
   令和２年度（２０２０年度）公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団事業報告 

 

  令和２年度は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、生活様式までが一変

した激動の年となりました。 

  緊急事態宣言の発出による外出自粛や休業要請等、施設利用のキャンセルや公演チケ

ットの払い戻し等による事務的手続きにも多大なる影響が生じました。三密（密閉・密

着・密集）を意識したソーシャル・ディスタンスが打ち出されましたが、緊急事態宣言

を繰り返すこともあり、事業団運営につきましても非常に厳しい状況を迎えております。

令和２年度におきましては施設稼働率が５１．９％と急激に落ち込み、約２カ月間にわ

たる休館や施設利用者への入場者制限（５０％以内）が大きく影響した結果となってお

ります。施設利用の減少に伴い、利用料収益や駐車場収益も当初の見込みから大幅に下

がった結果となりました。又、事業報告の中にもありますように、４月から８月までの

自主事業公演が全て中止になる等、その後の公演にも大きな影響を及ぼしました。 

  そうした状況下ではありますが、令和３年度は支出面での縮減を行うとともに、事業

団内部の組織改革を推し進め、現在も続く新型コロナウイルスによる困難に打ち勝って

いけるよう、様々な面での努力を惜しむことなく、事業団運営及び大阪狭山市文化会館

の運営に尽力してまいります。 

 

 

（１）公益目的事業 

  大阪狭山市の文化芸術の振興及び文化芸術振興を行う場の提供事業として以下の（Ａ）

から（Ｆ）の事業を行いました。 

 （Ａ）あらゆる立場の市民が質の高い芸術作品に触れ、それを享受し、自己の文化・芸

術に対する指向性を啓発する機会を提供する鑑賞型事業（定款第４条第１項第１

号に該当） 

（Ｂ）優れた芸術作品を創造し、発信する創造型事業（定款第４条第１項第１号に該当） 

 （Ｃ）市民の文化活動を振興する市民参画型事業（定款第４条第１項第２号、第３号に

該当） 

（Ｄ）文化芸術を振興するための教育普及事業（定款第４条第１項第３号に該当） 

 （Ｅ）市民の積極的な文化芸術活動を推進するための地域文化活動支援事業（定款第４

条第１項第２号に該当） 

 （Ｆ）市民の文化活動を推進するための基盤整備事業（定款第４条第１項第３号、第５

号に該当） 

 

（２）収益事業等 

 地域の文化芸術の発展に資する事業（定款第５条に該当） 

 

 

 

 



（１）公益目的事業 

（Ａ）あらゆる立場の市民が質の高い芸術作品に触れ、それを享受し、自己の文化・芸

術に対する指向性を啓発する機会を提供する鑑賞型事業（自主事業） 

 公演日 公演名 会場 内容 入場者数 

ア 2020.10.25

（日） 

村治佳織＆村治奏一 

ギター・デュオコンサ

ート 

大ホール ４月１８日に公演を予定していま

したが、新型コロナウイルスの影

響により、公演日を変更して開催

致しました。 

村治佳織さん、奏一さん共に当館

への再訪、又、姉弟揃ってのデュ

オコンサートとして開催しまし

た。 

滑らかな指さばきから繰り出す柔

らかな音色、二人で息を合わせた

演奏は、ソロの時とは違った趣き

を演出し、軽妙なトークも非常に

楽しく、参加者を魅了していまし

た。 

369 

イ 2020.4.19

（日） 

大阪府立淀川工科高等

学校吹奏楽部特別演奏

会 

大ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

ウ 2020.9.12

（土） 

ポケット劇場 

影絵劇「赤ずきん」 

コンベンショ

ンホール 

５月５日に公演を予定していまし

たが、新型コロナウイルスの影響

により、公演日を変更して開催致

しました。 

昨年に引き続き、影絵劇をワーク

ショップ付きで開催しました。 

新型コロナウイルスの影響にも負

けず、たくさんの参加者がありま

した。演目の「赤ずきん」も分か

りやすく、事前のワークショップ

も盛り上がり、親子一緒に生の影

絵劇を臨場感たっぷりで楽しんで

いました。 

88 

2020.12.19

（土） 

ポケット劇場 

影絵劇「ぶんぶくちゃ

がま」 

コンベンショ

ンホール 

９月の公演に続いて、子ども向け

のイベントとして開催しました。 

演目が、未就学児には少し難しか

ったかもしれないですが、ワーク

ショップを含め、間近で感じる影

絵劇の臨場感に、子どもたちは大

65 



興奮、親子で楽しんでいました。 

エ 2020.4.29

（水・祝） 

大黒摩季 MAKI OHGURO 

LIVE TOUR 2020 

大ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

オ 2020.11.18

（水） 

さやか寄席「桂米朝一

門会」 

大ホール ５月１７日に公演を予定していま

したが、新型コロナウイルスの影

響により、公演日を変更して開催

致しました。 

当初の日程から２度も変更となり

ましたが、本年度の米朝一門会を

開催することが出来ました。 

ざこばさん、南光さん、米團治さ

んと錚々たる一門会の顔ぶれが揃

い踏み、会場はいっぱいとまでは

いきませんでしたが、この時期と

しては盛況に終わることが出来、

参加者はとても堪能された様子で

した。 

537 

カ 2020.6.25

（木） 

福田こうへいコンサー

トツアー2020 

大ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

キ 2020.8.10 

（月・祝） 

劇団四季ファミリーミ

ュージカル「人間にな

りたがった猫」 

大ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

ク 2020.8.30

（日） 

南海コンサート 大ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

ケ 2020.10.17

（土） 

沢田研二 LIVE 2020 

Help!Help!Help!Help! 

大ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

コ 2020.10.18

（日） 

さやか寄席「春風亭一

之輔独演会」 

大ホール 一昨年の公演時に一之輔さんが再

訪を約束し、今回の開催の運びと

なりました。 

新型コロナウイルスの影響を受け

てか、予想よりも少ない入場者数

でしたが、一之輔さんに熱が入り、

軽快な噺ぶりに爆笑の渦、会場は

温まり、ほっこりしました。 

338 

サ 2020.10.22

（木） 

キエフ・クラシック・

バレエ 

大ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

公演中止 



白鳥の湖～全２幕～ 中止致しました。 

シ 2020.11.28

（土） 

沖仁フラメンコギター

コンサート 

小ホール フラメンコギタリスト沖仁による

コンサートを２年振りに開催しま

した。 

コロナ禍にも拘わらず、たくさん

の参加者がありました。変わらず

の世界が認めたテクニックと演奏

に、会場中のお客様が魅了されて

いました。 

232 

ス 2021.1.23

（土） 

さやか寄席「桂文枝独

演会」 

大ホール 毎年恒例、新春の定番行事となっ

ている桂文枝さんの独演会を本年

度も開催しました。 

独特の創作落語に会場は大爆笑の

渦となり、新春を祝う縁起のいい

催し物となりました。 

288 

セ 2021.1.31

（日） 

タンゴ＆シャンソン 小ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

ソ 2021.2.14

（日） 

夏井いつき 句会ライ

ブ 

大ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

タ 2021.2.21

（日） 

スターダスト☆レビュ

ー ４０周年ライブツ

アー  

「年中模索」～しばら

くは、コール＆ノーレ

スポンスで～ 

大ホール デビュー以来、日本中に根強い人

気を誇るロックバンドによるツア

ーコンサートを当館で開催しまし

た。 

個性的なトークとエンタテイメン

ト性に溢れたコンサートが大好評

で、チケットは即完売となる等、

当館の大ホールは本格的なライブ

会場となり、参加者の熱気で包ま

れました。 

547 

チ 2021.3.14

（日） 

さやか寄席「吉弥 よ

ね吉二人会」 

小ホール 毎回満席となっている二人会、昨

年度は残念ながら新型コロナウイ

ルスの影響により止むなく公演を

中止しましたが、本年度は無事に

開催することが出来ました。 

桂米朝一門の中でも際立っている

二人がコンビを組み、既にベテラ

ンの域に差し掛かっている軽やか

な話術は相変わらずの安定感で、

321 



満席となった会場を沸かせていま

した。 

ツ 2021.3.6

（土） 

八神純子 Live キミの

街へ ～Here We Go！ 

大ホール 往年のシンガーソングライター、

八神純子さんのコンサートを開催

しました。 

「みずいろの雨」、「思い出は美し

すぎて」、「パープルタウン」等の

名曲の数々を惜しげもなく熱唱

し、参加者も当時を思い出すよう

に、懐かしんでいるようでした。 

497 

テ 2020.5.8

（金） 

さやか名画座 

「パリの家族たち」 

（２回上映） 

小ホール 映画館のない大阪狭山市内のファ

ンのニーズに応えるため、隔月で

上映。好評を博す作品を選定でき

ました。 

※５月８日、７月１０日の公演は、

新型コロナウイルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

2020.7.10

（金） 

さやか名画座 

「泣くな赤鬼」 

（２回上映） 

小ホール 公演中止 

2020.9.11

（金） 

さやか名画座 

「永遠の門 ゴッホの

見た未来」 

（２回上映） 

小ホール 198 

2020.11.13

（金） 

さやか名画座 

「男と女 人生最良の

日々」 

（２回上映） 

小ホール 258 

2021.1.15

（金） 

さやか名画座 

「ナイブズ・アウト 

名探偵の刃の館の秘

密」 

（２回上映） 

小ホール 108 

2021.3.12

（金） 

さやか名画座 

「シェイクスピアの

庭」 

（２回上映） 

小ホール 234 

 

（Ｂ）優れた芸術作品を創造し、発信する創造型事業（自主事業） 

 公演日 公演名 会場 内容 入場者数 

ア 2020.11.7 

（土） 

さやかミニ落語会 

「文鹿のほねぶと落語

会」 

大会議室 大会議室に高座を組み、演者との

距離をより身近に感じていただく

ための落語会。今では定着し、会

場は溢れんばかりの盛況となって

71 

2021.3.27 さやかミニ落語会 大会議室 52 



（土） 「雀五郎のたっぷり落

語会」 

います。演者は若手中心ですが、

来館者はいつも満足げに帰られる

のが印象的でした。 

※４月２５日、６月２０日、８月

８日の公演は、新型コロナウイル

スの影響により、公演日を変更し

て開催致しました。 

2021.1.16

（土） 

さやかミニ落語会 

「鉄瓶のつうかい落語

会」 

大会議室 41 

2020.10.10

（土） 

さやかミニ落語会 

「歌之助のとっておき

落語会」 

大会議室 46 

2020.12.12

（土） 

さやかミニ落語会 

「染左のさわやか落語

会」 

大会議室 55 

2021.2.20

（土） 

さやかミニ落語会 

「佐ん吉の風雲！落語

会」 

大会議室 60 

イ 2020.5.2

（土） 

SAYAKA クラシックスス

ペシャル 2020（第１回） 

西川悟平 トーク＆ピ

アノコンサート 

小ホール 新進気鋭の若手アーティストを取

り上げるこの企画、本年度も継続

して３回シリーズで開催しまし

た。 

若手アーティストの瑞々しさ溢れ

る演奏に参加者は耳を傾け、今後

の成長を伺うように、堪能してい

ました。 

※５月２日の公演は、新型コロナ

ウイルスの影響により、感染拡大

防止のため、公演を中止致しまし

た。 

※７月４日に予定していたＸ

[iksa]辺見康孝（ヴァイオリン）

＆松村多嘉代（ハープ）コンサー

トは、新型コロナウイルスの影響

により、公演日を２月２８日に変

更し、開催致しました。 

公演中止 

2021.2.28

（日） 

SAYAKA クラシックスス

ペシャル 2020（第２回） 

Ｘ[iksa]辺見康孝（ヴ

ァイオリン）＆松村多

嘉代（ハープ）コンサ

ート 

小ホール 97 

2020.9.27

（日） 

SAYAKA クラシックスス

ペシャル 2020（第３回） 

田中正也＆コハーン・

イシュトヴァーン 

～魅惑のピアノとクラ

リネット～ 

小ホール 112 

ウ 2020.9.19

（土） 

南河内文化会館ネット

ワーク事業 南河内ジ

ャズフェスティバル 

 

コンベンショ

ンホール 

新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

 

（Ｃ）市民の文化活動を振興する、市民参画型事業（自主事業） 

 公演日 公演名 会場 内容 入場者数 

ア 2020.10.18 さやま芸術祭 全館 大阪狭山市内で文化活動を行って 1,100 



（日）～ 

11.8（日） 

○舞台部門・６事業 

○展示部門・３事業 

いる個人・団体がその活動の日頃

の成果を発表する場として、文化

の日である「１１月３日」を基点

に前後合わせて約１カ月間にわた

り芸術祭期間を設定。舞台・展示

の２部門に分けて参加者を募集

し、舞台部門６事業、展示部門３

事業を行いました。 

※舞台部門で１事業、及びさやま

茶会（裏千家）が開催を中止致し

ました。 

イ 2021.2.7

（日） 

関西フィルハーモニー

管弦楽団 

Meet the Classics Ⅲ 

大ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

ウ 2020.8.22

（土） 

SAYAKA キッズフェステ

ィバル 2020 

全館 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

エ 2020.4.13

（月） 

SAYAKA レコードサロン 小ホール 

ホワイエ 

思い出の一枚となるレコードを愛

好家が持ち寄り、温かいお茶を飲

みながら参加者間での交流を深め

ました。 

※４月１３日、５月１１日、６月

８日、７月１３日、８月３日の公

演は、新型コロナウイルスの影響

により、感染拡大防止のため、公

演を中止致しました。 

公演中止 

2020.5.11

（月） 

SAYAKA レコードサロン 小ホール 

ホワイエ 

公演中止 

2020.6.8

（月） 

SAYAKA レコードサロン 小ホール 

ホワイエ 

公演中止 

2020.7.13

（月） 

SAYAKA レコードサロン 小ホール 

ホワイエ 

公演中止 

2020.8.3

（月） 

SAYAKA レコードサロン 小ホール 

ホワイエ 

公演中止 

2020.9.14

（月） 

SAYAKA レコードサロン 

「トラッド・ジャズ特

集！」 

小ホール 42 

2020.10.12

（月） 

SAYAKA レコードサロン 

「シリーズ「ベートーヴ

ェンの３つの小宇宙」 

第１回ピアノ・ソナタ」 

小ホール 45 

2020.11.9

（月） 

SAYAKA レコードサロン 

「シリーズ「ベートーヴ

ェンの３つの小宇宙」 

第２回室内楽と歌曲」 

小ホール 44 

2020.12.14

（月） 

SAYAKA レコードサロン

「シリーズ「ベートーヴ

小ホール 28 



ェンの３つの小宇宙」 

第３回交響曲と協奏曲」 

2021.1.18

（月） 

SAYAKA レコードサロン 

「愛の詠唱」 

小ホール 30 

2021.2.8

（月） 

SAYAKA レコードサロン 

「JAZZY VALENTINE」 

小ホール 39 

2021.3.8

（月） 

SAYAKA レコードサロン 

「ベートーヴェン・シ

リーズ ラストプログ

ラム」 

小ホール 54 

 

（Ｄ）文化芸術を振興するための教育普及型事業（自主事業） 

 公演日 公演名 会場 内容 入場者数 

ア 2020.7.4

（土） 

2020.7.11

（土） 

2020.7.18

（土） 

2021.2.27 

（土） 

2021.3.6 

（土） 

2021.3.13

（土） 

国際理解公開講座 

（前期後期、全６回） 

大会議室 帝塚山学院大学比較文化研究所と

の共催で、前期（３回）は、「「危

機」を考える」をテーマに講演会

を予定していましたが、感染拡大

防止のため、講演会を中止致しま

した。又、後期（３回）は、前期

に予定していたテーマ「危機を考

える」を再度取り上げ、講演会を

行いました。 

※前期の開催となる７月４日、７

月１１日、７月１８日の講座は、

新型コロナウイルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、開催を

中止致しました。 

88 

イ 2020.11.19

（木） 

2021.1.22 

（金） 

音活アウトリーチ・幼

稚園派遣コンサート 

市内幼稚園等 大阪教育大学演奏学科の学生を市

内の幼稚園等に派遣し、出かける

音楽会を開催しました。目覚まし

く成長する幼児期の多感な時期に

子どもたちの感性を磨くために始

めたアウトリーチ企画。園児たち

は目を輝かせながら、生の音楽を

聴き、直接楽器に触れていました。 

※１月２９日の開催は、新型コロ

ナウイルスの影響により、感染拡

大防止のため、開催を中止致しま

した。 
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（金） in SAYAKA り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

ウ 2020.8.8

（土） 

「平和を考える市民の

つどい」～Think The 

Peace2020～ 

小ホール 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

 

（Ｅ）市民の積極的な文化芸術活動を推進するための地域文化活動支援事業 

 公演日 公演名 会場 内容 入場者数 

ア 6～3 月 文化の花咲かそ補助金 大ホール 

小ホール 

コンベンショ

ンホール 

展示ホール 

当館での市民の自主的な文化芸術

活動を促進するために設けた補助

金制度。２０２０年度は９団体・

６事業に対し、898,000 円の補助

金を交付しました。 

※新型コロナウイルスの影響によ

り、３団体３事業が公演を中止致

しました。又、１団体１事業が公

演日を変更して開催致しました。 

7,235 

イ 2020.6.13-

14 

（土～日） 

大阪府合唱祭 全館 新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、公演を

中止致しました。 

公演中止 

 

（Ｆ）市民の文化芸術活動を推進するための基盤整備事業 

 公演日 公演名 会場 内容 入場者数 

ア 奇数月１日 SAYAKA ニュース（機関

誌）の発行 

－ 自主事業・貸館も含めた文化催事、

主催公演の情報、近隣他館の公演

案内など、文化芸術に関する情報

を掲載した情報誌を 6 回発行しま

した。 

－ 

イ 11 月・3 月 大阪狭山市地域情報誌

（AGUA）の発行 

－ 「わが街・再発見」をコンセプト

に、大阪狭山市の文化芸術に関す

る人やまちの文化資源等をまとめ

た情報誌を 2 回（11 月・3 月）発

行しました。 

－ 

ウ － 文化情報コーナー 文化情報コー

ナー 

当館の文化情報コーナーを活用

し、さまざまな文化情報の発信窓

口として市民や当館利用者、近隣

他館が行う催事のポスターの掲示

及びチラシ等の配置を行いまし

た。 

－ 

エ － ホームページの運営 － ホームページを運営し、当館での － 



イベント情報、施設案内、施設空

き情報、駐車場混雑予想、当事業

団関係情報等を掲載しました。 

オ － LINE の配信 － ＬＩＮＥ登録者に対し、定期的に

公演情報等を配信しました。 

－ 

カ － ポスター・チラシ掲示、

配架 

大阪狭山市内 市役所や市内公共施設を始め、市

内各所で公演ポスターの掲示及び

チラシを配置し、ＰＲに努めまし

た。 

－ 

キ 2020.7.3

（金） 

第 11 回 SAYAKA な人の

集い（文化芸術懇談会

の実施） 

コンベンショ

ンホール 

新型コロナウィルスの影響によ

り、感染拡大防止のため、開催を

中止致しました。 

開催中止 

ク － 文化芸術活動への支援

と場の提供 

－ 大阪狭山市文化会館条例及び大阪

狭山市文化会館の管理運営に関す

る基本協定書に基づき、施設貸出

に関する一切の業務を行いまし

た。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）収益事業等 

（Ａ）公益目的以外の目的で使用する施設 

    当館の施設を公益目的ではなく、商業宣伝、営業その他これらに類する目的で利

用する場合は、大阪狭山市文化会館条例で規定する基本料金に５割を乗じて得た額

を加算しました。 

 （Ｂ）有料駐車場の運営 

    当館利用者の利便性を図るため、当館駐車場管理規程に基づき駐車料金を徴収し

ました。 

（Ｃ）チケット受託販売 

    当館の貸館によるホール系イベントに限定し、そのチケット販売を使用者から受

託し、その手数料を徴収しました。 

（Ｄ）音楽グッズの受託販売 

    業者から委託された音楽グッズ（オルゴールやブローチなど）を販売し、その手

数料を徴収しました。 

（Ｅ）公演グッズの販売 

    当事業団主催による事業を実施する場合に、その事業関係者が持ち込むＣＤ、本、

その他コンサートグッズなどの販売に係る手数料を徴収しました。 

（Ｆ）有料広告掲載 

    奇数月の１日に発行する SAYAKAニュース（機関誌）への広告掲載を募集し、掲載

料を徴収しました。 

（Ｇ）飲料用自動販売機の設置 

    当館利用者の利便性を図るため、大阪狭山市から使用許可を受けた箇所に設置し

た飲料用自動販売機の業者から販売手数料を徴収し、その設置に係る使用料を大阪

狭山市に納めました。 

（Ｈ）レストラン等の運営 

    当館の利用者に飲食を提供するため、大阪狭山市から使用許可を受けたレストラ

ン等施設で営業業務を行う業者との業務契約書に基づき、賃借料を徴収し、その一

部を大阪狭山市へ使用料として納めました。 

（Ｉ）技術スタッフの取次 

    大ホール、小ホール及びコンベンションホールの使用者に対し、必要な技術スタ

ッフの取次業務を行いました。 

（Ｊ）友の会 

    公演チケットの販売促進を目的に特典付きの友の会を設置し、次の年会費で運営

業務を行いました。 

   ・新規会員 2,000 円（年額） 

   ・継続会員 1,500 円（年額） 

    ※友の会会員には、当事業団が催す公演について先行予約や会員割引（適用外も

あり）、ホール機関誌（SAYAKA ニュース）や公演チラシの送付、ポイントカー

ドの発行（満了で割引）、レストラン飲食割引（5％off）の特典を付けました。 


