
審議会等の会議結果報告 

 

１．会議名 第 1回松阪市文化センター運営委員会 

２．開催日時 平成 28年 6月 8日(水) 午後 7時から午後 9時 

３．開催場所 松阪市川井町６９０ 

農業屋コミュニティ文化センター リハーサル室 

４．出席者氏名 (委員) ◎梶 吉宏 〇中西 幸生・久米 真利子・佐藤 牧子 

大門 公子・中村 良子・森本 小百合 

(◎委員長 ○副委員長) 

(事務局)村林課長・鈴木係長・石田主任・宮林館長・上村主幹・乾

係員・杉山係員・石井係員・飯田係員・伊藤係員・脇田係

員 

５．公開及び非公開 公開 

６．傍聴者数 無 

７．担当 松阪市川井町 690番地 

クラギ文化ホール（松阪市民文化会館） 

担当：館長 宮林 弘 

電 話 ０５９８－２３－２１１１ 

ＦＡＸ ０５９８－２３－２１１４ 

E-Mail bunka.kai@city.matsusaka.mie.jp 

 

議題 

  （1）平成 27年度自主事業実績について 

  （2）平成 28年度自主事業について 

   （3）その他 

 

議事録 

    別紙 

mailto:bunka.kai@city.matsusaka.mie.jp


平成 28年度第 1回松阪市文化センター運営委員会報告書 

 

日 時 平成 28年 6月 8日（水） 午後 7時～午後 9時 

場 所 農業屋コミュニティ文化センター リハーサル室 

 

委 員 ◎梶 吉宏・久米 真利子・佐藤 牧子・大門 公子 

中村 良子・森本 小百合・中西 幸生      計 7名 

    （◎委員長 ○副委員長） 

事務局 村林 篤・鈴木 真喜・石田 賢太郎・宮林 弘・上村 良知・乾 雅輝・杉

山 正樹・石井 洋次・飯田 圭吾・伊藤 佑真・脇田 知紘     

計 11名 

 

傍聴者 無 

 

 

事務局 本日はお忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。それで

は只今から平成 28年度第 1回松阪市文化センター運営委員会を開催させていただ

きます。開催にあたり館長より挨拶をいただきます。宮林館長お願いします。 

 

事務局 皆さんこんばんは。今日はお忙しい中、第 1 回の運営委員会という事でご出席い

ただきましてありがとうございます。本年度も運営委員会、3回開催させていただ

きたいと思っております。今日の議題は、平成 27 年度の自主事業の実績と、後、

前回の運営委員会で報告した平成 28年度の自主事業について、補足説明をさせて

いただきます。協議事項は、来年度の自主事業の候補についてご審議をいただき

たいと思っております、よろしくお願い致します。 

 

事務局 次に今年度異動により職員変わっておりますのでそのご紹介をさせていただきま

す。 

     

    （異動職員 3名あいさつ 上村主幹、杉山、伊藤） 

 

事務局 続きまして、事項書 2の委員長の挨拶という事で、梶委員長、お願いします。 

 

委員長 皆さんこんばんは。本日はお忙しいとこ御足労いただきましてありがとうござい

ました。今日また、今日から 28年度第 1回という事で運営委員会が始まりますけ

ど、皆さんのまた忌憚のないご意見をいただきながら、良い会館にしていきたい



と思っておりますので、よろしくお願い致します。 

 

事務局 ありがとうございました。それでは、只今から議事に入らせていただきます。松

阪市文化センター運営委員会規則第 5 条第 2 項の規定では、会議は委員の過半数

以上の出席がなければ開くことが出来ないとなっております。本日の出席委員は 7

名でございますので、定足数を満たしており、会議が成立しております事をご報

告致します。また机上にお配りいたしました資料について、ご確認ください。そ

れでは議題にうつりたいと思います。松阪市文化センター運営委員会規則第 5 条

に基づきまして、委員長が会議の議長となりますので、議事進行につきましては、

梶委員長よろしくお願い致します。 

 

委員長 それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願い致します。では、

まず報告事項、1 番の平成 27 年度自主事業実績について、事務局ご報告をお願い

致します。 

 

事務局 それでは、平成 27 年度文化センター事業の報告いたします。平成 27 年度は全体

で 18事業をさせていただきました。順にクラギ文化ホールから説明させていただ

きます。5月 31日May Jスプリングツアー2015というものを開催させていただ

きました。その時丁度話題のアーティストという事もありまして、1204 名の入場

者があり、集客率の方も 96.2％と高い数字となりまして、非常に成功したと思っ

ております。次に 7月の 31日にミニコンサートと舞台裏見学会というものを開催

させていただきました。ミニコンサートの方ですが入場者の方が 14名と非常に低

い数字となってしまいました。見学会の方は 30 名という数字となっております。

次に 8 月の 7 日ですが、ワンコインコンサートの平野花子さんを実施させていた

だきました。入場者は 471 名と目標の 500 名以上には達しておりませんが、ハー

プというあまりメジャーではない楽器の演奏としては中々検討した結果だと思っ

ております。次に 9月の 27日に吉本爆笑スーパーライブというものを開催しまし

た。こちらにつきましては、午前と午後の二部構成となりますが、入場者数の方

はどちらも 1200 名を超す入場者となりまして、27 年度の文化センター自主事業

の中では一番成功したものとなりました。その次に、10 月 1 日実施の劇団四季に

よるミュージカルで、人間になりたがった猫というのを実施しました。これはあ

の、劇団四季の方の意向で、市内の小学校 6 年生を対象に会館の方に招待してと

いう形になりまして、生徒達からは非常に好評を得ております。次に 11 月 15 日

に開催致しました、中部フィルハーモニー交響楽団の第 8 回松阪定期演奏会を開

催しました。こちらにつきましては、チャイコフスキーの有名な作品で、入場も

期待しておりましたが、ちょっとふるわず、531名と残念ながらちょっと低迷した



結果となりました。つきましては今後の販売計画をしっかりと立てる必要がある

と実感しました。続きまして、11月 20日にこちらは宝くじの助成事業になります

事業で、東儀秀樹さんと古澤巌さんと cobaさんの 3人によるツアーコンサートを

開催いたしました。こちらにつきましては宝くじの助成により入場料が安く抑え

る事ができましたので、入場者の方も 1200名を超す入場がありまして、非常に好

評を得ました。次に、12 月 13 日開催の第 5 回松阪の第九コンサートというのを

実施しました。こちらは松阪市制合併後の施行 10周年記念事業となりまして、演

奏には中部フィルを迎えておりまして、入場者の方も 908 名を超えまして、まず

まずの成功だったと思います。次に、12月 18日にワンコインコンサートのブラッ

クボトムブラスバンドを実施させていただきました。こちらにつきましては入場

者が 575名とまずまずの入りがあったと思います。その次に、1月 16日にコロッ

ケの芸能生活 35周年記念コンサートというのを開催いたしました。こちらは第一

部、第二部と二部構成でありましたが、入場者の方がちょっと思ったよりも伸び

ずに、ちょっと第一部で 880 名、第二部で 660 名となりました。お笑いというの

は単独ライブのような形よりも、吉本のような多数の出演者の方がウケるのかな

という感想を受けました。そして最後に 3月 11日にワンコインコンサートでヴァ

イオリンの内山優子さんを開催させていただきました。こちらにつきましては入

場者が 598 名となりまして、ワンコインコンサートの中では一番の入場者となり

ました。続きまして、農業屋コミュニティ文化センターを報告させていただきま

す。まず、7 月 23 日と 24 日ですが、恒例のスタインウェイピアノに演奏体験会

を実施させていただきました。両日とも定員となり、こちらの事業につきまして

は、定着した事業だと思います。次に、12 月 3 日、4 日にこちらも恒例の事業で

すが、なつかしの映画鑑賞会を開催致しました。3 日のチケットに関しましては、

完売となりまして、4日は 201枚チケット売れておりましたが、開催当日かなりの

寒いので天候が悪くなったという事で、当日入場者がチケットの販売に比べまし

て、少なくなっておりました。それでは裏面の方をお願いします。それでは嬉野

ふるさと会館の担当者の方から説明させていただきます。 

 

事務局 嬉野ふるさと会館の石井です。平成 27年度の文化センター事業なんですけれども、

普段、嬉野ふるさと会館はスタインウェイピアノ体験会と鑑賞系の事業をする予

定でしたが、ボーダーケーブルの交換工事の為、閉館していました。ですので、

鑑賞系事業は出来ず、スタインウェイのピアノ体験会を 7 月 4 日、5 日と 1 月 9

日、10日の二回に分けて実施し、7月 4日、5日は定員合計 24名すべて席が埋ま

ったという事になっております。それに対し 1月 9日、10日は毎年やってない時

期に行ったので、75％と若干ふるわず、という結果になりました。合計を平均す

ると 87.5％の集客という事ですね、体験会としてはまずまずの数字と思っており



ます。以上嬉野ふるさと会館の事業の実施の説明を終わらせていただきます。 

 

事務局 三雲教育事務所、ハートフルみくもスポーツ文化センター自主事業について、一

つ訂正がございます。定員 840 と書いてあるんですが、400 席と予想しておりま

した。で、入場者数が 161となっておりますが、170でした。で、会館収入が 80,500

円という事で、そこから 161 になってしまっていると思います。一般 143 名で高

校生以下が 27名、合計 170名の入場者数でした。実売としては一般 161枚でござ

います。そちらの訂正をお願いします。定員 400 としますと 170 の入場者数で集

客数が 42.5％です。感想としては、実施日が 12月 23 日水曜日の祝日という時期

に対して 42.5％という数字は中々の集客であり、見た方も楽しんでいただき、と

ても良い物になったと感じております。以上です。 

 

事務局 飯南産業文化センターでは、映画きいろいゾウの鑑賞会の実施させていただきま

した。入場料一律 500円で販売し、ホールの定員 448人に対し、入場者数 157人

の入場でした。時期が 1月 27日と寒い時期でしたが、作品については、概ね良か

ったという意見を約 8 割の方よりいただいています。今回、一部の撮影が松阪市

内で行われていたという事もありまして、飯南地域をはじめ、市内、あるいは近

隣の地方からの入場者が多かったという結果でございました。以上です。 

 

事務局 最後に文化芸術団体共催事業の説明させていただきます。まず、11 月の 2 日に第

二回松阪市民能を松阪能楽連盟との共催で開催致しました。こちらは 342 名の入

場者がありまして、松阪のこういう文化に対しての共感があるのかなと感じまし

た。次に 11月の 8日に第 5回松阪市民ギター音楽祭を開催いたしました。これは、

フェスティバル部門という一般参加の方が演奏していただくというもので、こち

らに 360 名の参加がありました。後半にいちむじんによる演奏のコンサートがあ

り、305名の入場者がありました。こちらもまずまずの入場があり、成功したと思

っております。以上、簡単ですが、27年度の事業の説明とさせていただきます。 

 

委員長 はい、27 年度の事業ご説明していただきましたが、何かご感想とかご質問があり

ますか。 

 

委員  クラギ文化ホールのミニコンサートと舞台裏見学会の対象者は誰ですか？ 

 

事務局 対象者は市民全体ですが、主な対象は小学生です。 

 

 



委員  入場者数 14 人でその後、横棒が書いてあるんですけど。これは何で 14 人だった

のでしょうか。 

 

事務局 ミニコンサートは松阪ハーモニックジュニアバンドに演奏していただくんですけ

ども、対象者と年齢が近いので、あまり見たいっていう感じがなかったのかと思

っております。ですので、28 年度は、ミニコンサートを辞めまして、舞台裏見学

会だけに改めさせていただきました。 

 

委員  終わってしまった事ではあるんですけども、例えばミニコンサート誰がやるとか、

何をやるとか、そういう目的がこちらのホールは上手に広報出来ていないという

のがいつもの印象なんです。きちんと内容が分かる様な形で広く知らしめる事が

人を集めるポイントだと思うんですけど、今後考えていただければと思います。 

 

委員長 他の質問とかありませんでしょうか。 

 

委員  飯南産業文化センターの映画会なんですが、親子向けの映画会と書いてあるんで

すけども、内訳わかりますか？ 

 

事務局 内訳はアンケートに基づいて、10歳刻みでアンケートを取りましたところ、10代

が 1 人、20 代が 1 人、30 代はおらず、40 代が 8 人、50 代が 16 人、60 代が 55

人、70代以上が 60人で、年齢に回答のなかった方が 18名とアンケートをいただ

いた方が 159人でございます。 

 

委員  アンケートいただいた方が 159という事は残りを考えても、10才以下の方はほぼ

いなかった、と考えられますよね。実際、親子向けとわざわざされたのに、入っ

てるのは年齢考えてもらってわかるんですけど、きいろいゾウって大人向けです

よね？映像も暗いです。大人の方やったらいいかもわからん。で、撮影してきた

のも一部分なんですよ、後は紀伊の方ですね。ここでやっていただくのは、前か

ら言ってますように、親子向けって中々難しくって、それで鑑賞型でもただ流し

ておけばいいというような物は入らない。だからこの数字なんです。そこを考え

てもらって、内容をしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい。

以上です。 

 

委員  これって初めからきいろいゾウでした？ 

 

事務局 最初は woodjobでした。 



 

委員  多分事業をしなきゃいけないっていうのだけで入れてってしまってるような感じ。 

 

委員  親子向けではないです。 

 

委員  違うのだったんですよ。３つぐらいね、候補にあげてもらってて、それでいいん

じゃないですかって言ってたのが、とれなかったんですよね。そんな感じでした

ね。 

 

委員長 はい。他にありますでしょうか。 

 

委員  もう一回いいですか？飯南にはやっぱり年齢層の高い方が来てるじゃないです

か？対象をそっちに持っていった方が良いと思いますけど。方向的に。 

 

委員  40歳より 70歳の方が良かったの数が多い。 

 

委員  あの、演劇などを選んでいただく時に、各チケットが来ると思うんです、文化会

館ですと、演劇、劇団とか、音楽系のも来ると思うので、出来るだけ時間割いて

でも、下見に行っていただいて、その会場にどういった人が入ってみえるとか。 

 

委員  年齢層とかよくわかると思います。 

 

委員  それと自分とこの舞台の合ったものかすぐわかりますので、お忙しいのはすごく

よく分かるんですけれども、結構、紹介が来ると思うので、そういうもの見てい

ただくと凄く違うんかなーって。で、自分が見てきて良いと思うと、押せるんで

すよ。面白かったから、力の入れ方が全然違う。そういった意味でも是非お願い

したいと思います。 

 

委員  すいません。三雲の話なんですけど、いつも 12月のクリスマスあたりのところは

無理だと、ずっと言い続けてきてるのに、やっぱり相変わらずなんですよね。こ

れ例年通りっていう職員の頭を切り替えていただきたいと。この全体の職員の方

に申し上げます。はい。答えはいりません。 

 

委員  もう１個いいですか、ハートフルみくも実際は 840 の座席数ですよね。わざわざ

定数を 400 にしたのはパーセンテージを単に上げたかっただけではというふうに

とれるんですけど。 



 

委員  あそこは解体式なので、400っていう考え方だと思うんです。でも、やっている内

容からいったら、別にそこだけじゃなく全体を使える。ただ、パーセンテージ見

たときにこれではまずいなと思って、座席はまだ出していないっていう意味の要

約なのかなってとらえたんですけれども。違いますか？ 

 

委員長 これはねそれでいいんですよ。始めから 800 入らないのわかってますんで。だか

ら、本来なら小さいとこの部屋を持ってたら、そこでやればもっと小さい数で出

来るんだけども、そういうわけにはいかない。私どものホールでもそうです。大

ホール 2,000入る。でも、2,000人入るものばっかり出来ませんでしょ。ところが、

こういう表で出す時に分母を全部 2,000にすると、1,000人しか入ってないのかっ

てなってしまうわけですね、50％。でも、実際はもっと小さいホールで 1,000 人

なら、凄いことになるわけですよね。リージョンだと満杯でしょ。悪かったから

後で小さくするのは良くないけども。 

 

委員  こちらが 840 って入ってたもんですから。だって元は 840 使える。確かに前の方

も使えてたもんですから。 

 

委員長 これは始めから無理することはないですよ。というのは、数字は一人歩きします

から。始めから入らんで 400 で目指してやってるならもう 400 でやっていいと私

は思います。 

 

委員  見込み数を入れようというのはそこだったんですよね。 

事務局 すいません。三雲なんですが、前年度 27年度の自主事業の予定では最初、定員数

を 400としてたのですが、数字を間違えて入れてしまい、間違えてすいません。 

 

委員長 他に何かご質問ありますでしょうか。中には 90％とか入って、いいものも結構あ

るなというふうに思いました。で、こういうのは、良いものは何で良かったか、

それから、入らなかった、良くなかったっていうのは、今ご意見随分出てますけ

ど、この反省が大事でして、結局、過去の実績から反省して学ぶことが初めて次

にいくわけで、他所のホールでいくら成功していてもね、参考にならないんです

よね。だから、自分とこで成功したもの、自分とこで失敗した事というのが、非

常に次に活かせると思いますので、先ほどのご意見を是非ですね、いろいろと反

省して、また次に活かしていただきたい。例えば、ワンコインコンサート本当に

これ定員 1,200 なんて書くと、特にこの内山さんの 598 なんてすごい数字で。三

重県文化会館でも 1,000人きったので、ここの人口から考えて、600って驚異的に



素晴らしい数なんですよね、これ平日の昼ですから。そこをご理解して、僕は非

常に良いと思います。ただ反省としては中部フィルですね。これは指揮者もあれ

やったけど、今年は、下野さんって本当に素晴らしい指揮者ですから、横坂源さ

んも若手で素晴らしいチェリストで、これは PR をそんなこともきちっとすれば、

津とかよその地からも来てくれますので。ドヴォルザークですから、まあ、7番っ

ていうのがちょっと渋い曲なんですけど、でも非常にこれ良い曲ですので。これ

はね PR、うちのオーケストラの時にチラシを折り込み入れてもらうとか、是非

PRのことをもうちょっとしっかりしていただければ、今年はこの数字超えるんじ

ゃないかなというふうに思います。ドヴォルザーク、本当は新世界が一番人気あ

るんですけどね、7番だけでも、ドヴォルザークは人気がありますし、これは頑張

ってもらいたい。それからコロッケさんはやっぱり反省やな。テレビで売れてる

からって逆に入るとは限らないんですよね。これはね、私はよくテレビで見てま

すけど、あんま面白くない。だから、これは反省点。逆に吉本は良かったと思い

ます。伊賀が綾小路きみまろさんやってましたね、あれ満杯でした。だから、そ

ういうのをちゃんと見てね、テレビで出てるからといって単純にやらない方がい

い。それから、時期的には、先ほどもありましたけど、寒い時、集客は悪いです。

だから、ふるさと会館のピアノは 1 月の時に始めたんで、忙しい時ですよね。こ

のお正月も終わった時で。これよく 8人、9人も来たなって逆に思うぐらいでです

ね。この時期はあんま良くないと思います。ましてや、ハートフルさんに 12月 23

日は絶対に辞めてもらってですね。他の日をもっと使えるはずですよ。これはね

絶対習慣でやったらいけないと思います。 

 

委員  職員変わりましたから、くれぐれもよろしくお願いします。 

委員長 そうすれば、200以上は入ったのかもしれませんよ。これ、300ぐらいいったかも

しれません。なにも 400 も入れば立派なものですからね。時期が悪い。どう考え

たってね、入れたくないっていう感じですわ。 

 

委員  親子が 23日で来ますか。家が忙しいのに。 

 

委員長 それから、きいろいゾウも今おっしゃった、親子向けでないにしても、1 月 24 日

いうのは寒い時で、大体こういうのはお年寄りが多いんですよね。ワンコインで

もそうですけど、寒い時の夜は出にくくなりますので、出来るだけそこを考えて、

出来るだけ暖かい時の昼間ならもっと沢山の人が来れるんじゃないかと思います

けど。で、後ギターもよく入っていると思いますし、まぁ、能もこれだけ入れば

いいんじゃないかなと思いますので、是非反省点を活かしていただければと思い

ます。次いってよろしいでしょうか。28年度の自主事業について、どうぞ。 



 

事務局 それでは 28年度の文化センター自主事業の説明をさせていただきます。まず、ク

ラギ文化ホールですが、7月 8日にワンコインコンサートの三浦一馬さんを実施さ

せていただきます。バンドネオン奏者でして、バンドネオンってあまり聞いた事

ないと思います、アコーディオンに似たような楽器ですが、アコーディオンです

と鍵盤ですが、これはボタンになっております。非常にこれ演奏が難しいもので、

別名として悪魔が発明した楽器とも呼ばれています。それを演奏していただきま

す。その次、7 月 29 日に舞台裏見学会を開催いたします。その次 8 月 27 日に津

軽三味線の吉田兄弟のコンサートを実施します。今のところ席にまだ余裕ござい

ますので、皆さんの周りの方で興味のある方みえましたら、ご紹介よろしくお願

いします。その次が 10月 8日に中部フィルハーモニー交響楽団の第 9回定期演奏

会があります。今年は指揮に下野竜也さん、チェリストに横坂源さんを迎えての、

ドヴォルザークの曲の演奏です。次に 10 月 20 日にワンコインコンサートでギタ

ーリストの村治奏一さんを開催させていただきます。村治奏一さんは世界的なギ

タリストの村治佳織さんの弟となっておりまして、現在ニューヨークに在住して

おりまして、アメリカと日本で活躍をしているという事です。次に 10月 30日に、

恒例の松阪の第九を開催させていただきます。前回の委員会では料金のところが

未定になっておりましたが、こちら、一般で 1,500 円、高校生以下が 1,000 円と

決定致しました。現在合唱の応募者数は 187 名となりました。以上の 6 件がクラ

ギ文化ホールとなります。引き続きまして、農業屋コミュニティ文化センターで

す。まず、8月 4日、5日に恒例のスタインウェイ演奏体験会を実施します。内容

は、従来通り変更ございません。次に 10月になつかしの映画鑑賞会を実施します。

前回、日が未定でしたが、10月 5日に青い山脈とまた逢う日までを、10月 6日に

真昼の暗黒と純愛物語をさせていただくように決定致しました。以上コミュニテ

ィ文化センターの日程です。では、ふるさと会館お願いします。 

 

事務局 それでは、嬉野ふるさと会館の 28年度の事業を説明させていただきます。まずス

タインウェイ演奏体験会なんですが、本日受付を開始させていただき、すでに入

場者 24人全て確定しました。で、これも毎年行われているスタインウェイピアノ

演奏体験会になっております。続きまして、親子の為のクラシックコンサート音

楽の絵本を 2月 26日日曜日に開催をします。今もうチラシのレイアウトを考えて

いる段階です。入場料は一般 2,000 円、高校生以下 1,000 円という事で、入場見

込み数で、400ですが、これちょっと控えめな感じで、もうちょっといけるのでな

いかと、600ぐらいを目指したいと考えております。嬉野ふるさと会館は以上です。 

 

事務局 三雲です。今年度ユッコ・ミラーさん、昨年 12 月にアーティスト名が変わって、



ユッコ・ミラーに。前年度は大西由希子さんのバンドライブで表記させていただ

きました。実施日が 11 月 26 日の土曜日でしたが、今年の 9 月にソロメジャーデ

ビューが決まりまして、忙しくなってきたという事で、日にちの方が変更される

可能性があるので、チラシもまだ届いていない状況です。日程が決まり次第報告

いたします。先ほど冬が寒い時期はよくないという事でしたが、日程の方が 11月

以降になってしまうので、ソロメジャーデビューも大手のレコード会社から決ま

りまして、今後の活躍がより目覚ましいものになるのではないかと思うので、集

客は見込めるんではないかと考えております。で、定員としましてはいつも 400

なんですが、状況を見て 800 席まで増やしたいと考えております。今のところ日

にち等は未定となっております。入場料の方は、一般 2,000 円で、高校生以下を

無料と考えております。教育事務所としましては、特に高校生、中学生の方々に、

演奏を聴いていただきたいと強く思いますので、中学校、高校の呼びかけに広告

を致したいと思っております。 

 

事務局 飯南産業文化センターについては、9 月 17 日実施予定でシンガーソングライター

の川嶋あいさんによるコンサートを開催する予定です。川嶋さんは、心を潤す素

朴で暖かい歌声と力強い歌詞が幅広い年代の方から共感を得ているシンガーソン

グライターです。今回 9 月に開催時期を見直しまして、実施する予定です。入場

料は制作者側と協議した上で、一般 3,000 円の高校生以下 2,000 円。当日は、そ

れぞれプラス 500 円という事で設定いたしました。広報については、広報 7 月号

やホームページなどで出していく予定です。以上です。 

 

事務局 最後に文化芸術団体共催事業です。7月 3日に永遠のスクリーンミュージックⅢを

開催いたします。こちらは、松阪ピアノの会、松阪声楽ソロの会、松阪フルート

協会の合同コンサートです。続きまして 9 月 10 日、11 日に第 6 回松阪市民音楽

祭を開催いたします。フェスティバル部門を嬉野ふるさと会館の多目的ホールで

開催させていただきまして、コンサートをコミュニティ文化センターの方で実施

します。主催は松阪ギター音楽協会です。次に 9 月 25 日にコーラス若草 40 周年

記念コンサートを開催致します。主催は松阪市合唱友の会です。最後に、11 月 3

日に第 3 回松阪市民能を実施いたします。こちらは松阪能楽連盟の主催です。以

上平成 28年度は 16件の事業です。 

 

委員長 はい。これも進んでるものですから、変える事は出来ませんが、何かご質問よろ

しいでしょうか。 

 

委員  一点だけ。市民ギター音楽祭ですけど、フェスティバルの部門が 70になっている、



要するに、ふるさと会館でやるのは独奏と重奏だけ、合奏部門は農業屋コミュニ

ティ文化センターで今年もやるじゃないですか。それで、縮小した数字になって

るのですが。 

 

事務局 こちら多目的ホールでされるという事でしたね 

 

委員  フェスティバル部門が二つに分かれた。これだと一つしか書いてない。 

 

委員長 去年は 496の 360ですからね。直してもらった方がいい、きっちりと。 

 

委員  本当にお客さんを増やしてくっていうのは難しい事で、1回目から 114人増えたん

ですが、毎年 20人ぐらいしか増えていないんです。そのぐらい難しいなってつく

づく思ってます。 

 

委員長 何事も本当にこういう事をしている方はわかると思うけど、本当に大変なことな

んですよね。こつこつ積み上げてくっていう事しかないと、思っとるんですけど

ね。他に、なにか。 

 

委員  嬉野の親子のためのクラシックコンサートは、結構宣伝によっては入ると思うん

です。三雲もそうなんですが、ホームページから、例えば親子のためのクラシッ

クコンサートで頭出すのか、嬉野ふるさと会館の事業として、嬉野ふるさと会館

が頭に来るのか、ホームページの頭の持っていき方によって、若い人が嬉野ふる

さと会館行かないと思うんですよね。ネットで出すとき、嬉野ふるさと会館で出

てきてクリックする人、若い人はいないと思います。その辺の出し方っていうの、

川嶋さんもホームページかネットで出しますと言われましたけど、どのような出

し方で集客されるのか、ファン層は遠くからでもやって来るんですよね。で、事

業を行う以上は入れなければもったいないっていう所で、ネットで集客しようと

する時に、頭出しを何にするかの検討を上に立つものが指導しなきゃいけない、

一職員に任しとくだけではいけないと思います。集客力アップのための取り組み

について、お聞かせいただきたい。 

 

事務局 集客のための取り組みという事で、やはりチラシはもちろんですが、委員さんが

おっしゃってたように、インターネットなんですが、実際インターネットで使え

る媒体といいますと、松阪市のホームページになってくるかと思います。ただ、

通常の松阪のホームページを文化事業がないかって思いで松阪市のホームページ

を検索する人はあまりいないと思いますので、ちょっとフェイスブックも落ちて



きたので、どうかと思うんですが、そういった所に力を入れたいなとは思ってお

ります。ちょっとホームページで告知となると、どうしても形が決まったような

形になってしまいますので、いろんな媒体を使って広報していきたいと思います。 

 

委員長 はい。他の方は。 

 

委員  これ全部若い人が入りそうなので、飯南でするのでも若い人が入りそうなのに、

若い人に対する広報活動が中々チラシだけでは行き届かない中で、本当にこれ題

材としてはいい題材だと思うので、工夫していただきたいんですけども、これは

一職員が言ってることではなくて、トップがやっぱりきちんと指揮、監督、命令

もしなきゃいけないですよね。若い人が食い付いてくるような、ホームページの

立ち上げ方っていうのをこれから検討するのも含めて、どうしたらいいのか。若

い人がどうやってしたらクリックしてくるかっていうところを若い人に聞けばい

いと思う。 

 

委員  若いと言われるのはちょっと心もとないなと。だけど、今フェイスブックが大分

落ちてきてると言いますが、やった後で落ちてきてるなと数字言うなら解かるけ

ど、何もやらないうちに噂聞いて言うっていうのが嫌なんです。そういう事がず

っと積み重なってる気がして。で、すごいホームページ作るのは難しいし、面倒

くさい事だと思うし、更新も大変だと思うけど、フェイスブックはそういうイベ

ントを立ち上げるの物凄く簡単なんですよ。それをちょっとやってみて、後ハッ

シュタグとか、ファン増やしてとか、そういうレベルでいけると思うし、特にこ

この街の若いお母さん方、小さい子供が居るお母さんとかへ色々聞く事がありま

すが、お母さん達は行くとこない人が本当に多いらしいですよ。何故この街は行

くところがないんやろっていうぐらいで。そこに向けて発信する、そういうお母

さん達はインスタグラムやフェイスブックを結構してるんです。そこへ皆ハッシ

ュタグ付けて、すぐ検索出来るように、そんな形で気軽に作られたらどうですか

と職員へ言いたいです。あっという間に広まりますよ。 

 

委員  最初にどこに手を付けるかという所がママ友の知らない人達ばかり。 

 

委員  で、その辺がもったいないと思う。やり方によっては入ると思う。広報の仕方一

つやと思う。 

 

委員  私もそう思う。対象者はもうだいたい狭いところで決まってるじゃないですか。

そこ向けっていうのが一番分かりやすくて、作りやすいと思いますね。 



 

委員  出来る人がやればいいじゃないですか。 

 

委員長 是非やってください。 

 

事務局 今までそういった企業関係の仕事をしておりましたから、市内の企業さんへはず

っと観光関係とか企業関係とかそういった所も㏚関係は十分出来ると思ってます。

そこは自分でも考えております。後、フェイスブックの活用等の話も出てますの

で、活用していきたいという事で出来るだけ多く拡散をして知っていただく形を

とりたいです。 

 

委員長 過去の例やけど、完売、満杯になってもおかしくない企画ですからね。ただ時期

がこんな 2 月にまたやるのかなっていうのが一つあるんですけどね、しょうがな

いですけど。年に 1 本しかしないんだから。何もそんな寒い時にやらなくても。

頑張ってください。 

 

委員  これは入るやつやから入れてもらわんとあかん。 

 

委員長 そうそう。あと、ご意見ありますか。 

 

委員  質問なんですが、能と狂言の共催事業が今年は 11月 3日で氏郷まつりの時と重な

ってる。何か理由があるんですか？ 

 

 

事務局 市民能の文化団体と共催するのですが、市民能の相手方からこの日と決めていた

だきました。祭りの日なので集客もあるかなという。 

 

委員  そういう形なんですね。 

 

委員長 他に何か。 

 

委員  川嶋あいさんコンサートが高校生以下 2,000 円なんですが、三雲の場合はその子

供達に安く、無料の場合もあった。中学生が行こうかなと思うように中学校にア

ピールするなら、2,000円はどうなんでしょう。 

 

委員長 どうですか。これは前から言ってるんですが、学生は 1,000 円以上にしたらダメ



ですよと。元々来ないです。自分の子供さんだって、お金払いますか、2,000円も。

もう子供はタダにするか 500 円にするか、最大 1,000 円です。無理ですこれ、ナ

ンセンス。高校生以下 2,000円というのはね。前から言ってるんです。1,000円な

らまだ分かるんですよ。タダは、場合によっては良い場合と、そうでない場合も

ありますけど、三雲さんの場合はタダでいいと思います。ユッコ・ミラーバンド

だけだと全然分かりませんので、是非チラシに写真とか載せて、バンドなんてピ

ンからキリまである、だから、どういう物かいう事を分かり易く作って紹介して

いただければいいと思います。この値段的に 2,000 円ですから、学生全部招待し

て、目的はっきりしてますし良いと思います。それならもっと、分母が 800 でも

いいのかなーと、無料でいっぱい入れるなら。と思いますけどね。 

 

委員  飯南産業文化センターというのは、結局子供が単体で来れる場所ではないんです

よね。家族で行くという形になるので。 

 

委員長 採算の事言うなら、それこそ子供タダにするとかも有りですけどね、だいたい子

供来ません、はっきり言って。忙しいから。小学校の高学年から中学なんて、だ

いたい親となんて来ないですよ。親と来るのは小学校の低学年以下。中高生は忙

しくてよっぽど、自分達の行きたい、ジャニーズとか関ジャニとかね、ああいう

のは来ますけど、来ないんですよ。だから皆さん若い人、若い人と言いますけど、

若い人なんてはっきり言って来ません、いくら努力しても。それよりは先ほど言

われたように、お年寄り向けにやった方が集客は絶対いいです。で、中には、こ

の親子の音楽の絵本みたいなやつは子供も親子で来るんですよ、親子で来るよう

に工夫するとかね、もっとちゃんと見てやらないと。魚のいないとこにいくら餌

まいたってね、これはもう無駄ですよ。子供来て欲しいという願望はよく分かり

ますけども、元々来ないもんと思って。 

 

委員  子供の人口がいないですか。 

 

委員  80前後。小学校だけで 80何人ですか。 

 

委員  だから飯南の場合、三雲のあの団地が多い所でも子供が来ないのに。飯南でその

若い人向けのコンサートをやる事自体が、きいろいゾウも来た人が年齢高い場合

には、来なければ良かったと思った。じゃあ次から来ないですよ。結局三雲でも

そうなんですよ。やっぱり自分たちの行く場所じゃないともう思い込んだら絶対

チケット買いませんから。もうこれは職員が思い込ませてしまった、年寄りに。

私等が行くところと違うって思い込んでしまった。その辺の見解どうでしょう。 



 

事務局 価格設定につきましては、今回制作で関わっていただく業者とですね、協議に基

づいてそれで決定させていただいた金額でございまして。 

 

委員長 業者が言ってるんでしょ？業者はお客さんが入っても入らなくとも関係ないわけ

でしょ。元々自分とこのリスクがないから、お金いくらと売ってるわけだから。 

そうでしょ。違うんですか。業者が責任持つんですか、お客が入らなかったら。 

 

事務局 価格の設定としまして、この金額でですね、最低限設定してほしいという事でで

すね。 

 

委員  ほしいって業者が言った？ 

 

事務局 はい。最低限の設定として。 

 

委員  安売りしませんよって事ですよね。 

 

委員  言ってくる業者結構あります。 

 

委員長 高校生 2,000 円にしてくれと言われて、高校生が一人も来なかったとか入らなか

った時、赤字が出るわね、当然。それどこが持つんですか、業者が持ってくれる

んですか？それなら聞いていいと思う。私ども、共催の時は逆に相手の事聞きま

すわ。売れなかったら向こうの責任ですから。自分責任も取らないのに、値段設

定言ってくるのを認める方が逆におかしいですよ、理論として 

委員  税金やからや。 

 

委員長 だから業者がいくら 2,000円って言ったって、2,000円じゃ逆に入りませんと、売

れませんと、それなら子供料金なくしましょうぐらいの事を言うとかね、ある程

度やり取りがないと。言われたからというのは言い訳にすぎなくて責任逃れとし

かとられないですよ。責任取る人が例えば館長さんがね、これでやれと言ったな

ら良いですよ。私が決めたんです、入らなかったら私の責任です、という事なら

それでいいと思うけども、業者が、というのは責任も取らない業者にそういう事

言うのは、ちょっとこれはまずいですよ。 

 

事務局 それに基づきまして、館内の方でも協議しまして、その上でこの金額で設定を。 

 



委員長 じゃあいっぺんおやりになればいいですよ。 

 

委員  いやいや、もう変更した方がいい。 

 

委員長 いや、もう決めたんだったらいいじゃん。その代わり決めた人はやっぱり責任が

ありますから、どういう責任取るかは別にしても、責任感じるだけでも感じても

らいたい。もし入らなかったら。やっぱりそれがなかったらおかしいですよ。 

 

委員  それに付随して言っていいですか、ハートフルみくもスポーツ文化センターの、

11月 26日の変更かもと言われてて、これから先寒くなりますよねって言って、そ

の話を聞いた時に、自分のところはいつが良いって事をなぜ言えないんだ、と思

った。向こうの都合で最初は 11 月 26 日で約束しておいて、変えるのは向こうの

都合になるけど、こっちはいつがいい、こうじゃないと困るとか、交渉というの

はそういう事もちゃんときちんと伝える事なんだと思うんですね。だから、そう

いう目の前の人に自分悪い人に見られたくないレベルで、バックに税金があるか

らいいというのだけはやっぱり避けた方がいいと思います。 

 

委員長 という事で、まず事業の内容が大事なんですけど、その次にやっぱり値段ってい

うのが物凄い大事です、チケット売るのに。だから非常に値段は僕らも気にしま

す。それから時期、例えば子供に見せたいのに試験のある時期とか、あるいは吹

奏楽の人来てもらいたいのに、バンドのコンクールがある前なんかやったら絶対

来たくても来れませんのでね。だからそういう時期とかいろいろ相手を見てから、

お年寄りを狙うんだったら、逆に平日の昼間の方が出やすいとか、生活パターン

がありますので、そういう点をもっといろいろ考慮して、やっぱり人が沢山入っ

てくれる事を、その為に集客率などが出てるわけですから、それを意識して。ま

ぁ、クラギとかはだいぶその辺意識しておやりになってきていると思いますけど。

もうこれ以上議論してもしょうがないですけど、是非そこは非常に頭に入れてで

すね、今年していただけたら。 

 

委員  いや、委員長。役所でもそうなんですけど、町内で考えましたと市民の考えも町

内の考えも一番ですって言うけど、職員は市民のための仕事をするんであって、

上司のために仕事するのではないので、ここは代表である運営委員っていうもの

に対する聞く気がないというのはとんでもない話で 2,000 円は変えられると思い

ますよ。2,000円で入らないなら、1,000円かタダで入ってもらった方がずっと良

いですわ。税金の無駄になりませんので。 

 



委員長 もう一回帰って変えられるのなら、チラシ印刷屋がしてたらもう無理ですけどね。

あるいはどこかで発表してたら、ちょっと無理ですけども、発表してないんだっ

たらもう一度再検討は。印刷が出てたらもうアウトです。これはもう変えられま

せんので。 

 

委員長 では、以上。28 年度よろしいですね。それでは、次に移りたいと思います。次は

29 年度来年度の自主事業について、これはまた変えられますし、いろいろ分かる

かと。ご意見等よければお聞きして、いろいろ参考にしたいという気持ちで。で

は、事務局お願いします。 

 

事務局 それでは、説明させていただきます。まずクラギ文化ホールでは、一般向けを対

象としまして、野村万作、萬斎の狂言の世界の開催を考えています。最も狂言界

で有名で、またテレビや CMでも活躍していますので、万作さんですと皆さん興味

を示されて、会館に足を運んでいただけると考えています。こちらは 29年度の自

主事業の看板事業という位置づけで考えているところです。続きまして、TSUKEMEN

というグループです。3人グループでヴァイオリン 2人とピアノによる演奏でオリ

ジナル曲を中心としたものになりますが、クラシックとかジャズの演奏も行うと

いうことで、楽しいコンサートをしている事で評判です。 

 

委員長 これ、さだまさしの息子がやってるやつですよね。さだまさしの息子がやってる。

それ言った方がいい。わかりやすい。 

 

事務局 その次に中部フィルハーモニーの定期演奏会です。こちらは 29年度で松阪の定期

演奏会が第 10回目となる記念のイベントです。そして、恒例のワンコインコンサ

ートの方も数本させていただく事を考えております。次に親子向けの企画としま

して、おかあさんといっしょガラピコぷーというのを今考えておりまして、こち

らは NHK の番組で今年の 4 月から始まったもので、来年ですとまだ新鮮味があり

まして、集客もいいかと思います。ただ、共催事業として考えていまして、相手

方の料金設定が高いのでちょっと今業者の方と交渉しているところです。相手方

が一人 2,500 円という金額で、お母さんとお子さん二人で来ると 7,500 円になっ

てしまい、そうなるともう辞めとこうかと思う金額ですので、それはちょっと高

すぎるという事で今交渉しています。次に、知名度の高いしまじろうのコンサー

トを考えています。こちらも親子で楽しめる愉快なものとなっています。で、そ

の次があまり聞いたことないかもわかりませんが、谷本賢一郎さんのコンサート

も考えています。こちらも子ども向けの愉快なコンサートをしてくれると聞いて

います。その次にシニア向けとしまして、南こうせつのコンサートも考えていま



す。今年隣の伊勢市で開催されますので、ちょっとチケットに影響が出るかなと、

若干心配もしています。次にフォレスタのコンサートです。こちらは BSの日テレ

でお馴染みのコーラスグループになっておりまして、歌謡曲からクラシックまで

幅広いジャンルに対応しています。そして、落語も考えていまして、これも未定

なんですが、もし落語をさせていただくとなりましたら、笑点に出ているメンバ

ーからどなたかを呼べればと考えております。そして最後に 27年度に一番成功し

ました、吉本のようなお笑いもやっぱり集客率を考えるといいのかなと思います

ので、呼んで市民にお笑いを提供するのもいいかと考えています。以上です。で

は嬉野お願いします。 

 

事務局 嬉野ふるさと会館の 29年度事業についてご説明したいと思います。ふるさと会館

では歌舞伎の入門編という形で考えています。歌舞伎というと料金が高いとか、

見たくても難しくて中々見られないとか、近くで公演がないとか、そういった事

があります。昨年南伊勢町でこういった歌舞伎公演がありました。それに基づい

てまず一部で歌舞伎の見方というのを、どういった感じで歌舞伎を見ていくのか、

二部で応挙の幽霊という題目で演じていただきたいと考えています。これについ

ては、丸山応挙の霊ですね、そこから物語が始まるという題材で結構歌舞伎の中

でも面白い題材という事で聞いています。で、これを持ってきたいなと考えてい

ます。予算的にも今見積資料を付けさせていただきましたが、265万という数字が

出ています。昨年南伊勢町で開催した時は、これプラス助六という題材も一緒に

合わせてされたんですが、助六をプラスすると後 50万ぐらい追加という事ですの

で、そこのところは今後どのような形で予算取りをしていくのか、それに応じて

演目の方も考えていきたいという風に考えています。以上でございます。 

 

 

委員長 南伊勢町は何人入ったんですか？ 

 

事務局 キャパが 500のところが、600近く売れたと。ちょっと定員オーバーで入れないと

いうところもあったみたいで。 

 

委員長 助六は絶対入れなきゃダメ。幽霊だけだったら絶対売れない。これは 50万とか金

額の問題じゃない。入れなきゃダメだと思いますね。 

 

委員  幽霊やったら行かない。田舎の人興味ないもん。 

 

委員長 後でまたご意見聞きましょうか。次、ハートフルみくもさんは何かありませんか。 



 

事務局 ハートフルみくもスポーツ文化センターですが、29 年度の自主事業といたしまし

ては考えていません。と言いますのはハートフルみくもスポーツ文化センターな

んですが、文化ホールというよりもスポーツ、体育館が中心の施設となっていま

す。それと、文化的に使う施設ですね、放送設備、それから可動式の椅子が老朽

化してまして、いつ故障するかもわからないという風な状況ですので、文化ホー

ルというよりもスポーツセンターという位置づけで今後は運営していきたいと考

えていまして、29 年度につきましては自主事業控えさせていただきたいというふ

うに考えています。 

 

委員長 29年度はじゃなくて、29年度以降？ 

 

事務局 以降ですね。はい。 

 

委員長 はい。了解いたしました。 

 

事務局 それと後、ハートフルみくもなんですが、位置的にやはり交通の便があまり良く

ないという面もあります。 

 

委員長 はい。わかりました。次は、飯南さんはいかがですか。 

 

事務局 はい。飯南産業文化センターは体制の見直しがありまして、市民向け文化施設と

いう形でこれから運用していきたいという事で、29 年度の事業が今のところ、最

後にしていこうという事で進めています。現在、29 年度につきましては吉本によ

るお笑いライブを第一に検討してまして、現在、問い合わせしているところです。

出来れば若手中心の芸人さんで、大体 5、6人ぐらいの出演でですね、検討を重ね

ていますけど、今のところまだ予算など具体的なものは上げられる状況になって

いません。以上です。 

 

委員長 はい。わかりました。それでは、絞って。まず分かりやすいのは、ふるさとさん、

先ほど歌舞伎ですから、これも是非助六を入れるという事で進めていただければ

いいと思いますので。よろしいですね。クラギの方はここで決めるわけではあり

ませんけど、この中でこれは是非とか、これはちょっとあまり興味ないなとか、

入らないんじゃないですかとか、その辺を皆さんご意見としてあれば。特に一般

のところはそれぞれ全部可能であるんですけども、親子向けとかこれ 3 つやるわ

けにはいきませんし。こん中やったらどれがいいとか、シニア向けも落語やお笑



い物はいいですけども、これも全部やろうと思ったらやれるわけですけども。こ

れは良いとかこれはちょっととかその辺を。 

 

委員  すいません。前回ゴスペラーズ来るという話は？ 

 

事務局 昨年、向こうから日程が合えばその年に来たいという事でしたが、ちょっと今途

切れた状態になってまして。 

 

委員  どう途切れちゃったんですか？ 

 

事務局 日程の都合が合わなかったので。今年度の 11 月から 3 月まで休館がありまして、

クラギが使えないっていう状況も説明して。 

 

委員長 だから来年はまたいいわけですよね。是非、日程交渉。別にこれで決めるわけじ

ゃないので、ゴスペラーズも是非候補に入れていただくという事で。 

 

委員  それともう一つ、南こうせつコンサートは今、割と前の伊勢昭三とか、かぐや姫

の 3 人の内の 2 人で組んでいろいろ出てたりするんですが、この人単体で呼ぶよ

り、やっぱり複数の方が入りやすいんじゃないかなと思います。で、これ最近伊

勢でやった？ 

 

事務局 これからやります。 

 

委員  だからそんなのもあるので、それなら同じよりは好きな人はそっちも行くでしょ

うし、プラス誰かを呼ぶとか。今この年代の歌手の人達結構入ってるらしいです

から単体より複数で絡めて企画を向こうから持ってきてもらうとかをちょっと相

談をされたらどうかなっていう気がしました。 

 

事務局 はい。わかりました。 

 

委員長 大変良いと思います。こういうのを起用していただければ。ご意見あります、こ

んなん呼んだらどうですかでもいいし。 

 

委員  若い世代だと伝統芸能とか珍しいと思うので、この歌舞伎とか狂言とかそういう

ものを松阪では絶対見られませんから、今回丁度良かったかと思います。 

 



委員  いいですか？ワンコインコンサートに行くと年齢が高い方ばっかりなので、おか

しいなと思ってたんですけど、実際下の方にやっぱり未就学前の子供はご入場で

きないと書いてある。 

 

委員長 未就学児はノーです。無理です。 

 

委員  親子室があっても無理ですか？ 

 

委員長 いや、親子室は良いけど。 

 

事務局 限られてますね。人数が。 

 

委員  それでも入るのは入るでしょ。それをこれから先。 

 

委員長 ただ、託児をするかどうかですよね。私どもが勝手にやってるんですよ。 

 

委員  だけど、その未就学児は小学生何歳ぐらいまでいいんですか。 

 

委員長 いやいや、未就学だから、小学生はいいわけでしょ。ただ、やっぱり声出したり、

泣いたりされると困るもんですからね。クラシックのコンサートは。 

 

委員  だけど、少なくともたまたまチケットがなく、その辺で聞いて、来られた方を前

で職員がガードしたんですよ。 

 

委員長 だから場合によっては、その人だけはどうしてもって言ったら親子室で入って見

れることはある。 

委員  いやいや、職員がもうドアの前でこういうガードやった。申し訳ございませんっ

ていうのじゃなくて、もうこういうガードでしたから、もうびっくりして、なぜ

ですか？って聞いたけど。あぁ、これじゃやっぱり松阪と音楽を育たないなと思

ったんで。何とか親子室を増やすとか、会館改修するならそういうとこを含めて

これから先の事を考えていかないとと思いましたね。年齢が高い方しか行くとこ

ろがないんですよ。少人数しか入りません、申込制ですっていうのも含めて、検

討していただかないと、親子室を増やすとか。それはどうなるのかなと思って。

全く見えませんから。 

 

委員長 はい。他に何か。ご意見かご質問等。このお母さん向けどうですか、谷本賢一郎



ってご存知でしょうか？ 

 

委員  ぶっくぶっくろーで、私は好きですけどね。 

 

委員  けっさくさんか。この名前で言われるとわかんないですよ。 

 

委員長 この中だったらどれがいいですか。5、6、7だったら。 

 

委員  個人的にはけっさんが好きです。 

 

委員  ですけど、どうなんでしょうね。 

 

委員長 7 番が可能性あるんですか？載せてるという事は可能性があるから載せてるもの

でね。 

 

事務局 そうですね。 

 

委員  一番入りやすいのは、おかあさんといっしょ。 

 

委員  そうですね。 

 

委員長 ただ NHKは共催したくないでしょう。NHK。買い取りじゃないんですか？ 

 

事務局 これは、共催をさせていただこうと考えておりまして。 

 

委員長 出来るの？それが。 

事務局 はい。NHKと直接じゃなくて間に業者が入ってまして。 

 

委員長 なるほどね。 

 

委員  で、今親一人子供二人で 7,500円ておしゃったけど、同じ値段なんですか？ 

 

事務局 そうなんです。それは高すぎるという事で。母親一人子供二人で 5,000 円以内に

ならないかなーとちょっと交渉しておりまして。 

 

委員長 まあ、共催でしょ？ということは向こうが赤字持つわけでしょ？ 



 

事務局 そうです。 

 

委員長 共催は文句言ったらあかん。これなんか向こうの責任でしょ。それは言っちゃい

かんですよ。 

 

事務局 ちょっと高いなと思いましたので。 

 

委員長 いやいや。例えば決められた値段だけちょっと払うわけでしょ？最初に 200 万と

か。 

 

事務局 そうです。 

 

委員長 そしたら言ったらあかん。向こうは向こうでそれなりに逆に努力をするわけです

よ。NHK良いと思いますよ。共催という事なら。 

 

事務局 はい。わかりました。 

 

委員  向こう持ちならまぁ、好きにすればという感じ。 

 

委員長 そう。共催は向こうが持ってくれますからね。値段は交渉しない方が良い。僕は、

共催向こうが持ってくれる時は日にちも言わないんですよ。ただ、物によったら

土日を避けて平日という事もあります。どっちにしたって向こうに良い日にして

もらって、それで言いたりの値段でやってもらって。それぐらいやってあげない

と可哀想じゃないですか。向こうは業者ですから。あと、何か。 

 

委員  中部フィルハーモニーのポスターがすごく変わってきたんですけど、結局、松阪

ではクラシック無理だって言われて、ずっとそのまま義理で切符買ってくれる人

達が多いんです。今回すごくポスターが良いので興味を持てるんですが、問題は、

会館がこの中部フィルに対するチケットを売る事に対してあまり積極的でない、

チケットを手に入るの大変、チケットの入手が難しくて、中々届かないんですよ。

例えば、他からまとめて買った時とか。会館が共催に対してチケットの売り方が

昨年も悪かったという事を含めて、今年はどのような対応をするおつもりですか。 

 

事務局 今年については、中部フィルさんの方からクラギの方へ 370 枚ほどチケットいた

だいてまして、松阪市内、津市内、伊勢市内の企業さんの方にも斡旋させていた



だきます。そしてファミリー倶楽部の先行予約をさせていただきます。そして、9

月開催の県文さんの開催の京都フィルのコンサートがあり、そのコンサートでの

折込みチラシを入れさせていただこうと思っております。 

 

委員長 是非是非。うちのプレイガイドで買えるんでしょ？ 

 

事務局 買えます。 

 

委員長 是非力を入れてやってください。次、その他を説明したいと。という事で 29年度

の自主事業以上でよろしいでしょうか。その他の方で今日はご相談ありますので、

事務局の方お願いします。 

 

事務局 まず第 2回目をいつにさせていただくかという事で事務局として、9月の初旬の良

い日で日程は決めたいと思っています。決めていただきましたら、その日に 29年

度事業の決まった内容を説明させていただいて、承認いただきたいと考えていま

す。 

 

（次回日程について協議） 

 

委員長 じゃあ 14の水曜日で。決めましょう。こういうのは皆さんがいらっしゃるところ

で決めるのが一番早いんですよ。 

 

事務局 はい。ありがとうございました。じゃあ館長 14 日の水曜日 19 時からという事で

よろしくお願いします。 

 

委員長 はい。 

事務局 最後になりますけど、催物案内を委員さんの中でいろいろ考えていただきまして、

うちもある程度催物案内は変更したのですが、ちょっと見本をお配りいたします。 

 

委員長 じゃあどうぞ。説明を。 

 

事務局 それではお配りしたものが最新の今月発行させていただいた催物案内でして、催

物案内の表面につきましては、写真入りで、文字も見やすいように校正をさせて

いただきました。裏面にも写真等入れて、自主事業、共催事業が分かりやすく。

それで中の内容ですけど 6 月の催物予定と 7 月の催物予定を 2 か月載せて、今ク

ラギ文化ホールと農業屋コミュニティ文化センターとふるさと会館、飯南産業文



化センターというような形でそれぞれ会館別に表を載せているわけですが、それ

を委員さんの方でそれぞれ会場についてはアイコンを付けてカレンダーとして一

覧で見やすいようにしたらどうかとご意見いただきまして、白い紙の方が中身を

こういうのはどうかと案として作りました。それで 6 月のタイトルについては催

物スケジュールという形で。それと日付はカレンダーで順に入れさせていただい

て、会場についてクラギはク、農業屋は農、嬉野は嬉、後ハートフルはハですね。

で、飯南については飯南の飯をとってアイコンを付けるという形にいたしました。

後、ファミリー倶楽部の募集の案内等を割引等もあるという事でその辺の広報を

して、後商店街についても共催店の割引があります。という内容を載せました。

あと、会館の地図がちょっとわかりにくいという事で、少し太字にして、会館の

地図がわかりやすいような形で案内を載せました。ここまでしかうちの方も考え

ていませんが、また委員さんのご意見を伺いながら考えていきたいと思っていま

す。以上です。 

 

委員  これ会員さん、松阪以外の会員さんもいる？ 

 

事務局 松阪以外も多少いますね。市外の方。 

 

委員  クラギ文化ホールがわからない方が松阪市民に何人いる。 

 

事務局 電話でも道順が分からないという事で、どこの信号曲がってこっちへというよう

な案内もしていまして、時々行き方が分からない方もいらっしゃいます。 

 

委員長 これはもう今月から変わったんですよね、表紙は。皆さんどうですか。前よりは

良くなったと思うんですけどね。 

 

委員  私はごちゃごちゃしすぎて、どこからどこまでが何なのかよくわからないという

のがあるんですけども。 

 

委員長 それはその気があるね。もうちょっとレイアウトを上手く考えれば。アイディア

は絶対良いですよ。、もうちょっとそのごちゃごちゃ感を。 

 

委員  もうちょっと一つずつを詰めて間を空けるとか。 

 

委員長 過去は 1 個だけがこう載ってたんですよね。過去はね。これじゃもったいないか

らいう事でいろいろ載せた。 



 

委員  いろいろ中心でやってる側なんですが、こうやってこちら側が集まってこんなん

したらどうって渡して、それでこんなの作りました、というやり取りという感じ

がするんだけど、一緒に考えようかっていう時間を作るのはないですか。それな

ら、いちいち会議にかけるという無駄な時間は要らなくなると思うんですよね。

で、前回までは、私一人が事務局に行って担当の方達と話をして、決裂して帰る

のがほとんどだったんですけど、でも折角こうやって変えようっていうふうな所

まできておられるんであればもうちょっとこっちも何人かで行って、一緒にどん

なふうに、どういうものだったら作れるかっていう事を直接製作者の方たちと話

ながらだったらある程度時間があればもうちょっと形になるんじゃないかなと思

うんですけど、いかがでしょうか。 

 

事務局 出来ましたら昼間の時間帯で時間をとっていただき、来ていただけるなら、非常

勤職員を入れて話して良いものを作っていきたい。 

 

委員  今まで一人だったけど、こちらも何人かで行きたいという思いがあるわけです。

一人やったらね昼間結構暇な時間あるので行けるんですが、私の都合だけってい

うわけにも行かないんですよ。そこをどう考えられてるのかなと。 

 

委員  職員は何時頃までいらっしゃる。 

 

事務局 ちょっと特殊な勤務体制ですので、火曜日が休館で休みでして、後もう一日、非

常勤については 20 日勤務ですので、月 10 日休みなんです。それをスケジュール

振って休みをとってるのですが、その辺の休みの調整もありますし、日の設定を。 

委員長 だから、こちらも事情があるので、ただ話し合いをやることは第一歩だと。とり

あえず、お一人でね。全責任あるわけではないので、今は 0 ですから。だからお

一人で行って、それで一緒に話し合いながら、まず作ってみた方がいいと思いま

す。それで一緒にこちらの方が作っているところにもうちょっとこうしたらど

う？とか言って、それで試しにやってみたらどうですかね。 

 

委員  そうですね。 

 

委員  一発で今度成功しようと思わないでしょ。 

 

委員長 そうそう。だからちょっとずつ。そこに一日でも入るいう事は大変な進歩だし、

そこで良いものが出来てくれば担当の方も会館もやっぱり良いなという事になっ



て、皆さん喜ばれるかな。まずそこから行きましょうよ。 

 

委員  はい。わかりました。 

 

委員  ファミリー倶楽部の会員ってどれが安くなって、いくらなのか、分かりにくい。

この 10％OFF というのは、あ、これ見ようかなって。このマークはかなりファミ

リー会員の特典としては目に入りますね。 

 

委員長 あと、今度こういう風に変えたらどうかって案がありますが、これについては皆

さんご意見いかがですか。 

 

委員  これわかりやすいですよね。いちいち会館ごとに見たらもうコミセンなんか誰も

見ない。 

 

委員長 これね、分かりにくいんですよね。分かれてると。 

 

委員  ふるさと会館見てみたら行けないのが。 

 

委員長 私は絶対こっち、カレンダーの。で、これもねやってみればいいんですよ。良く

なかったら戻せばいいんだから。だからこれ是非この方向で。 

 

委員  さっきチケット買いに事務局行った時に、ファミリー倶楽部の会員にアンケート

取ると言ってた。それは何を訪ねるためのアンケートだったんですか。 

 

事務局 今ファミリー倶楽部の会員の方が 460 名ぐらいいまして、ファミリー倶楽部の会

員も増やしたいので、どういう催物をやったらよいかっていうような内容を聞い

たり、ファミリー倶楽部の予算もあるんですが、意外とまだ残があって、その使

い道ですね、それを有効に使っていきたい。それとどういう割引、どれぐらい割

り引いたらいいかという内容についてアンケートをとって、その中でこういう催

物案内をどのような形がよいかっていうような事を。 

 

委員  それを聞いてなんか答えがあると思う。 

 

事務局 どういうものがいいのかという感想ですね、意見をもらいながら参考にしたい。

それがすぐ反映できるかはわかりませんけど、いろんな意見も聞きながら、作っ

ていくのがいいかなと思いまして。ただ事務局だけで作っているとそれが本当に



いいのかという。 

 

委員  いや、少なくとも今事務局だけじゃないじゃないですか。そこをどう考えてるの

か。やらない方向に持っていこうとしてるのかなというふうに感じた。 

 

事務局 いやいや。そういう事はないです。 

 

委員  だからそうじゃなくてやってみてそれどう思う、という方がいいんじゃないって

いう。 

 

事務局 そしたら一回委員さんの中でとりあえず作ってみる。というのも一つの結果だと

は思います。 

 

委員  そうですよね。やってから聞くっていうのも有じゃないかな。 

 

委員  この後ろは凄く好きです、フォントも。 

 

委員長 これの方がわかりやすいね。こっちがちょっとごちゃごちゃしてる。こんな事を

ちょっと話し合いすればね。もっと良いものが出来てくると思います。 

 

委員  表紙は出来れば一つ大きく発表したいのと、何か少し入れるぐらいで。後ろは分

かりやすいですよね。 

委員長 後ろは分かりやすい。 

 

事務局 後ろですか。 

 

委員長 舞台裏見学会ちょっと大きすぎるよね。 

 

委員  舞台裏見学会たった 30名しか行けないのに、堂々と載ってるっていうのが。 

 

委員長 そんなところはちょっと話し合い。これは担当の方が独断でおやりになってると

思うんだけど、そこを話し合いでやればいいものが出来ると思う。 

 

委員  スタインウェイも日にちを増やしてあげるとか、こんな大きく広告して、その日

でいっぱいになるならもう少し市民のために。 

 



委員  前は項目もバラバラなんですよ。後ろはだいたい項目がそろってるんですよね。

開場と順番に。こういうのって見やすいですよね。前はバラバラやもんで分かり

にくいですね。 

 

委員長 これやっぱり、バンドネオンのところに悪魔が発明した楽器とかこういうキャッ

チフレーズを例えばこの中部フィル、もうちょっとこれを入れてほしいんですよ

ね。話題の横坂源とかさ。そういうのをせっかくだから舞台裏とかこんな大きく

取らないで、中部フィルに吹き出しつけて。 

 

委員  舞台裏はたかが 30名のためにこれは市役所が一生懸命松阪市民のためにやってま

すっていう宣伝だけでさ、もう少し小さくして。 

 

委員長 いいですね。そういう事で。 

 

委員  それとこの商店街の協力店の割引をもっと具体的に表示する事は不可能でしょう

か。提案としては、もっと協力店を増やすためにも、店にもウィンになって、フ

ァミリー倶楽部の会員さんにもウィンになって、ファミリー倶楽部そのものに人

がいっぱい入ってくるような皆がいいようになっていくためには、ここに具体性

を出した方がいいっていう事をご提案したと思うんですが。 

 

事務局 4 月の頭には一覧表で各店の割引とかこういうのサービスを表で載せております。

それがいいのかというのはありますが。 

 

委員  でも、新しく入った人はそれを持っているわけじゃないし、お渡しする？ 

事務局 そうですね。新しい方には全部渡しています。 

 

委員  でも、新しくこれをどこかで手にとった人がどんな良いことがあるか分からない

から、毎回協力店の割引載せますというところが見えると、あ、あちこちあるん

だと、そういう引き付けの導入になると思いますけど。市が作るから私企業どう

のこうのでダメ、と言うかなとか思ったんだけど。 

 

委員  これ協賛のお店は、普段解らないんですよね、どちらが協賛いただいてるか。 

 

事務局 そうですね。 

 

委員  よくこういうのを作る時に協賛をいただいてる所に、毎月場所を決めてそこへ毎



月載せさせていただくのでという事で協賛をお願いに行ったりするんですよね。

ですから、大した数ではないので。 

 

委員  一番下の空いてるとこ。ロゴだけとか。 

 

委員  右下の空いていることろ。 

 

事務局 その会社の名前を入れると。 

 

委員  そうですね。で、スペースがある時はその内の一つのお店紹介みたいなのを順番

に紹介するとか、各お店で割引が何％とか上がってなくても、各店舗で会員さん

の特典があります。詳しくはお店でお問合せ下さいとか、お越しくださいとか、

そういったちょっとしたコメントでも入ると、お願いに行くときに毎月この広報

誌にお名前が載るんですって文化事業に協力頂いてるお店やいう事で広報誌に載

るんですみたいな。お願いの上がり方も出来るかなと思うのでその辺も。 

 

委員長 はい、じゃあそういう事で折角ですから良いものが出来れば。シビアなところで

すけどね。他になにか事務局よろしいですか。 

 

事務局 はい。 

 

委員長 後はよろしいですか。今日は結構内容などで良いお話、話す機会が出来たと思い

ます、お疲れ様です。これで終わりたいと思います。 

 

事務局 ありがとうございました。 

 

委員  ありがとうございました。 


