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コミュニティダンスワークショップ発表公演
「しっぷまいろー／CIPMYLO」
平成３０年２月２５日（日）



管理運営事業 貸館事業、施設の維持管理等
教育文化会館事業部

主催事業

１ 芸術文化環境の創造

（１）優れた舞台芸術作品の鑑賞機会の提供

（２）札幌の舞台芸術の創造・発表事業

（３）舞台芸術活動の育成・支援事業

（４）次世代の表現者・愛好者の育成事業

（５）文化施設、文化団体との協働事業

２ 芸術文化の普及振興

（１）学校教育における芸術の活動支援事業

（２）芸術文化に関する情報の収集・提供

３ 札幌市民芸術祭

４ 広報活動

５ 市民ギャラリー事業

平成２７年度実績 平成２８年度実績 平成２９年度実績
札幌市教育文化会館
大ホール 利用率 ８５．０％ ８１．９％ ７８．３％

利用料金収入 １０３，２２９，５３０円 ８８，５２８，９４０円 ８０，９４９，５３０円
小ホール 利用率 ８４．２％ ８２．１％ ８２．４％

利用料金収入 ２９，１３２，３００円 ２６，２１５，４８０円 ２４，８８９，０００円
リハーサル室・研修室等 利用料金収入 ４６，７１７，９５０円 ４３，９８９，６４０円 ４３，５９０，６２０円
利用料金収入合計 １７９，０７９，７８０円 １５８，７３４，０６０円 １４９，４２９，１５０円
総入場者数 ６５９，４５１人 ５６１，５８２人 ４８１，７２７人
アウトリーチ 実施数 ３３件 １３件 ４件

参加者数 １，４９４人 １，５１２人 ２８５人
札幌市民ギャラリー
展示室（第１～第５展示室） 利用率 ８６．８％ ８３．７％ ８４．８％

観覧者数 １３７，０８２人 １３１，５３９人 １４０，６９９人
利用料金収入 ２０，５１１，９１０円 １９，５２２，３２０円 １９，６７０，８００円

※１ 芸術文化を推進するための付帯事業に関する貸与を含む。
【参考】
平成２７年度全国公立文化施設年間平均ホール稼働率
大ホール（１，０００席以上）：５８．３％ 小ホール（５００席未満）：７０．０％

（出典 公益社団法人全国公立文化施設協会「平成２８年度 劇場、音楽堂等の活動状況に関する調査研究報告書」）

定款第４条第１～２号に掲げる事業は、次により行った。

事 業 体 系

管 理 運 営 事 業

○各施設の利用状況

教育文化会館事業部

事業体系
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主 催 事 業

芸 術 文 化 環 境 の 創 造

�優れた舞台芸術作品の鑑賞機会の提供
札幌市教育文化会館の有する舞台機構を最大限に活

かし、先進的な舞台芸術作品、次世代へ伝えてゆくべき

伝統芸能の両面から、質の高い舞台芸術作品を上演した。

また、上演にあわせ舞台作品の理解を深めるためのセミ

ナーを実施し鑑賞者層の拡大に努めた。

①札幌市教育文化会館開館４０周年記念事業
松竹大歌舞伎
平成２９年度（公社）全国公立文化施設協会主催東コー

スの松竹大歌舞伎全国巡回公演を上演した。

期 日：平成２９年７月６日（木） 開演 昼の部１３：３０

夜の部１８：００

会 場：大ホール

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）、

株式会社北海道新聞社、道新スポーツ、株式会

社エフエム北海道、株式会社道新文化事業社

特別協力：株式会社テレビ北海道

協 力：株式会社道新サービスセンター オントナ事業部

出 演：中村芝翫、中村橋之助、中村福之助、中村梅玉、

中村歌六 ほか

演 目：「猩々」、「襲名披露 口上」、「熊谷陣屋」

入場料：全席指定

特等席１０，０００円（教文ホールメイト９，４００円）、

一等席９，０００円（教文ホールメイト８，４００円）、

二等席８，０００円、U-２５席５，０００円

入場者数：１，９３４人（昼の部１，０２５人、夜の部９０９人）

②札幌市教育文化会館開館４０周年記念事業
人形浄瑠璃文楽
日本の代表的な古典芸能の一つである「文楽」を身

近に鑑賞して頂くことを目的として開催した。開催を通

じて太夫、三味線、人形の三位一体で醸し出す文楽の素

晴らしさを伝えた。

期 日：平成２９年１０月１１日（水） 昼の部 開演１３：３０

夜の部 開演１８：３０

会 場：大ホール

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）、

公益財団法人文楽協会

共 催：株式会社北海道新聞社

出 演：太夫 豊竹呂太夫、三味線 鶴澤清治（人間国

宝）、人形桐竹勘十郎 ほか

演 目：昼の部 桂川連理柵

夜の部 曽根崎心中

入場料：全席指定 ５，０００円（教文ホールメイト４，５００

円）、U-２２割３，０００円

入場者数：１，００８人（昼の部４６８人、夜の部５４０人）

③札幌市教育文化会館開館４０周年記念事業
伝統芸能文化創生プロジェクト金剛流能 松風－見留－

新規

京都を代表する金剛流能による「松風－見留－」を、

屋根付き能舞台を使い上演した。公演前には講師による

作品解説を行った。

期 日：平成２９年１１月８日（水） 開演１９：００

芸術文化環境の創造

�優れた舞台芸術作品の鑑賞機会の提供
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撮影：岡千里

会 場：大ホール

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

共 催：株式会社北海道新聞社

企画制作：伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス（京

都芸術センター）

出 演：豊嶋晃嗣（金剛流シテ方）、金剛龍謹（金剛流

シテ方）、成田達志（幸流小鼓方）、江崎欽次朗

（福王流ワキ方） ほか

演 目：松風－見留－

入場料：全席指定 ４，０００円（教文ホールメイト３，５００

円）、U-２２席２，０００円

入場者数：７０３人

④札幌市教育文化会館開館４０周年記念事業
野村万作萬斎狂言会 新規

狂言師・野村万作と野村萬斎を招いた狂言公演を屋根

付き能舞台で行った。

期 日：平成２９年１１月９日（木） 開演１８：３０

会 場：大ホール

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

共 催：株式会社北海道新聞社

出 演：野村万作、野村萬斎 ほか

演 目：悪太郎、奈須与市語、茸

入場料：全席指定 ６，０００円（教文ホールメイト５，５００

円）、U-２２席３，０００円

入場者数：９６８人

【小学生向け狂言セミナー】 新規
万作の会の若手演者による小学生向け狂言セミナー

を屋根付き能舞台で行った。講師による解説や「柿山伏」

の上演、各校の代表児童が能舞台にあがり狂言の基本的

な動作の体験を行う内容とした。

期 日：平成２９年１１月９日（木）１３：４０～１５：００

会 場：大ホール

出 演：岡聡史、内藤連、中村修一

演 目：柿山伏

入場料：無料

講 師：月崎晴夫

入場者数：８０６人

⑤札幌市教育文化会館開館４０周年記念事業
音楽劇「三文オペラ」 新規

ドイツの劇作家B．ブレヒトの戯曲作品を若手演出家・

谷賢一、音楽監督にドレスコーズの志磨遼平を迎え、新

しい解釈で三文オペラを上演した。

期 日：平成３０年２月１０日（土） 開演１７：３０

会 場：大ホール

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

札幌市

共 催：株式会社北海道新聞社、株式会社エフエム北海道

後 援：札幌市教育委員会、一般財団法人北海道公立学

校教職員互助会

企画制作：KAAT神奈川芸術劇場（公益財団法人神奈川芸

術文化財団）

特別協力：札幌テレビ放送株式会社、センチュリーロイヤ

教育文化会館事業部

主催事業
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ルホテル（札幌国際観光株式会社）

作 ：ベルトルト・ブレヒト

音 楽：クルト・ヴァイル

演出・上演台本：谷賢一

音楽監督：志磨遼平（ドレスコーズ）

出 演：松岡充、吉本実憂、峯岸みなみ、貴城けい、

村岡希美、高橋和也、白井晃 ほか

入場料：全席指定

Ｓ席：６，０００円（教文ホールメイト５，５００円）

Ａ席：４，５００円（教文ホールメイト４，０００円）

機材開放席：６，０００円（教文ホールメイト５，５００円）

Ｐ席：２，０００円

Ｓ席（U-２５）：３，０００円

Ａ席（U-２５）：２，０００円

入場者数：９４４人

�札幌の舞台芸術の創造・発表事業
札幌独自の舞台芸術作品を創造し、普及・振興するた

めの事業を企画、実施した。継続して実施することによ

り地元への普及振興を図るとともに人材の育成に繋げ

た。地元の舞台関係者、アーティストの技術向上のため

のセミナー等も実施した。

①教文演劇フェスティバル２０１７
札幌の演劇の振興と市民への普及を目的とし、地元演

劇関係者と協力し、「教文短編演劇祭」、演劇ワーク

ショップを開催した。

期 日：平成２９年７月２２日（土）～８月２７日（日）

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

教文演劇フェスティバル事務局

協 力：日本劇作家協会北海道支部

会 場：小ホール、練習室Ａ、練習室Ｂ

【ワークショップ】
初心者が受けても楽しい短編戯曲ワークショップ

期 日：平成２９年７月２２日（土）、８月５日（土）、２７日（日）

１４：００～１９：００

会 場：練習室Ａ、練習室Ｂ

講 師：清水友陽、日本劇作家協会北海道支部

受講料：２，０００円（３日間分）

受講者数：５人

【教文短編演劇祭】
台本審査で選ばれた８組と、昨年度のチャンピオン

チームの計９組が、２０分以内の創作短編演劇を上演し、

来場者と審査員の投票によって優勝者を決定した。優勝

者の「星くずロンリネス」には賞金１０万円が与えられ

た。

期 日：予選Ａブロック 平成２９年８月１２日（土） ①開演１４：００

予選Ｂブロック ８月１２日（土） ②開演１８：００

決 勝 ８月１３日（日） 開演１４：００

芸術文化環境の創造

�札幌の舞台芸術の創造・発表事業
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会 場：小ホール

出演・演目：

予選Ａ（１２日） 劇団ジプシー「永遠の１０」（札幌）

げき工房えこボット「えんとつとおつ

きさま」（札幌）

イチニノ「誤差」（茨城）

Ｇフランケン「アフター１０」（札幌）

予選Ｂ（１２日） おでん組「ケジメ～青春に逃げ道なし」（札幌）

星くずロンリネス「言いにくいコトは、、」（札幌）

楽園王「延長戦ガール」（札幌）

アキバコ「１０Years After」（函館）

決 勝（１３日） Ｇフランケン「アフター１０」（札幌）

星くずロンリネス「言いにくいコトは、、」（札幌）

アキバコ「１０Years After」（函館）

東海連合「怪盗パン」（劇作家協会東海支部）

審査員：赤澤ムック（劇作家・演出家・女優）

カジタシノブ（ELEVEN NINESゼネラルマネー

ジャー／札幌国際芸術祭２０１７コーディネーター）

南参（脚本家・演出家・yhs代表）

入場料：全席自由

予選前売１，０００円

予選当日１，２００円

決勝前売１，６００円（教文ホールメイト１，１００円）

決勝当日１，８００円（教文ホールメイト１，３００円）

入場者数：５１６人（１２日①１５８人 ②２２６人、１３日１３２人）

【教文短編演劇祭２０１６優勝記念公演】
即興演劇バトル「THE SAN-DAI」北海道

期 日：平成３０年３月１６日（金） 開演１８：３０

会 場：小ホール

主 催：日本劇作家協会北海道支部 中内こもる、THE

SAN−DAI事務局、札幌市教育文化会館（札幌市

芸術文化財団）、教文演劇フェスティバル事務

局

協 力：天野順一朗（劇団「放電家族」／どっかんプロ）

作・演出：東海連合

出 演：東海連合 ほか

入場料：全席自由 前売 ２，０００円

当日 ２，２００円

学生 １，０００円（前売・当日券同額）

入場者数：５０人

②札幌市教育文化会館開館４０周年記念事業
教文４０周年まつり 新規

開館４０周年を記念し、市内で活躍する札幌オペラシン

ガーズによるコンサートや、さっぽろ人形浄瑠璃芝居あ

しり座による子どもから大人まで楽しめる企画を開催

した。

期 日：平成２９年７月２３日（日）

会 場：小ホール

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

入場料：全席自由 無料（要整理券）

【公演】
（１）ママと子どものはじめての音楽会

期 日：平成２９年７月２３日（日） 開演１１：００

会 場：小ホール

出 演：札幌オペラシンガーズ

入場者数：１７８人

（２）さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座公演

期 日：平成２９年７月２３日（日） 開演１３：３０

会 場：小ホール

出 演：さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座

入場者数：２２０人

教育文化会館事業部
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③さっぽろオペラ祭２０１７
地元のオペラ団体と協力し、ホールでのオペラ公演を

はじめとして、ワンコインコンサート、セミナーなど幅

広い事業を行い、オペラの普及に努めた。

期 日：平成２９年９月１６日（土）～平成３０年１月８日（月・祝）

会 場：小ホール、研修室４０３

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

【オペラ公演】
（１）「不思議の国のアリス」

期 日：平成２９年１１月２３日（木・祝） ①開演１４：００

②開演１８：３０

平成２９年１１月２４日（金） 開演１８：３０

会 場：小ホール

原 作：ルイス・キャロル

作 曲：木下牧子

台 本：高橋英郎、木下牧子

指 揮：鎌倉亮太

演 出：齊藤雅彰

出 演：北海道二期会

入場料：Ａ席５，０００円（子ども３，５００円）

Ｂ席４，５００円（子ども３，０００円）

入場者数：８６２人（２３日①２９４人 ②２９１人、２４日２７７人）

（２）「おこんじょうるり」、「あまんじゃくとうりこひめ」

期 日：平成３０年１月７日（日） 開演１５：００

１月８日（月・祝） 開演１５：００

会 場：小ホール

作 曲：林光

指 揮：河本洋一

演 出：三浦安浩

出 演：LCアルモーニカ

入場料：指定席 ４，０００円

自由席 ３，０００円

子ども券（小・中学生）２，０００円

入場者数：４６７人（７日２４７人、８日２２０人）

【モーニングコンサート】
accieの「ヘンゼルとグレーテル」～おかしの国のコンサート～

期 日：平成２９年９月１６日（土） 開演１０：００

会 場：小ホール

出 演：accie

演 出：櫻井幸絵（劇団千年王國）

プログラム：フンパーディンク作曲オペラ「ヘンゼルとグ

レーテル」

入場料：全席自由 ５００円

入場者数：３３６人

【セミナー】
教文舞台美術セミナー～地域の舞台美術を考える～

期 日：平成２９年１０月８日（日）、９日（月・祝）

１４：００～１７：００

会 場：研修室４０３

講 師：堀尾幸男（舞台美術家）
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ゲスト：伊藤久幸（市民交流プラザ舞台技術担当部長） ほか

入場料：一般１，５００円、学生１，０００円

受講者数：１１５人（８日５６人、９日５９人）

④演劇ワークショップファシリテーター養成講座
新規

ワークショップファシリテーター養成講座として、世

田谷パブリックシアターより講師を招き、ファシリテー

ターの役割についての説明や小学生向け演劇ワーク

ショップの実践体験を通じて、ワークショップファシリ

テーターについて学ぶ機会を創出した。

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

企画協力：世田谷パブリックシアター（公益財団法人せ

たがや文化財団）

助 成：一般財団法人地域創造

【演劇ワークショップファシリテーター養成体験講座】
期 日：平成２９年８月３日（木）１４：００～１７：００

４日（金）１０：００～２０：００

５日（土）１０：００～１７：３０

会 場：８月３日 練習室Ａ、８月４・５日 研修室４０１

入場料：研修生１，０００円、聴講生５００円（各３日分）

講 師：すずきこーた（世田谷パブリックシアターワーク

ショップファシリテーター）、恵志美奈子（世田谷パ

ブリックシアター劇場部企画制作担当）

入場者数：１３人（研修生６人、聴講生７人）

【子ども演劇ワークショップ「冒険の島～演劇
で旅に出よう～」】
期 日：平成２９年８月４日（金）１０：００～１６：００

５日（土）１０：００～１５：００

会 場：研修室４０１

入場料：無料

講 師：すずきこーた（世田谷パブリックシアターワー

クショップファシリテーター）、養成体験講座

受講生

入場者数：１６人

⑤子育て支援オペラコンサート
ママと子どもの初めての音楽会－こんにちは！オペラ－
小さい子どもがいる家族も音楽やオペラに気軽に親

しんでもらうことを目的に、未就学児も入場可能なコン

サートを開催した。

期 日：平成２９年８月２６日（土）１３：３０～１４：３０

会 場：小ホール

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

出 演：札幌オペラシンガーズ

プログラム：踊り明かそう、手のひらを太陽に ほか

入場料：５００円

入場者数：２６６人

�舞台芸術活動の育成・支援事業
舞台芸術を体験することにより参加者に感動を与え、

新たな出会いと創造の場となるワークショップや体験

講座を、初心者から経験者、指導者など、さまざまな対

象別に企画・実施した。

①教文１３丁目笑劇一座
一般公募の市民によって構成された喜劇団の活動の

支援を継続する。市内各所や高齢者施設などで無料ライ

ブやお笑い出張公演を行い、市民が中心となって笑いの

輪を広げる活動を行った。

期 日：平成２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土）

会 場：練習室 ほか

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

教文１３丁目笑劇一座

参加者数：１０人

【公演】
札幌市教育文化会館開館４０周年記念事業

教文１３丁目笑劇一座１０周年記念第１０回公演

「おつむTEN１０TEN１０～子供のように笑おうよ！」

期 日：平成３０年１月２０日（土）

昼の部 第１部 開演１２：３０

第２部 開演１３：２０

第３部 開演１４：３０

夜の部 第１部 開演１７：３０

第２部 開演１８：２０

第３部 開演１９：３０

主 催：教文１３丁目笑劇一座

共 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

会 場：小ホール

入場料：全席自由 一般２，０００円（教文ホールメイト

１，６００円）、学生１，０００円

※未就学児童は無料

入場者数：３６５人（昼の部２０３人 夜の部１６２人）

教育文化会館事業部
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【出張公演】
市民ギャラリー３５周年記念公演

期 日：平成２９年５月１４日（日） ①第一部１３：００～１４：４５

②第二部１５：００～１７：１０

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

協 力：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）、

ギャラリーハイツ町内会

後 援：公益財団法人札幌視聴覚障害者福祉協会

会 場：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

入場料：無料

入場者数：２０２人（①８２人 ②１２０人）

【アウトリーチ】
（１）ケアハウス雅（真栄）

期 日：平成２９年９月１８日（月・祝） ①１２：００～１２：３０

②１３：００～１３：３０

参加料：無料

参加者数：５５人

（２）ツクイ札幌豊平

期 日：平成２９年９月１９日（火）１４：３０～１５：３０

参加料：無料

参加者数：３０人

（３）シャローム川沿

期 日：平成２９年１２月２３日（土・祝）１４：００～１５：００

参加料：無料

参加者数：３５人

（４）アプラ高石（大阪府）

期 日：平成３０年３月２４日（土） ①１４：００～１５：３０

②１７：００～１８：３０

参加料：無料

参加者数：１６５人

②コミュニティダンスワークショップ
２０１０年より継続してきた主催事業である「コミュニ

ティダンス」を発展させたクリエーション（上演）に

向けた取組みを行う。ダンサーが高齢者等の身体や声と

共演するための手法を体験する。

期 日：平成２９年８月２９日（火）～平成３０年２月２４日（土）

会 場：リハーサル室、小ホール ほか

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

企画協力：京都芸術センター（公益財団法人京都市芸術

文化協会）

参加者数：１７人

【発表公演】
コミュニティダンスワークショップ発表公演

「しっぷまいろー／CIPMYLO」

期 日：平成３０年２月２５日（日） 開演１８：００

会 場：小ホール

構成・演出・振付：砂連尾理（振付家・ダンサー）

共同振付：櫻井ヒロ（振付家・ダンサー）、河野千晶（振付

家・ダンサー）

音 楽：小山彰太、石田幹雄、横山祐太

舞台美術：木木木人（国松希根太、小助川裕康）

出 演：ワークショップ参加者、砂連尾理、櫻井ヒロ、

河野千晶

入場料：全席自由 １，０００円

入場者数：１４５人
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�次世代の表現者・愛好者の育成事業
舞台芸術に触れ、プロと出会う体験を通して将来の舞

台芸術の表現者と愛好者を育成する。子どもや若者をは

じめとする市民を対象に、舞台芸術との出会いとなる

ワークショップとその成果発表公演を実施した。

①夏休み子ども体験喜劇 新規
放送作家・砂川一茂を講師に招き、小学生から高校生

を対象にした笑いの基本的なテクニックと喜劇の面白

さ、チームワークづくりを体験するワークショップを

行った。

期 日：平成２９年７月２７日（木）、２８日（金）、２９日（土）

１３：３０～１５：３０

会 場：研修室３０２、４０２ ほか

講 師：砂川一茂（放送作家）

受講料：１，０００円

受講者数：２３人

②札幌市教育文化会館開館４０周年記念事業
文楽セミナー わかればもっとおもしろい文楽の世界

新規

人形浄瑠璃文楽座の技芸員が「文楽」の魅力を分か

りやすく解説し、市民に伝統芸能をより身近に感じても

らうことを目的に開催した。

期 日：平成２９年５月５日（金・祝） 開演１４：００

会 場：小ホール

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

企 画：関西舞台芸術研究所

協 力：関西舞台株式会社

助 成：芸術文化振興基金（独立行政法人日本芸術文

化振興会）

出 演：吉田和生、豊竹希太夫、鶴澤清 、吉田玉佳、

吉田玉誉、吉田和馬、吉田玉延、吉田和登（以

上、人形浄瑠璃文楽座）

演 目：「傾城阿波の鳴門」

入場料：全席自由 ３，０００円（教文ホールメイト２，５００

円）、U-２２割１，５００円

入場者数：２７７人

③子ども演劇ワークショップ～発表公演
「ローリング・ストーン」

公募による子どもから、地元劇団員の大人までの出演

者がワークショップ、配役オーディションを経て演劇を

制作し、発表公演を行った。

期 日：平成２９年９月３０日（土）～平成３０年３月２５日（日）

会 場：小ホール ほか

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

企画制作：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）、

yhs

受講料：５，０００円

受講者数：２０人

【ワークショップ】
子ども演劇ワークショップ＋発表公演参加者募集

期 日：平成２９年９月３０日（土）、１０月１日（日）、

８日（日）、９日（月・祝）１０：００～１５：００

会 場：研修室３０２・４０１

講 師：南参（yhs）

受講料：１，０００円

参加者数：２０人

教育文化会館事業部
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【公演】
ワークショップ発表公演「ローリング・ストーン」

期 日：平成３０年３月２５日（日） 開演１３：３０

会 場：小ホール

作 ：野田秀樹

潤色・演出：南参（yhs）

講 師：南参、櫻井保一（yhs）、小林エレキ（同） ほか

出 演：ワークショップ受講生、櫻井保一（yhs）、最上

怜香（同）、小林エレキ（同）、青木玖璃子

（同）、佐藤杜花（同）、曽我夕子（同）、梅原た

くと（ELEVEN NINES）

入場料：全席自由 １，５００円、中学生以下１，０００円

入場者数：２３０人

④小学生のための能楽入門ワークショップ
能楽の普及振興と次世代の愛好者育成のため、シテ方

宝生流の能楽師・小倉健太郎を講師に招き、小学校３年

生から中学校３年生を対象に日本の伝統芸能である能

楽の謡と仕舞を体験するワークショップを実施した。

期 日：平成２９年７月３１日（月）、８月１日（火）

１３：３０～１５：３０

会 場：研修室４０１

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

講 師：小倉健太郎（宝生流シテ方）

協 力：札幌宝生会

受講料：１，０００円（２日分）

参加者数：１５人

�文化施設、文化団体との協働事業

①能楽鑑賞のひととき
札幌の能楽愛好団体による能の発表会を屋根付き能

舞台で行った。

期 日：平成２９年１２月２３日（土・祝） 開演１３：３０

主 催：札幌能楽会

共 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

会 場：大ホール

出 演：札幌能楽会

演 目：能「放下僧」、「吉野天人」、「唐船」 ほか

入場料：１，５００円

※小・中・高校生無料

入場者数：３４０人

②人形劇フェスティバル２０１８年 さっぽろ冬の祭典
人形劇の魅力を広く市民に紹介するとともに、札幌に

おける人形劇の普及、発展のため、市内の人形劇サーク

ル合同による大作の上演のほか、人形の展示を実施した。

会 場：小ホール、ギャラリー

主 催：札幌人形劇協議会

芸術文化環境の創造
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共 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

後 援：札幌市PTA協議会、札幌市小学校長会 ほか

【公演】
期 日：平成３０年２月１７日（土）、１８日（日）

各日①開演１１：００ ②開演１４：００

会 場：小ホール

演 目：きつねとぶどう、長ぐつをはいたネコ

入場料：全席自由（３歳以上） 前売１，２００円（当日１，５００円）

ペア券２，０００円（予約のみ）、

団体割引（１０人以上）１，０００円

入場者数：６９２人（１７日①１９０人 ②１３７人、１８日①２０６人 ②１５９人）

【ひだのかな代 原画展と冬の祭典人形展】
ひだのかな代の絵本原画や過去の人形劇フェスティ

バル冬の祭典より、登場した人形を展示した。

期 日：平成３０年２月１７日（土）、１８日（日）１０：００～１６：００

会 場：ギャラリー

入場料：無料

入場者数：２２９人（１７日８７人、１８日１４２人）

③第５９回子供舞踊祭 Junior Dance Festival
市内の子供と指導者の育成と成果発表の場として開

催するクラシックバレエ、現代舞踊の公演。３歳から中

学３年までの男女２６５人が出演した。

期 日：平成３０年３月２９日（木） 開演１８：００

会 場：大ホール

主 催：札幌洋舞連盟

共 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

入場料：１，８００円

入場者数：１，１００人

④演劇シーズン２０１８－冬－ 新規
札幌演劇シーズン２０１８－冬－のプログラムの一つと

して札幌の劇団である弦巻楽団による公演を７公演行っ

た。

期 日：平成３０年２月７日（水） 開演１９：００

２月８日（木） 開演１９：００

２月９日（金） 開演１４：００

２月１０日（土） 開演１４：００

２月１１日（日・祝） ①開演１４：００

②開演１８：００

２月１２日（月・休） 開演１４：００

会 場：小ホール

主 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）、

札幌演劇シーズン実行委員会、演劇創造都市札

幌プロジェクト、公益財団法人北海道演劇財団、

NPO法人コンカリーニョ、札幌市、公益財団法

人北海道文化財団、北海道立道民活動センター

（道民活動振興センター）

作・演出：弦巻啓太（弦巻楽団代表・脚本家・演出家）

出 演：永井秀樹（青年団）、岩杉夏（ディリバレー・ダ

イバーズ）、小林なるみ（劇団回帰線）、柴田知

佳、遠藤洋平

入場料：全席自由 一般３，０００円、学生１，５００円

来場者数：１，３０６人（７日１８７名、８日１４３名、９日１７５名、

１０日２３６名、１１日①２１７名 ②１４２名、１２日２０６名）

教育文化会館事業部

主催事業
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芸 術 文 化 の 普 及 振 興

�学校教育における芸術文化活動の支援
舞台芸術活動の将来を担う小・中・高校生の育成を目

的に、全市的な舞台芸術活動発表の場を提供した。

①第３５回札幌市小学校児童音楽祭
札幌市の小学校における豊かな音楽活動の発展と児

童の音楽を愛好する心情の育成を目的に開催する合唱

と器楽の演奏会を支援した。

期 日：平成３０年２月４日（日） 午前の部 開演１０：３０

午後の部 開演１３：３０

会 場：大ホール、リハーサル室Ａ・Ｂ、練習室Ａ・Ｂ

入場料：無料

主 催：北海道音楽教育連盟札幌市小学校支部、札幌市

教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

協 賛：札幌市教育協会

後 援：札幌市教育委員会、札幌市小学校長会、北海道

音楽教育連盟

出演者数：１，５００人

来場者数：１，０００人

②第６９回札幌市中学校音楽会
音楽活動の将来を担う中学生の育成を目的に、芸術文

化の普及振興事業として開催した。各地区より選抜され

た学校が合唱、吹奏楽、和太鼓、リコーダーの演奏をお

こなった。

出演校数：合唱７校、吹奏楽１２校、和太鼓１校、リコーダー

１校

期 日：平成２９年１０月２２日（日） 開演１０：３０

会 場：大ホール

主 催：札幌市中学校文化連盟、札幌市教育文化会館

（札幌市芸術文化財団）、札幌市教育委員会

後 援：札幌市中学校長会、札幌市中学校吹奏楽研究協

議会、札幌市合唱教育研究会 ほか

出演者数：５８６人

入場料：無料

入場者数：８００人

③第６３回高文連石狩支部合同演奏会
高文連石狩支部加盟の８９校が合唱・吹奏楽・器楽管弦

楽・日本音楽の４部門で日頃の成果を発表した。

全北海道大会推薦校

合唱部門：札幌南高等学校、札幌旭丘高等学校

吹奏楽部門：札幌山の手高等学校、札幌日本大学高等学

校、石狩翔陽高等学校、北広島高等学校

器楽管弦楽部門：札幌光星高等学校

日本音楽部門：札幌龍谷学園高等学校

期 日：平成２９年６月１５日（木） 開演１１：００

６月１６日（金） 開演１１：００

会 場：大ホール

主 催：北海道高等学校文化連盟石狩支部演劇専門部

共 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

出 演：石狩管内８７校（３，１１５人）

入場料：４００円

入場者数：２，２６８人

④札幌市中文連演劇ワークショップ２０１７
札幌市内中学校の演劇部員を対象に、演劇についての

知識や表現力を磨く演劇ワークショップを開催した。

期 日：平成２９年５月１３日（土）１３：１５～１７：００

会 場：小ホール、リハーサル室Ａ・Ｂ、練習室Ａ・Ｂ

主 催：札幌市中文連演劇専門委員会

札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

後 援：札幌市中学校長会、札幌市PTA協議会、公益財

団法人北海道教育文化協会

講 師：納谷真大（ELEVEN NINES）、櫻井ヒロ（振付

家・ダンサー）、櫻井幸絵（劇団千年王國）、清

水友陽（劇団清水企画）、明逸人（ELEVEN

NINES）、弦巻啓太（弦巻楽団）

参加料：無料

参加者数：３２０人

⑤第３２回札幌市中文連演劇発表会
学校教育における芸術・文化活動を奨励する教育普及

活動として中文連の演劇発表会を開催した。３日間にわ

たり市内中学１１校の演劇部が日頃の成果を発表した。

期 日：平成２９年７月３１日（月）～８月２日（水）

会 場：小ホール、リハーサル室Ａ・Ｂ、練習室Ａ・Ｂ

主 催：札幌市中学校文化連盟、札幌市教育委員会

共 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

後 援：札幌市中学校長会、札幌市PTA協議会、

公益財団法人北海道教育文化協会

出演者：３００人

入場料：無料

入場者数：３，８００人

芸術文化の普及振興

�学校教育における芸術文化活動の支援
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⑥第６７回高文連石狩支部高校演劇発表大会
各加盟校が６０分以内の一幕劇を発表し、最優秀・優秀・

優良・努力各賞、および創作脚本奨励賞・舞台技術賞を選

定した。

最優秀校：札幌山の手高等学校、北海道札幌啓北商業高等

学校、北海道大麻高等学校、北海道札幌西高等

学校、札幌北斗高等学校、北海道札幌藻岩高等

学校

創作脚本賞：輿水麻衣（北海道札幌北陵高等学校２年）

舞台技術賞：高橋菜月（北海道札幌平岡高等学校３年）

期 日：平成２９年９月２９日（金）～１０月５日（木）

会 場：小ホール、研修室４０１

主 催：北海道高等学校文化連盟石狩支部演劇専門部

共 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）

出演者：５５０人

入場料：３００円

入場者数：３，１５０人

⑦第１２回北海道中学生演劇発表大会
道内６地区の代表校７校が公演し、最優秀校１校、優

秀校２校を決定した。

最優秀校：札幌市立札苗北中学校

優秀校：帯広市立第四中学校・登別明日中等教育学校

期 日：平成２９年１１月２５日（土） 開演１３：４５

１１月２６日（日） 開演９：３０

会 場：小ホール

主 催：北海道中学生演劇発表大会実行委員会

共 催：札幌市教育文化会館（札幌市芸術文化財団）、

株式会社北海道新聞社、公益財団法人北海道文

化財団

協 賛：北海道銀行、北洋銀行

後 援：北海道、北海道教育委員会、北海道中学校長会、

札幌市、札幌市教育委員会、札幌市中学校長会、

全国中学校文化連盟、札幌市中学校文化連盟、

十勝中学校文化連盟、公益財団法人道銀文化財

団

出演者：１５０人（７校）

入場料：無料

入場者数：１，４００人

�芸術文化に関する情報の収集・提供

①公立文化施設等とのネットワーク
・公立文化施設との情報交換、収集を通して、主催事

業に反映させた。

・財団法人地域創造、文化庁等を通じて情報収集を

行った。

・札幌市内の１０劇場による「札幌劇場連絡会」での

情報交換を行い、札幌市が主催する「札幌アートス

テージ」の舞台芸術部門に参加した。

②専門家集団との交流やメディアの活用
・主催事業を通して長年培われた芸術文化団体、アー

ティスト、地元企業やマスコミなどとの交流により、

各分野の情報を収集し、事業企画に反映させた。

・主催事業の広報ではSNSやwebを活用し、提供の幅

をひろげ、より簡便に情報が手元に届くよう展開した。

③アンケートの実施
・主催事業の来場者、参加者に対しアンケートを実施

し、満足度を調査することでニーズを把握し、事業

結果を測定することで事業運営に反映させた。

教育文化会館事業部

主催事業
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公演
No.

公 演 名 分 野 開 催 日 会 場

１３９９ 堅田会５０周年記念囃子演奏会 伝統芸能 ５月２１日（日）１１：００ 札幌市教育文化会館（小）

１４００
北海道打楽器協会創立１０周年記念・北海道打楽器フェスティ
バル２０１７

音楽 ５月２１日（日）１５：３０ ちえりあホール

１４０１ ３０周年記念・長唄紀諷会 伝統芸能 ５月２７日（土）１０：４５ 札幌市教育文化会館（小）
１４０２ レ・ポムポム第３回公演「五大元素 日本の色彩」 音楽 ６月５日（月）１９：００ 札幌コンサートホール（小）
１４０３ ノルト・シンフォニカー創立１０周年記念第１４回定期演奏会 音楽 ６月１１日（日）１３：３０ ちえりあホール
１４０４ スウィングハート・ジャズ・オーケストラ結成３０周年記念コンサート 音楽 ７月１日（土）１８：００ 共済ホール

１４０５
札幌市東区文化団体協議会創立４０周年記念・東区邦舞会第
３０回記念邦舞まつり

伝統芸能 ７月２日（日）１０：３０ 札幌サンプラザコンサートホール

１４０６ 第７回本田園子ソプラノリサイタル 音楽 ７月７日（金）１８：３０ ザ・ルーテルホール

１４０７ 座・れら第１３回公演『アンネの日記』 演劇
１１月２日（木）１９：３０
１１月３日（金・祝）１１：００、１５：３０
１１月４日（土）１１：００、１５：３０

札幌市こどもの劇場やまびこ座

１４０８
赤川智保モダンバレエスタジオ３０周年記念公演「E・MI・SHI
～はるかなる時空を超えて～」

舞踊 ７月２９日（土） １８：００ 札幌市教育文化会館（大）

１４０９ Duo Rosaと仲間たち第１０回記念コンサート 音楽 ８月２５日（金） １８：３０ 札幌コンサートホール（小）

１４１０ 演劇「八月の鯨」 演劇
８月２５日（金）１３：３０、１８：３０
８月２６日（土）１３：３０、１８：３０
８月２７日（日）１３：３０

生活支援型文化施設
コンカリーニョ

１４１１ 四代目家元若柳旭甫師籍４５周年日本舞踊公演 伝統芸能 ９月３０日（土） １０：３０ 札幌市教育文化会館（大）
１４１２ アンサンブル・エルヴェ第１２回演奏会 音楽 １０月２３日（月） １９：００ ふきのとうホール
１４１３ 服部麻実ソプラノ・リサイタルⅦ～ロシアの夕べ～ 音楽 １０月６日（金） １９：００ 札幌コンサートホール（小）
１４１４ 混声合唱団響友会第６７回研究発表会 創立７０周年記念演奏会 音楽 １０月９日（月・祝）１３：３０ 札幌市教育文化会館（大）
１４１５ 影山裕子ピアノリサイタル 音楽 １０月１０日（火）１９：００ 札幌コンサートホール（小）
１４１６ 佐藤洋一ギタリストとして３０年目のリサイタル 音楽 １１月１１日（土）１７：００ ザ・ルーテルホール
１４１７ 中田友紀・浅井智子デュオリサイタル 音楽 １１月１２日（日）１３：３０ 札幌コンサートホール（小）
１４１８ CHOR AION第３５回演奏会 音楽 １１月１８日（土）１５：００ 札幌サンプラザコンサートホール

１４１９ yhs結成２０周年記念公演「白浪っ！」 演劇

１１月２９日（水）１９：３０
１１月３０日（木）１９：３０
１２月１日（金）１９：３０
１２月２日（土）１４：００、１９：００
１２月３日（日）１４：００

生活支援型文化施設
コンカリーニョ

１４２０
第１５回ゾンゴラコンサート「北海道に伝えるリストの系譜」
～Ｆ．リスト全曲演奏シリーズvol．５ ＜新年のカンパネッラ＞

音楽 １月６日（土）１３：３０ 札幌サンプラザコンサートホール

１４２１ 札幌ブラスバンド 第３０回定期演奏会 音楽 ２月２５日（日）１６：００ 札幌コンサートホール（大）
１４２２ 木管五重奏ウィンドアンサンブル・ポロゴ 第１０回定期公演 音楽 ３月３日（土）１９：００ 札幌コンサートホール（小）
１４２３ 宮の森アルテ・ムジクス 第２１回定期演奏会 音楽 ３月４日（日）１３：００ 札幌コンサートホール（小）
１４２５ 岡本孝慈・恵里ピアノデュオリサイタル 音楽 ３月２３日（金）１９：００ ザ・ルーテルホール
協賛
事業

創立７５周年記念札幌放送合唱団第６７回定期演奏会 音楽 １１月２３日（木・祝）１８：３０ 札幌コンサートホール（大）

〈平成２９年度札幌市民劇場公演一覧〉

※１ 平成３０年１～３月開催市民劇場は平成３０年度の審査対象 ※２ （大）：大ホール、（小）：小ホール
※３ 第１４２４回公演は平成３０年４月以降に日程変更

札 幌 市 民 芸 術 祭

札幌市民芸術祭は、札幌市の芸術文化の振興を目的に、

音楽、演劇、舞踊、美術、文芸など幅広い分野における

市民の創造・発表活動を積極的に推進するため、１０の事

業を実施している。札幌市長が委嘱する市内の芸術文化

関係者１２４名による実行委員・監事及び１０部会の委員で

実行委員会を構成し、教育文化会館事業部に事務局を置く。

昭和２２年開催の「市民美術展」を端緒とし次第に分

野を拡げ、昭和４８年の「札幌市民芸術祭実行委員会」発

足後はさらに対象、規模を拡大し、現在の形態に至って

いる。公演・発表事業への直接参加と鑑賞者としての参

加を呼びかけ、毎年３万人近い市民が参加している。

事業を推奨するために顕彰制度（※）を設け、特に優

れた公演や作品を発表した個人・団体には「札幌市民芸

術祭大賞」「札幌市民芸術祭奨励賞」を贈呈しており、

平成２９年度は１１団体２９個人を表彰した。

（※マンドリン音楽祭、札幌市民吹奏楽祭を除く８事業）

①札幌市民劇場
札幌を拠点に音楽、舞踊、演劇、伝統芸能などの舞台

芸術活動を行う個人または団体の公演やワークショッ

プの企画を公募し、「札幌市民劇場」として開催した。

採用団体には、助成金の交付、広報活動への協力などを

行い、市民の舞台芸術活動を支援した。

期 日：平成２９年４月～平成３０年３月

会 場：札幌市内各会場

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

公益財団法人札幌市芸術文化財団

公演数：２３団体、４個人 計２７公演（協賛事業１公演含む）

出演者数：計８９４人

入場者数：計１１，３５９人

札幌市民芸術祭
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②マンドリン音楽祭
札幌市内で活動するマンドリン団体が一堂に集まり、

日頃の成果を披露する演奏会を開催した。

独奏・重奏の部、学生団体合奏の部、学生団体と社会

人団体合同合奏の部の３部構成で、多彩なプログラムを

展開した。開演前のプレコンサートや楽器展示も行い、

マンドリンの魅力を市民に紹介した。

期 日：平成２９年５月２８日（日） 開演１３：３０

会 場：大ホール

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

公益財団法人札幌市芸術文化財団

出演者数：２３３人［独奏・重奏３組（５人）、合奏１５団体

（２２２人）、プレコンサート６人］

入場料：無料

入場者数：８３８人

③ギター音楽祭
オーディションにより選抜されたクラシックギタリ

ストが競演する演奏会を開催した。独奏・重奏・合奏部門

で、小学生から一般まで幅広い年齢の市民が参加した。

ゲストによる演奏や開演前のプレコンサートも行い、

来場者の関心を高めた。

期 日：オーディション

平成２９年７月１６日（日）１３：３０～１７：１０

音楽祭

平成２９年９月３日（日） 開演１３：３０

会 場：小ホール

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

公益財団法人札幌市芸術文化財団

出演者数：オーディション３８人［独奏３４人、重奏４人（２組）］

音楽祭９６人［独奏１２人、重奏２人（１組）、合

奏７６人（５団体）、ゲスト演奏１

人、プレコンサート５人］

入場料：無料

入場者数：６１０人

④市民合唱祭
秋の合唱祭として市民に親しまれ、約３，２００人の出演

者が集い、熱気あふれる合唱祭を開催した。第１部は一

般・職場・学生などのコーラスグループ、第２部はPTA

などのコーラスグループを対象に開催した。

期 日：第１部 平成２９年１０月１５日（日） 開演１０：００

第２部 平成２９年１０月１４日（土） 開演１２：００

会 場：大ホール

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

公益財団法人札幌市芸術文化財団

出演者数：第１部 ２，１７４人（８１団体）

第２部 １，０４４人（４９団体）計３，２１８人

入場料：無料

入場者数：３，３５７人（２日間）

教育文化会館事業部

主催事業
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⑤さっぽろ市民文芸
随筆、小説、詩、評論、短歌、俳句、川柳、児童文学、戯

曲・脚本の９部門で市民の文芸作品を公募し、優秀作品

を掲載した総合文芸誌「さっぽろ市民文芸第３４号」を

刊行した。

併せて、優秀作品の表彰や記念講演のほか、作品選考

委員と参加者が懇談し交流を深める「さっぽろ市民文

芸の集い」を開催した。

刊 行：平成２９年１０月２７日（金）

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

公益財団法人札幌市芸術文化財団

応募者数：延べ２８１人

掲載数：９８点（随筆１４、小説６、詩７、評論２、短歌２２、

俳句２９、川柳１１、児童文学４、戯曲・脚本３）

発行数：９００部（価格：本体１，２００円＋税）

取 扱：教文プレイガイド、紀伊國屋書店市内各店、弘

栄堂書店、コーチャンフォー市内各店、三省堂

書店札幌店、ジュンク堂書店札幌店、北海道文

学館

【さっぽろ市民文芸の集い】

日 時：平成２９年１１月２５日（土） 開演１４：００

会 場：３階各研修室

講 演：「義経伝説と奇岩：文化地質学の視点から」

講 師：若宮明彦（北海道教育大学札幌校教授、北海道

詩人協会会長）

入場料：無料

入場者数：１０９人

⑥新人音楽会
札幌市を中心に活動し、将来の活躍が期待される若手

のクラッシック音楽家を対象に、ピアノ、声楽、管弦打

楽器、作曲の４部門でオーディションを行い、選抜され

た出演者による優秀な演奏・作品の演奏会を開催した。

期 日：オーディション

ピアノ部門

平成２９年９月１９日（火）１０：３０～１４：３６

声楽部門

平成２９年９月１９日（火）１６：００～１７：３８

管弦打楽器部門

平成２９年９月２０日（水）１３：００～１７：５６

音楽会

平成２９年１１月３日（金・祝） 開演１３：００

会 場：大ホール

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

公益財団法人札幌市芸術文化財団

参加者数：オーディション ６７人

［ピアノ部門２２人、声楽部門９人、管弦打楽

器部門３１人、作曲部門５人（譜面審査）］

音楽会 ２１人

［ピアノ部門６人、声楽部門３人、管弦打楽

器部門１０人、作曲部門２人］

入場料：無料

入場者数：オーディション ２０３人

音楽会 ６５８人

札幌市民芸術祭
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⑦邦楽演奏会
三曲（箏・三絃・尺八）による独奏、合奏の演奏会を開

催した。出演者は札幌市を中心に活動する邦楽演奏家を

対象にオーディションを実施して決定した。

期 日：オーディション

平成２９年８月２０日（日）１４：００～１５：３２

演奏会

平成２９年１１月１２日（日） 開演１３：００

会 場：小ホール

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

公益財団法人札幌市芸術文化財団

出演者数：オーディション１５人［独奏５人、合奏１０人（３組）］

演奏会１５人［独奏５人、合奏１０人（３組）］

入場料：無料

入場者数：３３６人

⑧市民美術・書道展
市民による美術（油彩画、水彩画、日本画、版画）と

書道（漢字、かな、近代詩文書、墨象、篆刻、刻字）の作

品の展覧会を開催した。会期最終日には、表彰式と作品

の講評会も実施し、出品者・来場者の理解を深めた。

期 日：平成２９年１２月１３日（水）～１７日（日）

５日間 １０：００～１７：００（１７日は１６：００まで）

会 場：札幌市民ギャラリー

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

公益財団法人札幌市芸術文化財団

応募者数：１５７人

出展数：１５７点（美術部門：油彩４８点、水彩３９点、日本

画２点、版画１点、その他１７点

書道部門：漢字２７点、かな３点、近代

詩文書１３点、墨象５点、篆刻２点）

入場料：無料

入場者数：１，０３２人

⑨札幌市民吹奏楽祭
市内の小学校、中学校、高校、大学、職場・一般の吹奏

楽団が一堂に集まり、日頃の成果を発表する演奏会を開

催し、幅広い演奏交流を通じ吹奏楽の魅力を紹介した。

期 日：平成３０年１月２７日（土）～２８日（日） 開演１０：１５

会 場：大ホール

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

公益財団法人札幌市芸術文化財団

出演者数：２日間計２，０５３人（６２団体）

入場料：前売８００円、当日１，０００円

入場者数：２，６７５人

⑩市民写真展
市民が撮影した作品を公募し、写真の多様な世界を紹

介する展覧会を開催した。会期最終日には、表彰式と作

品講評会を実施し、出品者・来場者の理解を深めた。

期 日：平成３０年２月６日（火）～１２日（月・休）

７日間 １０：００～１７：００（１２日は１６：００まで）

会 場：４階ギャラリー

主 催：札幌市民芸術祭実行委員会、札幌市、

教育文化会館事業部

主催事業
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平成２９年度札幌市民芸術祭大賞・奨励賞贈呈式
平成３０年３月１０日（土） 小ホール

事 業 名 受賞者・受賞団体名

札幌市民劇場
座・れら（演劇）

服部 麻実（ソプラノ）

新人音楽会
反保 沙季（ピアノ）

石垣 絢子（作曲）

邦楽演奏会 石山 しおり（箏独奏）

ギター音楽祭 坂本 和奏（独奏）

市民合唱祭第１部 未来倶楽部

市民文芸
山� 幹雄（随筆）

秋田 彬良（小説）

市民美術・書道展
工藤 順次（油彩画）

門脇 笙華（近代詩文書）

市民写真展 中澤 美津子

札幌市民芸術祭大賞（２団体、１０個人）

事 業 名 受賞者・受賞団体名

札幌市民劇場

堅田会（囃子）

混声合唱団響友会（合唱）

中田友紀・浅井智子（ソプラノ・ピアノ）

新人音楽会

三上 絵里香（ピアノ）

清水 一智子（ソプラノ）

川口 莉奈（フルート）

邦楽演奏会
加賀恵美子、田中静恵、門田栄子、鈴木紘子、
馬場俊（箏、三絃、尺八合奏）

佐々木晶子 洞野佳子（箏合奏）

市民合唱祭第１部
CHOR AION

ピッコロ・ヴェルデ with Channel 1

市民合唱祭第２部
コーラス・フェルマータ

女声合唱団コーロ・ドルチェ

市民文芸

石井 としえ（随筆）

�島 彊子（随筆）

森 宜子（随筆）

石丸 昭雄（小説）

伊藤 哲（短歌）

藤林 正則（俳句）

川田 ひろこ（川柳）

裕零（戯曲・脚本）

市民美術・書道展

赤石 和子（水彩画）

笠谷 厚子（水彩画）

西川 智範（油彩画）

山� 直吉（油彩画）

樺澤 奈々（近代詩文書）

若林 徑竹（漢字）

市民写真展
平尾 敦子

宮田 芳明

札幌市民芸術祭奨励賞（９団体、１９個人）公益財団法人札幌市芸術文化財団

応募者数：１００人

出品数：応募２６７点、展示１３８点

入場料：無料

入場者数：展覧会５８５人

講評会５６人

平成２９年度受賞者一覧

札幌市民芸術祭
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広 報 活 動

①情報誌の編集、発行
主催事業、市民芸術祭事業の情報を掲載した情報誌及

びさまざまな芸術文化をジャンル別に解説するリーフ

レットを発行した。

形態・部数

情報誌「らく」 年３回 １５，０００部発行

リーフレット「act」 年３回 １５，０００部発行

②ホームページによる広報
主催事業、市民芸術祭事業、ホール催し物案内、施設貸

出し案内など教育文化会館に関する最新情報を網羅す

る会館ホームページを運営した。

平成２９年度アクセス数：３９３，０００件

③案内、プレイガイド
札幌市教育文化会館１階ロビーのプレイガイドにお

いて、館内施設や催しの案内業務を行うとともに、主催

事業や市内の各種舞台公演のチケット販売を行い、市民

へのサービス向上に努めた。

④教文☆ナビ
会館に対する関心や親しみを喚起することを目的と

して、施設開放事業を年３回実施した。体験型イベント

を充実させ、会館への関心を喚起するだけでなく、施設

の空き区分を有効に利用した。

（１）教文☆ナビ【教文事件簿 続・支配人からの挑戦状！】

期 日：平成２９年８月７日（月） ①１３：００～１４：００

②１５：００～１６：００

会 場：研修室４０３

参加料：３００円

参加者数：４１人

（２）教文☆ナビ【大ホール見学ツアー】

期 日：平成３０年１月１１日（木） ①１４：００～１５：３０

会 場：大ホール

参加料：３００円

参加者数：１７人

（３）教文☆ナビ【教文ほっと�キャンドル】
期 日：平成３０年２月１０日（土）１５：００～１７：００

会 場：会館外周

参加料：無料

参加者数：３００人

⑤札幌市教育文化会館開館４０周年記念事業
教文アートコレクション・アーカイブ写真展

新規

開館４０周年を記念し、札幌市教育文化会館が所蔵する

アート作品と、建築当時やオープン間もない頃の会館の

写真など普段は公開していない資料を展示し、教文に秘

められた魅力を紹介した。

期 日：平成２９年７月８日（土）～７月１７日（月・祝）

９：３０～１７：００

会 場：４階ギャラリー

入場料：無料

入場者数：４１７人

教育文化会館事業部

主催事業
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市 民 ギ ャ ラ リ ー 事 業

①市民ギャラリー美術映画会
気軽にアートの世界に親しんでいただくために、昭和

５９年から毎年実施しており、今年度は、世界初の画家別

ブルーレイ絵画全集「世界の名画～華麗なる巨匠たち

～第Ⅱ部」シリーズを上映した。

期 日：平成２９年４月１２日（水）、５月１１日（木）、６月

２９日（木）、７月２０日（木）、８月１６日（水）、９

月２１日（木）、１０月４日（水）、平成３０年１月１２

日（金）、２月８日（木）、３月８日（木）

開場１３：３０ 開演１４：００

会 場：第３展示室 ほか

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

プログラム：

（１）４月１２日（水）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑪

逃亡する天才・カラヴァッジオ ８３人

（２）５月１１日（木）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑫

フィレンツェ・花咲くルネサンス ６２人

（３）６月２９日（木）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑬

世にも奇妙な画家たち ７８人

（４）７月２０日（木）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑭

謎の画家ブリューゲル 名画に残された伝言 ６７人

（５）８月１６日（水）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑮

ルーベンス・絵画を武器にした巨人 ８５人

（６）９月２１日（木）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑯

農民を描いた反骨の画家・ミレー ８８人

（７）１０月４日（水）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑰

マネの革命 絵画を解き放った男 ５２人

（８）１月１２日（金）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑱

幸せの画家 ルノワールの挑戦 ８２人

（９）２月８日（木）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑲

印象派・新たな冒険 ドガ＆ピサロ ７７人

（１０）３月８日（木）

世界の名画～華麗なる巨匠たち～⑳

アルビの昼とパリの夜・素顔のロートレック ９３人

入場料：無料

入場者数：延べ７６７人

②開館３５周年記念 教文１３丁目笑劇一座出張公演
～市民ギャラリー笑いの集い～
教育文化会館が実施している市民参加型喜劇事業の

発表の場として喜劇公演を開催した。８年目を迎えた今

回は、市民ギャラリー開館３５周年を記念した、放送作家

砂川一茂並びに座員による脚本のオリジナル喜劇や、観

客参加型の体験喜劇などバラエティに富んだ演目によ

り、地域に「親しみやすい市民ギャラリー」をアピール

した。

期 日：平成２９年５月１４日（日）１３：００～１７：１０

会 場：第１～２展示室

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

協 力：ギャラリーハイツ町内会、札幌市教育文化会館

入場料：無料

出 演：教文１３丁目笑劇一座とその仲間たち

入場者数：２０２人

市民ギャラリー事業
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③市民ギャラリーワークショップ
市民の幅広い芸術文化活動の育成と新規来館者層の

拡大を目的に、市民ギャラリーで展覧会を開催する団体

や芸術の森クラフト工房と協力し、初心者や子どもでも

気軽に参加できる様々な講習会を開催した。

（１）陶芸体験教室

期 日：平成２９年７月２１日（金）１０：３０～１２：３０

１３：３０～１５：３０

平成２９年７月２２日（土）１０：３０～１２：３０

会 場：第３展示室

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

北海道陶芸協会

体験料：１，８００円（材料費込）

参加人数：５４人

（２）夏休み子ども七宝体験教室

期 日：平成２９年７月２７日（木）、２８日（金）

１０：３０～１２：３０、１３：３０～１５：３０

会 場：展示ホール１～２

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

北海道七宝作家協会

体験料：５００円（材料費込）

参加人数：７７人

（３）七宝体験教室

期 日：平成２９年８月２５日（金）１０：３０～１２：３０

平成２９年８月２６日（土）１０：３０～１２：３０

１３：３０～１５：３０

会 場：第３展示室

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

北海道七宝作家協会

体験料：７００円（材料費込）

参加人数：６２人
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（４）冬休み子どもワークショップ

期 日：平成３０年１月１１日（木）１０：３０～１２：３０

１４：００～１６：００

会 場：第１展示室

主 催：札幌市民ギャラリー、札幌芸術の森（札幌市芸

術文化財団）

内 容：①お皿に好きな模様を描こう

体験料１，５００円

②裂き織りでカラフルなコースターづくり

〃 ５００円

③寄木のストラップづくり

〃 ６００円

④版画体験教室「ぺたぺたステンシル」

〃 ３００円

⑤つちぶえデコレーション

〃 ３００円

⑥オリジナル缶バッジをつくろう

〃 ３００円

参加者数：１６９人

④開館３５周年記念 カルチャーナイト２０１７
～ギャラリーのひみつのたからもの～ 新規

市内全域で公共施設や文化施設などを夜間開放し、市

民が地域の文化を楽しむ「カルチャーナイト」に参加

した。市民ギャラリーの歴史に触れながら隠された宝を

目指す謎解きイベントを実施し、施設の認知度向上とと

もに、普段の利用者とは異なる新規層の来館を促進した。

期 日：平成２９年７月２１日（金）１７：００～１９：００

会 場：館内全域

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

認定NPO法人カルチャーナイト北海道（カル

チャーナイト実行委員会）

参加料：無料

参加者数：１１３人

⑤子ども映画会
夏休みなど学校の長期休暇に合わせ、子どもたちが

アートに興味を持つ契機となるような芸術性の高いア

ニメーション作品の上映を行った。

（１）夏休み子ども映画会

期 日：平成２９年７月２５日（火） 午前の部 開演１０：３０

午後の部 開演１４：００

会 場：第３展示室

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

プログラム：PiPiとべないホタル

入場料：無料

入場者数：午前の部７５人、午後の部４６人
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（２）冬休み子ども映画会

期 日：平成３０年１月１３日（土） 開演１０：３０

会 場：第５展示室

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

プログラム：宮沢賢治 銀河鉄道の夜

入場料：無料

入場者数：１８２人

（３）春休み子ども映画会

期 日：平成３０年３月２９日（木） 開演１０：３０

会 場：第３展示室

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

プログラム：ムーミン谷の彗星

入場料：無料

入場者数：２４６人

⑥市民ギャラリー手づくり作品市場
地域の賑わいを創出する目的で、市民ギャラリーロ

ビーおよび第３展示室を会場に、絵画やアクセサリーな

どの工芸や手芸など市民による手づくり作品の展示及

び販売を行った。

期 日：平成２９年８月２０日（日）１０：００～１５：００

会 場：ロビー、第３展示室

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

出店数：３２店舗

出店料：無料

入場者数：７０６人

⑦中央区東地区連合町内会おしゃべりコンサート
地域住民の交流とまちづくり活動の理解促進を目的

に、地元町内会との連携事業として、親子で楽しめるコ

ンサートを開催した。

期 日：平成２９年１０月１１日（水） 開演１６：００

会 場：第１展示室

主 催：中央区東地区連合町内会

共 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

中央区東まちづくりセンター

入場料：無料

出 演：大平まゆみ（ヴァイオリン）

大島さゆり（フルート）

曲 目：ヴィヴァルディ四季 ほか

入場者数：７１人

⑧開館３５周年記念 市民ギャラリーコンサート
開館３５周年を記念し、従来のクラシック音楽を中心と

したコンサートに加え、新たに筝と尺八による邦楽演奏

会を実施した。札幌市民芸術祭実行委員会主催の「新人

音楽会」で入賞した演奏家や札幌を中心に活躍する演

奏家により、美術や書道の作品に囲まれた空間の中、アー

ティストとの交流や生演奏の魅力など広く芸術に触れ

親しんでいただく機会を提供した。

期 日：①平成２９年１２月１５日（金） 開演１４：００

②平成２９年１２月１６日（土） 開演１４：００

会 場：①第５展示室

②第１展示室
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※平成２９年度札幌市民芸術祭

第７０回市民美術・書道展会場内

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

協 力：ギャラリーハイツ町内会、札幌市民芸術祭実行

委員会

入場料：無料

出 演：①上野裕子、竹浪真由美（十七絃）

佐藤文彦（尺八）

②五十嵐麻実（ソプラノ）

渡部美蕗（ピアノ）

曲 目：①篝火 ほか

②歌劇「トスカ」より“歌に生き、愛に生き”

ほか

入場者数：①１１３人

②１４６人

⑨開館３５周年記念
おもいっきり！おえかきワンダーランド 新規

展示室の広々とした空間や壁面をまるごとキャンパ

スに見立て、子どもから大人までが一日中「おえかき」

を楽しめる機会を提供した。地域の大学と協力し、乳幼

児でも安全に遊べる１０mに及ぶらくがきギャラリーやペ

ンライトによるおえかき、大人でも満足できる最新のデ

ジタルアート映像を駆使したコンテンツなど多彩な内

容により実施し、地域の拠点施設としての新しい取り組

みを存分にアピールした。

期 日：平成３０年２月２２日（木）～３月４日（日）

全１１日間

会 場：第１～３展示室

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

協 力：リコージャパン株式会社、株式会社パイロット

インキ、札幌大谷大学短期大学部保育科

入場料：５００円、中学生以下無料

入場者数：４，１８０人

⑩第４６回 札幌文化団体協議会フェスティバル・
展示部門
札幌市の芸術・文化の振興を目的に、札幌文化団体協

議会との共催で、市民による絵画、生け花等の作品展示

と幅広い分野のワークショップを開催した。

期 日：平成２９年８月１８日（金）～２０日（日）

全３日間

会 場：第１～２展示室

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

札幌文化団体協議会

ワークショップ：茶道、水彩画、書道、盤景

入場料：無料（ワークショップは無料～５００円）

入場者数：６９０人（内ワークショップ参加者３０８人）

⑪第６１回 札幌市中学校美術・書道展
市内中学校の文化活動の健全な発展を図るため、授業

の中で制作した美術作品９，５６４点と書道作品３，３６６点を

一堂に展示し、作品を通し広く市民へ中学校の美術教育

の取り組みを紹介した。

期 日：平成２９年１１月１５日（水）～１９日（日）

全５日間

会 場：第１～５展示室、展示ホール１～２

主 催：札幌市民ギャラリー（札幌市芸術文化財団）

札幌市中学校文化連盟

入場料：無料

入場者数：５，１５０人

参加学校数：美術部門８７校、書道部門６２校
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