ねたい 和光市」実

現のため、市民文化活動への支援・育成をモットーにし、地域との連携・協働・交流につ

いても引き続き力を注いでおり、和光市との連携も引き続きより強固なものとなっている。 

和光市の文化政策の推進主体として、連絡と協議を密にし、共に協力、協働して地域文

化の振興に当たっている。陸上自衛隊東部方面音楽隊との吹奏楽関連協働事業、アウトリ

ーチやワークショップなどの事業、また、広報宣伝（市の施設での宣伝協力、報道メディ

アへのリリースなど）でも大きな協力を得てきた。 

平成３０年度も和光市が採択を受けた「文化庁の文化芸術振興費補助金（文化芸術創造

拠点形成事業）」の対象となった事業について公社が受託し、市と一体となって各事業を

実施した。また、当年度は、これらの事業を含めた全１５公演が、次世代に誇れるレガシ

ーの創出に資する文化プログラム「beyond2020 プログラム」の事業認証を受け、東京オリ

ンピック・パラリンピック開催の２０２０年以降を見据えた事業を積極的に展開した。 

なお、文化庁の文化芸術振興費補助金については、平成３１年度事業についても同様に

市が申請し、補助対象事業に採択されたため、市との協議の下、継続的に実施していく。 

 

１ 公益目的事業 

⑴ 文化芸術の振興と地域の活性化を図る事業（和光市民文化センター） 

  自主事業では、現在隔年で開催している、和光市ゆかりの童謡詩人 清水かつらの顕彰

事業「第１７回 清水かつら記念日本歌曲歌唱コンクール」や、チケットが完売となった

「南こうせつ＆海援隊コンサート」や「平原綾香コンサート」などのポピュラー公演等、

２７事業を実施した。音楽事務所等の共催事業を含めると合計４７事業実施し、幅広い

世代に合わせた多彩な事業を提供する事ができた。また、地域に還元する無料コンサー

トとしては、市との共催により「ＮＨＫ 新・ＢＳ日本の歌」公開録画、埼玉県のシニア

応援大使となっている落語家の三遊亭鬼丸による「三遊亭鬼丸シニア応援講演会・落語」、

清水かつら記念 日本歌曲歌唱コンクールの上位受賞者による「cocoroほっこり音楽会」

を開催し、多くの来場者によって賑わいをみせた。 

また、展示会として、地域のアーティストによる「ろうけつ染め作品展」、和光市の

歴史を感じることのできる写真展「わこう今昔写真展」、桜にまつわる作品を一堂に介

した「さくら展」を市民による実行委員会と共に開催するなど、展示棟を活用した積極

的な事業展開に取組むことができた。 

なお、今年度で１１年目を迎えている、市内小中学校への学校教育活動支援事業であ

る音楽アウトリーチ「おんがくのたね♪」も合計１０校１９回実施し、２,０９８名の児

童生徒が体験した。本物の演奏家や様々な楽器による身近な音楽体験は、子ども達の情

操教育の一環として広く市民に認知されている事業である。 

市内各所へ音楽を届ける「マチナカコンサート」では、和光市内にある壹鑑寺でのフ

ルートコンサートや地域センターでのサクソフォンコンサート、和光市駅前ステージに

おいては「駅前コンサート」と題し、隔月で４回７公演のコンサートを実施した。 

陸上自衛隊東部方面音楽隊との協働事業では、今年度も「音楽クリニック」として、
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東部方面音楽隊員が市内中学校及び高等学校５校の吹奏楽部及び市民吹奏楽団体へ熱

心な指導を行った。その成果は、平成３１年１月の「サンアゼリア 吹奏楽フェステ

ィバル・ニューイヤーコンサート」で同音楽隊との共演という形で満員の観客の前で

披露された。また、同音楽隊は市内福祉施設などでの出張コンサートも実施し、和光

市民文化センターホールでの事業以外にも、ホールに来館できない市民に対して音楽

文化体験を届けた。 

市民が身近に文化芸術に接し、体験するワークショップ事業では、「マリンバワー

クショップ」、「ろうけつ染めワークショップ」等を実施した。それぞれ地域出身ま

たは在住の専門家が講師となって交流を図り、地域での交流・協働・参加を促進する

事業となった。 

その他、市民文化活動への支援・育成及び地域との連携・協働・交流についても力を

注いできた。市内、近隣の市民文化団体の活動を「利用料金減免助成支援制度」によっ

て資金面でサポートし、平成３０年度は１７団体の事業をこの制度により支援するとと

もに、その他後援も積極的に行い、強力なサポートを行った。また、地域芸術・文化の

発展や市民文化の向上に資する活動を行うことで地域社会の発展、また文化に触れあう

ことによる心豊かな地域づくりに寄与することを目的として、近隣大学との連携を積極

的に行っている。平成３０年度は、これまでの十文字学園女子大学、跡見学園女子大学

に続いて、東邦音楽大学と相互協力協定を締結した。 

今後もこれまで培ってきた文化と経験を活かしながら、事業の充実と安定を図り、公

益財団法人として収支のさらなる改善に努めつつ和光市文化振興基本方針に謳う理念の

更なる実現に努めていく。 

 



(ｱ)　自主事業の状況

＜特色ある事業＞

　１．ホール事業

⑴　コンクール

　第17回　清水かつら記念日本歌曲歌唱コンクール 平成30年8月18日(土)

⑵　展示会

　①　ろうけつ染め作品展　伊澤正男×永原リタ 平成30年5月15日(火)～5月21日(月)

　②　わこう今昔写真展 平成30年9月4日(火)～9月10日(月)

　③　さくら展 平成31年3月21日(木・祝)～3月26日(火)

⑶　サンアゼリア友の会会員優先イベント

　①　Sunazalea　Suite R.N.1807（落語） 平成30年7月18日(水)

　②　Sunazalea　Suite R.N.1812（マリンバ） 平成30年12月4日(火)

　２．アウトリーチ事業等

⑴　音楽アウトリーチ事業「おんがくのたね」

　①　和光市立北原小学校 平成30年5月30日(水)

　②　和光市立第五小学校 平成30年6月5日(火)

　③　和光市立下新倉小学校 平成30年6月8日(金)

　④　和光市立新倉小学校 平成30年6月18日(月)

　⑤　和光市立本町小学校 平成30年6月19日(火)

　⑥　和光市立広沢小学校 平成30年6月20日(水)

　⑦　和光市立白子小学校 平成30年7月3日(火)

　⑧　和光市立第四小学校 平成30年7月6日(金)

　⑨　和光市立第二中学校 平成30年9月25日(火)

　⑩　和光市立第三小学校 平成30年10月18日(木)

⑵　ロビーコンサート（陸上自衛隊東部方面音楽隊による）

　①　高齢者福祉センター 平成30年4月17日(火)

　②　福祉の里 平成30年9月16日(日)

⑶　マチナカコンサート

　①　壹鑑寺（国際交流事業含む） 平成30年5月19日(土)

　②　和光市立下新倉小学校 平成30年6月8日(金)

　③　和光市駅南口駅前ステージ 平成30年8月24日(金)、11月2日(金)、12月12日(水)

平成31年3月29日(金)

　④　南地域センター 平成31年2月10日(日)

ワークショップ マリンバ、ろうけつ染め、粘土工芸　他 7本 225人

合計 27本 12,984人

童謡 こどもたちとつくるコンサート 1本 257人

講演会＆声楽 三遊亭鬼丸講演会＆cocoroほっこりコンサート 1本 667人

展示会 ろうけつ染め作品展、わこう今昔写真展、さくら展 3本 4,161人

コンクール 清水かつら記念日本歌曲歌唱コンクール 1本 256人

伝統芸能 ｻﾝｱｾﾞﾘｱ寄席春風亭一之輔、柳家三三、三遊亭白鳥 3本 525人

吹奏楽 ニューイヤー吹奏楽フェスティバル 1本 880人

ポピュラー 平原綾香コンサート、南こうせつ＆海援隊 3本 2,429人

事業内容 事業名 本数 入場者数
クラシック音楽 TSUKEMEN LIVE、七夕ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ、ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄでﾏﾘﾝﾊﾞを 5本 991人

オペラ 江原啓之ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ「夕鶴」、オペラ彩「トスカ」 2本 2,593人
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⑷　音楽クリニック事業（陸上自衛隊東部方面音楽隊による）

　①　和光市立第二中学校 平成30年12月27日(木)、平成31年1月5日(土)

平成31年1月19日(土)、平成31年1月28日(月)

平成31年2月14日(木)

　②　和光市立第三中学校 平成30年12月27日(木)、平成31年1月5日(土)

平成31年1月19日(土)

　③　和光市立大和中学校 平成30年12月27日(木)、平成31年1月5日(土)

平成31年1月19日(土)

　④　和光市立北原小学校 平成31年1月16日(水)

　⑤　埼玉県立和光高等学校 平成30年12月27日(木)、平成31年1月5日(土)

平成31年1月19日(土)

　⑥　埼玉県立和光国際高等学校 平成30年12月27日(木)、平成31年1月5日(土)

平成31年1月19日(土)

　⑦　和光市民吹奏楽団 平成30年12月27日(木)、平成31年1月5日(土)

平成31年1月19日(土)

　３．ワークショップ事業

⑴　音楽

　マリンバワークショップ 平成30年4月28日(土)・29日(日)、5月6日(日)

⑵　工芸

　ろうけつ染めワークショップ 平成30年5月20日(日)、平成31年3月23日(土)

　粘土工芸ワークショップ 平成31年3月21日(木・祝)

⑶　その他

　大型絵本読み聞かせ 平成31年3月21日(木・祝)

　プラスティックエコ絵画 平成31年3月23日(土)、3月25日(月)

　４．近隣大学との相互協力

⑴　十文字学園女子大学

　自主事業２本（オペラ公演、ニューイヤーコンサート）

　和光市民まつりでの出店

⑵　跡見学園女子大学

　自主事業３本（歌唱コンクール、クラシック公演、寄席公演）

　和光市民まつりでの出店

⑶  東邦音楽大学

　派遣演奏２本（相互協力協定・調印記念演奏会、マチナカコンサート）

(ｲ)　共催事業の状況

　公演の事前準備のほか、当日にチケットのもぎり、チラシ配布、会場の案内など全般にわたりレセプ
ショニストとして協力。また、サンアゼリアでの公演及び派遣演奏への出演協力。

合計 20 22,430

展示会 西部地区老人クラブ連合会作品展、新羅郡建郡1260年記念展示会 2 3,209

その他 恐竜どうぶつ園、イケメン戦国感謝祭 2 4,381

公開録画 ＮＨＫ新ＢＳ日本の歌 1 804

講演会 新羅郡建郡1260年記念「新羅郡の時代を探る」 1 410

演歌 山内惠介熱唱ライブ、島津亜矢コンサート 2 3,382

声楽、合唱 真夏の歌の祭典、おかあさんコーラス大会 2 1,307

吹奏楽 陸上自衛隊東部方面音楽隊 1 1,128
ポピュラー 松山千春、東京ｼﾃｨ･ﾌｨﾙのﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄⅪ　他 5 5,328

事業内容 事業名 本数 入場者数
クラシック音楽 全日本打楽器連盟セミナー、打楽器の祭典　他 4 2,481
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(ｳ)　助成事業の状況

(ｴ)　サンアゼリア友の会加入状況

(ｵ)　和光市民文化センター運営委員会

①　平成３０年９月２７日

　議事事項 第３期指定管理期間での主な実績、

第４期指定管理期間の基本方針、各事業計画

公社事業への助成団体の関わりについて

展示室、展示ホール利用の拡充について

(ｶ)　施設の利用状況（公益目的事業、収益事業等（収１））
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

30 31 29 31 30 29 31 30 28 28 28 29 354

27 28 26 26 25 24 25 26 25 21 23 23 299

27 28 26 28 18 24 25 27 25 23 23 25 299

29 31 28 31 30 26 28 28 24 28 25 26 334

30 31 28 31 30 29 29 30 26 28 27 29 348

4 5 5 3 3 1 7 5 6 6 2 2 49

14 11 12 19 14 18 16 19 13 6 13 18 173

18 16 17 22 17 19 23 24 19 12 15 20 222

66.7% 57.1% 65.4% 84.6% 68.0% 79.2% 92.0% 92.3% 76.0% 57.1% 65.2% 87.0% 74.2%

28.6% 45.5% 25.0% 21.1% 42.9% 11.1% 31.3% 68.4% 46.2% 33.3% 30.8% 33.3% 34.7%

3 2 2 1 2 0 6 2 5 2 0 1 26

15 19 18 23 10 17 16 22 14 11 22 21 208

18 21 20 24 12 17 22 24 19 13 22 22 234

66.7% 75.0% 76.9% 85.7% 66.7% 70.8% 88.0% 88.9% 76.0% 56.5% 95.7% 88.0% 78.3%

60.0% 52.6% 61.1% 52.2% 20.0% 52.9% 31.3% 81.8% 50.0% 36.4% 54.5% 42.9% 51.9%

0 1 1 0 0 1 0 0 6 2 0 1 12

13 13 13 18 10 17 19 16 12 12 17 17 177

13 14 14 18 10 18 19 16 18 14 17 18 189

44.8% 45.2% 50.0% 58.1% 33.3% 69.2% 67.9% 57.1% 75.0% 50.0% 68.0% 69.2% 56.6%

53.8% 38.5% 38.5% 38.9% 40.0% 47.1% 31.6% 75.0% 33.3% 41.7% 52.9% 35.3% 44.1%

9 15 0 1 1 11 0 0 5 2 0 9 53

9 7 9 10 8 4 23 29 11 8 12 10 140

18 22 9 11 9 15 23 29 16 10 12 19 193

60.0% 71.0% 32.1% 35.5% 30.0% 51.7% 79.3% 96.7% 61.5% 35.7% 44.4% 65.5% 55.5%

66.7% 85.7% 88.9% 30.0% 100.0% 100.0% 91.3% 100.0% 100.0% 75.0% 83.3% 40.0% 82.9%

59.6% 62.1% 56.1% 66.0% 49.5% 67.7% 81.8% 83.8% 72.1% 49.8% 68.3% 77.4% 66.2%施設総合利用率
※備考　市民利用率は、和光市民の利用率

個人会員 団体会員 合計

868人 39人 907人

企
画
展
示
室

展
示
ホー

ル

公社利用

貸館利用

計

利用率

市民利用率

会
議
室

公社利用

貸館利用

計

利用率

市民利用率

小
ホー

ル

公社利用

貸館利用

計

利用率

市民利用率

大
ホー

ル

公社利用

貸館利用

計

利用率

市民利用率

施
設

月

開館日数
利用可能日数

大ホール

小ホール

会議室
企画展示室・ﾎｰﾙ

その他 みんなで元気、和光3･11を忘れない 2 1,146

合計 19本 10,371人

映画 ｼﾈｻﾛﾝ・和光「しゃぼん玉」 2 2,428

童謡 ＳＷＡＮ童謡の会コンサート 1 762

声楽 ﾌｪﾘｰﾁｪの会、ﾑｼﾞｶﾄﾞﾏｰﾆ、ｺｰﾙ･ｿｱｰﾙ 3 629

オペレッタ オペレッタ「ヴェニスの一夜」 1 591

伝統芸能 武州里神楽 石山社中、和光市舞踊協会 2 570

合唱 ｺｰﾗｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin和光、混声合唱団あるまじろ 2 756

クラシック みにこん会（ﾍﾞﾋﾞｰｶｰｺﾝｻｰﾄ）、和光シビックコンサート 5 2,572

吹奏楽 和光市民吹奏楽団定期演奏会 1 917

事業内容 事業名 本数 入場者数
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２ 収益事業等 

 ⑴ 市民文化センター施設を公益目的以外で貸与する事業 

  施設利用の促進を図るため、各種団体等に市民文化センター施設を貸与した。 

（貸館事業のうち、公益目的以外の利用である） 

⑵ 市との委託契約に基づき、公の施設の管理を行う事業 

和光市が設置した公の施設の一部管理を受託し、施設を適正に管理するとともに、

利用者に良質なサービスの提供と施設の利用促進に努め、業務委託契約に基づく受

託業務を履行した。 
 

施 設 名 

 

主 な 受 託 業 務 

勤労青少年ホーム ・維持管理・保安に関すること（建物、機器、備品等） 

・勤労青少年ホーム運営事務に関すること 

・利用促進を図るための企画・立案・運営に関すること 

・利用状況等統計資料の作成 

 

 

３ 処務の概要 

 ⑴ 役員等に関する事項（平成 31 年 3 月 31 日現在） 

  ① 評議員 ８名 

  ② 理 事 ９名 

  ③ 監 事 ２名 

 ⑵ 会議等に関する事項 

  ① 評議員会 

開催日 
出席 

人数 
議事事項 

平成30年 6月 20日 

定時評議員会 

 

 

８人 

 

議案第１号 平成２９年度公益財団法人和光市文化振興

公社事業報告及び収支決算の承認について 

議案第２号 公益財団法人和光市文化振興公社理事の選

任について 

平成31年 3月 28日 

臨時評議員会 

７人 議案第３号 公益財団法人和光市文化振興公社役員の報

酬及び費用に関する規程の一部を改正することについて 

議案第４号 平成３１年度(2019 年度)公益財団法人和光

市文化振興公社事業計画及び収支予算の承認について 

 

  ② 理事会 

開催日 
出席 

人数 
議事事項 

平成30年 5月 30日 

定時理事会 

８人 議案第１号 平成２９年度公益財団法人和光市文化振興公

社事業報告及び決算の承認について 

議案第２号 平成３０年度公益財団法人和光市文化振興公

社定時評議員会について 

平成31年 3月 20日 

定時理事会 

８人 議案第３号 公益財団法人和光市文化振興公社処務規則の

一部を改正することについて 

議案第４号 公益財団法人和光市文化振興公社就業規則

の一部を改正することについて 
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議案第５号 公益財団法人和光市文化振興公社パートタイ

マー就業規則の一部を改正することについて 

議案第６号 公益財団法人和光市文化振興公社職員の給与

規則の一部を改正することについて 

議案第７号 平成３１年度（2019 年度）公益財団法人和光

市文化振興公社事業計画及び収支予算について 

議案第８号 平成３０年度公益財団法人和光市文化振興

公社臨時評議員会について 

 

  ③ 監査 

実施日 
出席 

人数 
監査事項 

平成30年 5月 22日 

 

２人 平成２９年度決算監査 

平成 30 年 10 月 17 日 １人 平成３０年度中間監査（業務執行及び経理状況の監査） 

 

   



⑶　職員に関する事項

①　事務局の組織及び職員配置(平成31年3月31日現在)

施設 所属 人数 施設 所属 人数

2 事務局 事業係 5

事務局 管理係 3

勤労青少年ホーム 管理係 6

②　参加研修・セミナー等
開催日 主催者

平成30年4月19日 埼玉県公立文化施設
協議会

平成30年4月24日 一般財団法人地域創
造

平成30年5月18日 一般社団法人日本経
営協会

平成30年6月11日 （公財）さいたま市
文化振興事業団

平成30年6月13日 内閣府公益法人行政
担当室、公益財団法
人公益法人協会

平成30年7月10日 文化庁/公益社団法
人日本芸能実演家団
体協議会

平成30年7月11日 全国健康保険協会埼
玉支部・埼玉県

平成30年7月12日 日本耐震天井施工協
同組合/(公社)全国
公立文化施設協会

平成30年7月19日 内閣府公益認定等委
員会事務局/内閣府
公益法人行政担当室

平成30年7月25日 リコージャパン株式
会社、株式会社リ
コー

平成30年7月31日－8
月1日

一般財団法人地域創
造

平成30年8月28日 満喜㈱

平成30年9月4日 東京しごとセンター

平成30年9月7日 満喜㈱

平成30年9月19日 （一財）埼玉県社会
保険協会

平成30年9月20日 ハローワーク浦和・
就業支援サテライト

平成30年9月26日 満喜㈱

平成30年10月3日 埼玉県公立文化施設
協議会

平成30年10月3日 東京商工会議所

テーマ別セミナー「行政庁による監
督と法人運営上の留意事項」

日本学術会議　講堂

実演芸術連携フォーラム
基調講演「人材交流から描く未来
図」「新たな観客創出にむけた取り
組みの広がり」

国立オリンピック記
念青少年総合セン
ター

就職支援セミナー　若年者のための
ビジネスコミュニケーション

ハローワーク浦和・
就業支援サテライト

公益法人セミナー（公益法人会計初
級編、中級編）

課題解決セミナー「中小企業の皆様
必見！情報セキュリティ、ここから
始めましょう！」

東京国際フォーラム

全理連ビル(代々木)

公益法人セミナー（公益法人会計上
級編）

共和会館(浅草橋)

地域創造フェスティバル2018
シンポジウム/地域創造助成要綱説明
会/公立美術館活性化事業説明会/
リージョナルシアター事業説明会/お
んかつ支援プレゼンテーション

東京芸術劇場

職場で活かせるコミュニケーション
講座

東京しごとセンター
(飯田橋)

2018健康経営セミナー 大宮ソニックシティ

社会保険事務講習会 ウエスタ川越

公益法人セミナー「簿記の基礎」 全理連ビル(代々木)

働き方改革対応セミナー「働き方改
革関連法の概要と企業に求められる
対応」

AP東京八重洲通り(京
橋)

埼玉会館

第22回 自治体総合フェア2018 東京ビッグサイト

公共ホール音楽活性化事業　平成
30・31年度登録アーティストプレゼ
ンテーション

HAKUJU HALL(代々木
公園)

避難訓練コンサート【内藤歌子(ｳﾞｧｲ
ｵﾘﾝ)、井上アキ子(ﾋﾟｱﾉ)によるコン
サート】

さいたま市文化セン
ター

公益認定申請及び法人運営について
の簡易セミナー

中央大学駿河台記念
館

事務局

イトーヨーカドー和光
店内サンアゼリアチ
ケットコーナー 事業係 3

研修会等の名称 場所

埼玉県公立文化施設協議会管理研究
会「劇場・音楽堂等と文化ボラン
ティア」

さいたま市民会館い
わつき

文化施設等の耐震天井セミナー
－劇場・音楽堂・映画館・ホール・
文化施設・防災拠点等－

目白大学新宿キャン
パス「研心館ホー
ル」

埼玉県公立文化施設協議会第64回総
会及び総合研修会「社会包摂の取り
組みと公共劇場の役割」
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平成30年10月22日 和光市

平成30年10月25日 厚生労働省

平成30年11月12日 埼玉県　共催:朝霞
市、新座市、志木
市、和光市

平成30年11月12日 東京商工会議所文京
支部、文京区

平成30年11月16日 朝霞税務署

平成30年11月20日 埼玉県

平成30年11月21日 満喜㈱

平成30年12月5日 TSO International
株式会社
共催：(一社)日本劇
場記述者連盟

平成30年12月8日 東京都総務局人権施
策推進課

平成30年12月17日、
20日

新都心ビジネス交流
プラザ

平成31年1月16日、
17日

文化庁、（公社）全
国公立文化施設協会

平成31年1月22日 埼玉県保健医療部生
活衛生課

平成31年1月23日 いずみ会計事務所、
三井住友海上火災保
険㈱

平成31年1月29日 東京商工会議所

平成31年2月1日 和光市

平成31年2月5日 （一社）浦和地区労
働基準協会

平成31年2月6日

平成31年2月7日

平成31年2月7日 和光市危機管理室

女性活躍推進セミナー「女性の活躍
推進と働き方改革」

和光市役所502会議室

公益法人会計セミナー（消費税の基
礎）

全理連ビル(代々木)

ヒューマンライツ・フェスタ東京
2018　講演「オリンピック・パラリ
ンピックと人権」

東京国際フォーラム

障害者差別解消法及び県条例説明会
「障害を理由とする差別の解消の推
進」「障害者差別解消法のポイン
ト」

朝霞市産業支援セン
ター

年末調整説明会/消費税 朝霞税務署

「無期転換ルール」導入支援セミ
ナー

PwCコンサルティング
合同会社 大手セン
タービル2階

マネジメント手法公開セミナー 文京シビックセン
ター

法改正セミナー「民法改正による取
引・契約をする際の注意点　民法
（債権法）改正」

東京商工会議所 中央
支部

女性活躍のための働き方改革実践講
座「働き方が変わるテレワーク導入
の秘訣」

ソニックシティビル
棟

埼玉県労働セミナー 新都心ビジネス交流
プラザ

関東甲信越静支部　地域別劇場・音
楽堂等職員 アートマネジメント研修
会｢東京オリンピック・パラリンピッ
クへ向けた国立劇場の取組み｣/講義

国立劇場

埼玉県建築物衛生管理研修会
「貯水槽の主な劣化現象及び処置方
法について」「特定建築物内の清掃
について」

さいたま市民会館う
らわ

レジャージャパン2018
劇場・音楽堂等の改修に向けた検討
と計画立案」「地域とともに生きる
劇場：実証分析から見えてくるも
の」

東京ビックサイト

企業同和問題研修会 和光市役所502会議室

労務管理講習会「働き方改革関連
法」

埼玉労働局

「理事会運営のポイント～事務局長
の押さえどころ必須項目を弁護士が
解説します～」

新宿住友ビル

平成30年度防犯リーダー養成講座
～地域で見守る防犯のまちづくり～
地域防犯ネット講演会「これからの
防犯教育と地域防犯」

和光市役所502会議室

全国劇場・音楽堂等アートマネジメ
ント研修会2019「基礎講座」、「中
小規模館における予算ゼロのおもし
ろ事業展開」、公立文化施設の大規
模改修」、「劇場・音楽堂等及び芸
術文化団体の評価制度を考える」、
「自然災害（地震、風水害）への備
え」

文化庁、（公社）全
国公立文化施設協会

国立オリンピック記
念青少年総合セン
ター

全国劇場・音楽堂等アートマネジメ
ント研修会2019「自治体文化政策の
基本を理解する」、「劇場・ホール
の自主制作公演の紹介 音楽編」、
「親子のための伝統芸能ワーク
ショップ」、「観劇サポートと
は」、「“ハコ”を活かして！」
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平成31年2月15日 満喜㈱

平成31年2月15日 和光市危機管理室

平成31年3月14日 満喜㈱

平成31年3月27日 （公財）埼玉県芸術
文化振興財団

③　安全衛生・職員厚生その他
実施日 参加人数 場所

平成30年8月7日､8日 12 保健センター

平成30年7月～平成
31年3月

6 契約医療機関

平成30年11月27日 38 市民文化センター

平成31年2月27日 40 市民文化センター

さいたま舞台技術フォーラム2019
貸館業務と劇場スタッフについて～
みなさん、どうしてますか？～

彩の国さいたま芸術
劇場

公益法人セミナー（決算処理の確
認）

共和会館(浅草橋)

公益法人セミナー（決算処理の確
認）

共和会館(浅草橋)

平成30年度和光市防犯リーダー養成
講座～地域で見守る防犯のまちづく
り～「振り込め詐欺防止」

和光市役所602会議室

事業名 備考
定期健康診断 労働安全衛生法、公

社職員安全衛生管理
規則の規定に基づき
実施特別健康診断（人間

ドック）

消防総合訓練② 消防法、和光市民文
化センター消防計画
に基づき実施

消防総合訓練① 消防法、和光市民文
化センター消防計画
に基づき実施
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