
NO 月　日 事業名 事　業　内　容
参加
人数

1 4月～3月 事業スタッフ養成事業　
ｱﾐｰｺﾞでｲﾍﾞﾝﾄを支える音響・照明の操作や公演に当たって案
内・誘導・撤収など事業担う人材を育成した。

536

2 5月14日
アート倶楽部
テーマ「ﾓﾀﾞﾝ＆ﾚﾄﾛたてもの」
（年会費）　第１回　開講式　　講演

30

30

47

28

6

24

6

33

7

7 5月16日 国府弘子「ピアノ一丁！」ライブ
アルバムリリースの一環としてアミーゴを組み入れて開催。チ
ケットは早々完売、当日も質の高いコンサートでお客様は大変
満足されていた。

109

8 6月27日
のこぎり屋根の音楽会
ｱﾌﾀﾇｰﾝｺﾝｻｰﾄVol.37　金管アンサンブル

80

9 9月19日
のこぎり屋根の音楽会
ｱﾌﾀﾇｰﾝｺﾝｻｰﾄVol.38　武蔵野音大生

105

10 4月～5月 エントランスアート　4.5月

11 6月～7月 エントランスアート　6.7月

12 8月～9月 エントランスアート　8.9月

13 10～11月 エントランスアート　10.11月

14 12月～1月 エントランスアート　12.1月

15 2月～3月 エントランスアート　2.3月

16
5月9日
～17日

アートサロン展①
　　荻野哲哉　蝋画展　「未象の庭」

150

17
6月13日
～21日

アートサロン展②
　　オーライタロー絵画展

150

18
7月17日
～24日

アートサロン展③
　　關口佳明展～　　　「水の痕跡」

86

19
8月28日
～9月4日

アートサロン展④
Female－版画と細密描写のペン画展　泉明美

186

20 8月29日
アートサロンコンサート　～夕涼みライブ～
「トルンの調べ」小栗久美子　森川拓哉

63

21
11月20日
～27日

アートサロン展⑤
　　鷲田恭展　　「秋の波」

217

平成２７年度　文化事業の実績（自主事業含む）

文化芸術によるひとづくり

アートに関する事柄（歴史や鑑賞法など）を共に学び、観、感
動して豊かな人生を作ることを目的に開催。
今年度のテーマは「ﾓﾀﾞﾝ＆ﾚﾄﾛたてもの」
第1回　開講式　講演「近代埼玉の建築」
　・伊豆井秀一氏（元埼玉県立美術館学芸員）
第2回　ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸ＆ﾚﾄﾛたてものｺﾝｻｰﾄ（公開）
　・トーク　岡崎紀子氏
　　　　（まちかどの近代建築写真展実行委員会）
　　　　　　オーライタロー氏（画家）
　・コンサート　楊雪（二胡）
第3回　アートウォークⅠ「行田､小川」
　・講師　若林祥文氏　（都市づくりNPOさいたま）
第4回　アートウォークⅡ　「深谷」
　　　　　　　・伊豆井秀一氏
今年度７回目となる企画。アミーゴの施設とも関係がある「ﾓﾀﾞ
ﾝ&ﾚﾄﾛたてもの」をテーマに行なった。３０名の応募があり、県
内の貴重で魅力のある建物を座学と現地視察で学んだ。地域の
産業の発展と友に歩んできた歴史と合わせて学習した。仲間意
識も醸成され、目的が達成できた。

3 6月14日
アート倶楽部　第２回
　　　　ギャラリートーク＆コンサート

4 9月17日
アート倶楽部　第３回
　　　　アートウォークⅠ「行田・小川」

5 11月6日
アート倶楽部　第４回
　　　　アートウォーク「深谷」

アートに関する見学や学習を通し、文化芸術に親しみ、豊かな
情操を育むことを目的に、茨城県笠間市の美術館を巡った。
（笠間日動美術館、茨城県陶芸美術館、笠間稲荷神社）

文化芸術による魅力づくり

午後のひと時、ｱﾐｰｺﾞに行けば素敵な音楽を聴くことができる…
そんなオシャレで気軽な音楽会。
Vol.37　「ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ&ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝで紡ぐ音楽の世界」
ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ：佐藤未歩、火ノ川慎平、中澤一平、中西あずさ
ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ：武石拓海、戸田祥子、西方舞、船見桃花

Vol.38　「～武蔵野音楽大学の名手たち～part2」
平山慧：ｸﾗﾘﾈｯﾄ、清水智紗子：ｿﾌﾟﾗﾉ、犬飼まお：ﾋﾟｱﾉ
上坂愛美：ﾋﾟｱﾉ伴奏、井上直美：ﾋﾟｱﾉ伴奏

来館者を迎えるｴﾝﾄﾗﾝｽをｷﾞｬﾗﾘｰとして、様々な作家による作品
で装飾展示。アート講座などの講師の作品紹介の場としても活
用した。
4.5月　　片庭珠実　蝋画
6.7月　　岡崎紀子　まちかどの近代建築写真
8.9月　　臼井勝彦　　絵画
10.11月　岡村昌明　　絵画
12.1月　 松岡美帆　　絵画
2.3月　　泉明美　　　版画

10,000

6 2月26日 アート散歩　笠間日動美術館と陶芸美術館

サロン洋とテラスを活用したアートの作品による展覧会。サロ
ン的な雰囲気を持たせた展示方法で、来場者を迎えた。
①荻野哲哉　蝋画展「未象の庭」　作家：荻野哲哉
　蝋画というあまり一般的には見受けられない技法を使った作
品を展示。
②「オーライタローレトロたてものを描く」
　　作家：オーライタロー
　Ｂ級建築、看板建築を描いた作品を展示。
③關口佳明　作品展　－水の痕跡－　作家：關口佳明
　水鉄砲を使って描いた作品を展示。
④Female-版画と細密描写のペン画展　作家：泉明美
　女性や動物、植物をペン画、銅版画、水彩画など多彩な表現
で描い出した作品を展示。
☆アートサロンコンサート
　出演：小栗久美子　森川拓哉
　ベトナムの伝統楽器「トルン」のコンサート。アートサロン
展に合わせて夕涼みライブとして行った。
⑤鷲田恭展「秋の波」　作家：鷲田恭
　季節と水、情緒と空間をひとつに和の世界を表現した作品を
展示。



22 4月11日
第13回　アミーゴ楽笑寄席
　　    林家たけ平　林家つる子

62

23 7月5日
第14回　アミーゴ楽笑寄席
浪曲：玉川奈々福　曲師：沢村豊子

57

24 1月30日
第15回　アミーゴ楽笑寄席
　　　　「東西落語二人会」
　　古今亭志ん八　笑福亭べ瓶

85

25 5月30日
弦楽四重奏スプリングコンサート
　　　　ビルマン聡平

アミーゴ初の弦楽カルテット。モーツアルト、ハイドンといっ
たｸﾗｼｯｸ、映画音楽等を演奏。
出演…ビルマン聡平：1stバイオリン　東山加奈子：2ndバイオ
リン　萩谷金太郎：ヴィオラ　太田陽子：チェロ

80

26 2月6日
アミーゴバースデーコンサート
　　　　トリオフルール

アミーゴのバースデーコンサート。本格クラシックと映画音楽
で誕生15年目を祝った。
出演…トリオフルール　横山聡子：フルート　加藤恵理：ヴァ
イオリン　南雲彩：ピアノ

112

27 3月12日
スプリングコンサート
～心ときめく音楽の花束～　Ally-oop

ヴァイオリンとピアノのデュオによるコンサート。春の訪れを
感じさせる爽やかなコンサートになった。
出演…Ally-oop  山本大将：ヴァイオリン　志村和音：ピアノ

95

上質な古典芸能の鑑賞。狂言三番「寝音曲」「佐渡狐」「伯
母ヶ酒」を鑑賞した。その他、東次郎師から狂言の話を伺い小
舞「鵜飼」を舞っていただいた。
出演：山本東次郎、則俊、泰太郎、則孝、則重、則秀、凛太郎

112

公演後、懇親会を行い演者とお客様の交流ができた。 13

29 9月12日
清元と日本舞踊　～粋な世界へご招待～
　      清元協会・藤間達也

「清元のいろは」公演が好評につき公演第2弾。清元の艶やかな
音色と日本舞踊の魅力をわかりやすい解説と実演で行った。
出演…清元志寿造、清元美三郎：三味線　清元清栄太夫、清元
國惠太夫：太夫　藤間達也：日本舞踊

74

30 9月26日
アミーゴ寄席　三遊亭兼好独演会
　　　　三遊亭兼好・三遊亭けん玉

アミーゴでは初となる　談幸師匠以外の真打の落語会。談幸師
匠とは異なり、早いテンポでの話し方であっという間にお客を
引き込み笑いの渦を湧き起こした。
出演…三遊亭兼好（真打／高砂や・お見立て）三遊亭けん玉
（前座／やかん）

84

31 10月17日
第13回アミーゴ落語会
　　　　立川談幸・宮田陽・昇

アミーゴでお馴染みの立川談幸師匠を招いての落語会。漫才、
宮田陽・昇をゲストに招いた。落語、漫才共々質の高いもので
お客様も大変満足されていた。
出演…立川談幸（真打／替わり目・百年目）宮田陽・昇（真打
／漫才）

75

32 6月22日
うたごえＡＭＩＧＯ！
      ～歌はまちを元気にする～

69

33 6月22日
うたごえＡＭＩＧＯ！
    ～歌はまちを元気にする～ Vol.2

64

34 12月 エントランス装飾 12月ｸﾘｽﾏｽの装飾でｴﾝﾄﾗﾝｽを飾り、季節のｲﾍﾞﾝﾄを演出した。 ‐

35 4月～3月 染織工房　染織体験運営
地域の産業である染物、織物を体験する工房運営事業。
開催日：織物…水・木・金・土　／　染織…水・金

2,665

36
6月13日

～
ドラマ工房　劇団アミーゴ
　　　ワークショップ・稽古

市民公募で劇団員を募集、演出・脚本家の原田裕史氏の指導の
もと、ワークショップ、稽古を行った。

32

37
4月18日
4月19日

劇団アミーゴ
　　　第8回公演　「ガイアの夢」

近未来の老人介護のお話。作・演出　原田裕史
第8回公演　「ガイアの夢」3回公演
➀77名　②78名　③78名

233

38
2月13日
2月14日

アミーゴ開館15周年記念
  劇団アミーゴ　 第9回公演 「JU-RO」

入間の歴史を飾る鎌倉武士「金子十郎家忠」をモチーフにした
作品。作・演出　原田裕史
第9回公演「Ｊｕ－Ｒｏ」　➀71名　②68名　③72名

211

39 5月～1月
ドラマ工房　劇団アミーゴ
              10minシアター 公演

劇団アミーゴのミニ公演。
①5/12 入間市国際交流協会　総会
　　　「Once in alifetime chance」70人
②5/19 NPO総会
　　　「Once in alifetime chance」　　80人
③9/27　ロータリークラブ
　　　「Friends10万キロを越えて」　　　80人
④10/11,12　秋まつり　いるまクラフトフェア
　　　「ときめき♡ﾏﾁｭｱﾌﾙｰﾂ」　1200人
⑤12/3　ふるさと学習会in アミーゴ
「アミーゴ誕生物語～時を紡いで」西武中学校1年生60人
⑥2/6　アミーゴ開館15周年記念祝賀会
　　　「ときめき♡ﾏﾁｭｱﾌﾙｰﾂ」80人

1,570

日本の誇る伝統文化を通じて地域の魅力づくり、ｺﾐｭﾆﾃｨｰ創造の
場にしたいと開催。若手の落語家さんを応援することも視野に
開催。若手実力派ならではの勢いと瑞々しさを堪能した。
4/11　林家たけ平（二つ目／荒茶・浜野矩随）
　　　林家つる子（前座／やかん）
7/5 　玉川奈々福・沢村豊子
　　　（仙台の鬼夫婦・浪花節更紗）
1/30　笑福亭べ瓶（上方／鴻池の犬・時うどん）
      古今亭志ん八（二つ目／ﾃﾞﾒｷﾝ・まぬけの釣り）

28 6月6日
第１４回　アミーゴ狂言会
　    大蔵流山本会　山本東次郎ほか

プロジェクターで歌詞を映し出し、童謡や唱歌、抒情歌の美し
いメロディをピアノに合わせて歌う。歌に関する蘊蓄を挟み込
みながら笑いもある朗らかな会となった。
出演：大城みほ・湯本佳子

文化芸術による芽づくり



5月～11月
オペラ工房　オペラ合唱団
　　　　　　ワークショップ・練習

発声の基礎、イタリア語・ラテン語の発生を中心に美しい合唱
の歌い方を学んだ。
講師：香月健　ピアノ：都築啓子　　練習日：5/9、6/20、
7/18、9/26、10/17。

24

11月14日 オペラ工房　オペラ合唱団　成果発表会
練習の成果を発表した。観客は、広報せず関係者を招待する形
で無料で行った。

70

1月16日 新春オペラ　ガラ・コンサート　公演

現役のソリストたちと一般募集の合唱団で構成されたチームで
の公演。合唱付きのデュエットも披露でき、新春の華やかな雰
囲気を楽しんだ。
ピアニスト：都築啓子、ソリスト：上本訓久、工藤志州、笹倉
直也　共演：アミーゴ合唱団

65

41 5月10日
アート講座　「蝋画を描こう」
　講師：荻野哲哉

蝋と墨を使った技法を使って絵を描く講座。蝋画の技法の面白
さに参加者の方々も夢中になった。

10

42 8月30日
アート講座
「アルミ板で作るレリーフアート」
　講師：泉明美

アルミ板に描いた動物や抽象画をハサミで切り出し金づちで形
を打ち出し額装する講座。夏休み中ということもあり幼児含む
低学年からのこども17人と大人2名の参加となった。

19

43 9月13日

アート講座
「とかして、たたいて、ブローチをつくろ
う」
　講師：中嶋明希

錫を使った鋳造によるアクセサリー作りの講座。ガスコンロで
材料を溶かし、木の実などを紙粘土で型取りしたものに流し込
み、形成。作業自体はシンプルだったが参加者の方は何度か挑
戦していた。

7

44 11月22日
アート講座　「秋の短冊掛け制作」
　講師：鷲田恭

掛け軸を作りススキの穂や茎を筆や刷毛と共に使い短冊を作る
講座。芸術の秋にぴったりの、和を感じさせる制作に参加者の
方々も満足されていた。

8

45
2月28日
3月13日

アート講座　「抹茶茶碗をつくろう」
　講師：坂口基久子

抹茶茶碗を作り、その茶碗でお茶をいただく全3回の講座。釉薬
かけ、絵付け体験のプログラムも組み込んでいる。最後はアー
トな春フェスでお茶会を行う。
➀2/28　②3/13　③4/9（28年度）

17

46 7月24日
遊び場アートスタジオ
「水鉄砲で絵を描こう」　講師：關口佳明

小学生を対象に行った講座。アクリル絵の具を塗り一色ごとに
水鉄砲で流すことを3回繰り返しアート作品を制作した。楽しみ
ながらアート作品を制作することができた。

15

47 7月2日
クラフト講座➀
「夏に大活躍！かごバックを作りましょう」
　講師：長谷川みゆき

夏に使えるおしゃれなかごバックを制作する講座。ﾁｹｯﾄ発売前
から問い合わせも多く、定員を10人から13人に増やして募集し
た。初心者であったが、皆満足した作品ができた。

13

48 12月6日
クラフト講座②
「消しゴムはんこを作ろう」
　講師：佐藤ゆかり

消しゴムを図柄に合わせて削りハンコを作る講座。小１から普
段仏像を彫る方まで様々な経験の参加者がいましたが、どの作
品も素敵に仕上がっており、手軽に楽しく達成感を得られる講
座となった。

16

1,500

11

‐

笹倉慎介　Live　　　ギター、ヴォーカル 57

ほっと！夏フェスタ2015　　来場者 2,000

10

1

7,000

‐

52 11月21日
地域交流事業　小鹿野歌舞伎公演
　　　小鹿野歌舞伎保存会

埼玉県小鹿野町の歴史ある小鹿野歌舞伎を招聘し公演会を開催
した。歌舞伎の上演の他WSで下座音楽の紹介や子どもの口上を
行った。公演後、保存会の皆さんとスタッフで交流会を行っ
た。

107

53 2月6日 アミーゴ事業等写真展・広報事業
ﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾗｲﾌﾞ会場にて、27年度の事業写真などを展示。ｱﾐｰｺﾞを
来館者に紹介した。広報紙など発行。

180

40

文化芸術によるまちづくり

49 4月4日
アートな春フェス2015
　　～ARTであそぶ～

2回目のアートな春フェス。アミーゴにふさわしい展示とワーク
ショップで「ARTであそぶ」をテーマにアートを楽しみながら作
家と参加の人々が交流する場をつくれた。アーティストと創り
上げる場と空間の面白さを参加した人々と体験できた。体験
ws10、出店11。

50 8月15日

入間市納涼花火大会に合わせアミーゴでも飲食店を開催。来場
者数2000人。
・出店者…ブラジレイラ、サン　ケバブ、ところざわ犬猫支援
の会、めんふく、インド料理ハベリ、アンドウミート、ダイア
パレス有志会、印度亭、NPO法人あそびあーと入間おやこ劇場、
福島青蓉　計10店。

ほっと！夏フェスタ2015　出店参加者

51
10月

11～12日

アミーゴ秋まつりVol.8
　　～いるまクラフトフェア～
（クラフト展・庭の茶席・
　　　　　　　体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなど）

アミーゴならではの芸術の秋にふさわしいアートフルフェスタ
を開催。ｸﾗﾌﾄ展、茶席、アミーゴ市場、味のれん、体験ワーク
ショップ（竹細工、ブリキ、木工クラフト、和紙、染色等）、
テラスライブなど多彩に展開、文化芸術を材料に地域コミュニ
ティの場を作った。
（出店数：クラフト展32、味のれん12、市場7、体験WS8、茶席
2）
（テラスライブ参加：14団体）



54 2月～3月 アート春フェス　準備
アートであそぶをテーマに、アート展・ワークショップ・お茶
席・ステージパフォーマンス・カフェ＆マルシェなどのイベン
トを開催する。アートで地域コミュニティを創造する。

-

合　　　計 28,716

NO. 月　　日 事業名 事業内容
参加
人数

1 5月13日
アウトリーチ事業　学校狂言会
　　大蔵流山本会　藤沢北小学校6学年

150

2 5月13日
アウトリーチ事業　学校狂言会
　　大蔵流山本会　宮寺小学校5,6学年

100

3 11月9日
アウトリーチ事業　学校邦楽教室
　　講師：吉川由里子・田中黎山
　　仏子小5,6学年

将来の文化芸術を担う子どもたちに古典芸能である邦楽を紹介
した。筝と尺八の演奏、楽器についての歴史、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟと内容
の濃い体験となった。

300

4 11月28日
アウトリーチ事業　藤沢公民館
　ジャズコンサート　モンクストリオ

アミーゴの持つ事業ノウハウで藤沢公民館にジャズを出前し
た。藤沢地区の方々に喜んでいただき、アミーゴ事業の広報が
できた。

190

5 1月23日
アウトリーチ事業　　宮寺公民館
　　笑春寄席　　講談　宝井一凛

45

6 2月17日
アウトリーチ事業　　金子母子愛育部
　　健康落語会　　　柳家喬の字

50

7 3月9日
アウトリーチ事業　　黒須公民館
　　落語会　　立川こはる

90

8 3月27日
アウトリーチ事業　　金子公民館
　　弥生寄席　　立川志遊

50

9 2月23日
アウトリーチ事業　　杏ほいくえん
　　アートこいのぼりをつくろう

アートな春フェスに関連して、こいのぼりを描くワークショッ
プを近隣の杏ほいくえんの協力を得て、行った。こいのぼり型
に縫った生地にクレヨンで絵を描き絵具で思い思いに模様を描
いた。保育時間内ではなかなかできない体験と喜んでもらっ
た。

60

58

32

AMIGOハロウィン2015
　　子どもゆめ基金助成事業　子ども

82

AMIGOハロウィン2015
　　子どもゆめ基金助成事業　大人

53

12 9月21日
地域コミュニティ事業
西武地区５区敬老会支援
　　出演：藤光・土屋

敬老会を地域の中の施設、地域との共生という観点からアミー
ゴで開催し、クラシックや唱歌のジャズアレンジ曲などの演奏
会を行った。ﾋﾟｱﾉ：藤光　ｿﾌﾟﾗﾉ：土屋

100

13 10月24日
入間万燈まつり支援事業
　　（祭り任せ等支援）

入間万燈まつりのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰに協力し、まつりの盛大な開催
を支援した。

6

14 12月3日
地域の産業を学ぶ　IN　アミーゴ
　西武中1年
「いるまの織物の歴史とｱﾐｰｺﾞ」劇団ｱﾐｰｺﾞ

西武小学校の授業の一環としてアミーゴで「いるまの織物の歴
史とアミーゴ」について学習会を行った。スライドによる解説
と劇団ｱﾐｰｺﾞの「時を紡いで」を上演。

60

15 7～3月 にぎわい創出事業
アミーゴグッズ（クリアファイル、ポストカード、いるま織
り、巾着etc）制作販売

‐

16 9月16日
にぎわい創出事業
　　西武鉄道ウォ―キング協力

西武鉄道主催の「ウォ―キング＆ハイキング」の支援事業。ア
ミーゴ館庭に寄るのでアミーゴの紹介、ミニコンサート、染織
体験、飲食出店、入間の特産物品販売を行った。出演：レ
ディースコンソート（合唱）・トーンチャイムの会（トーン
チャイム）

1,940

17 4～3月 広報事業
アミーゴ施設と事業を広く知ってもらうために、ｱｰﾄ展の作家に
ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ用の原画を依頼し制作した。また、FMでの広報などを
行った。

‐

合　　計 3,366

11 10月31日

子どもゆめ基金より助成を受け行った事業。文化芸術によるま
ちづくりを目指し、地域における異世代の交流の場を提供する
という目的でダンス、ダンスワークショップ、オリエンテーリ
ングの3つのプログラムを企画し開催した。竹と和紙で巨大パン
プキンランタンを制作、当日参加者が飾り付けをつけて見栄え
のする作品となった。　参加人数　子ども…82人　大人(保護
者)53人

＊参加人数は、1事業複数回開催するものがあり実数ではありません。記載数字より多数の人数が参加しています。

その他の事業（法人事業／指定管理外事業）参考

アミーゴの持つ事業ﾉｳﾊｳを他施設に出前する。将来の文化芸術
を担う子どもたちに狂言の鑑賞とワークショップで所作（歩き
方、動物の泣き方など）を体験してもらった。大蔵流山本会の
若手狂言師である山本泰太郎師、凛太郎師の出演と指導。演
目：柿山伏

アミーゴの持つ事業ノウハウで落語会を他施設に出前し、ア
ミーゴ事業の広報をした。
・宮寺公民館の依頼により寄席を企画。真打の講談師宝井一凛
で楽しんだ。地域住民45人が参加した。
・金子母子愛育部の依頼により健康落語会を企画。二つ目の落
語家柳家喬の字で楽しんだ。地域住民50人が参加した。会場は
金子公民館。

・黒須公民館の依頼により落語会を企画。二つ目の立川こはる
で楽しんだ。地域住民60人が参加した。　　　・金子公民館の
依頼により落語会を企画。真打の落語家立川志遊で楽しんだ。

10 7月11日
埼玉県文化振興基金助成事業
　　打楽器って楽しい!!
　　　ﾄﾞｷﾄﾞｷ体感ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ＆ｺﾝｻｰﾄ

埼玉県文化振興基金より助成を受け取った事業。文化芸術によ
るまちづくり、芽づくりを目指す。こどもを対象とした事業
で、普段触れることのない楽器演奏体験のツアー、打楽器つく
り、コンサートなどこどもたちにとって貴重な体験となった。
子ども58名,大人32名


