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平成２９年度事業報告書 
 

当財団は、平成 26 年度から東松山市体育施設及び東松山市都市公園の指定管理者として、

利用者にとっての快適性と利便性の向上を図るため、各施設の設置目的に沿ったメンテナン

ス・修繕及びソフト事業の展開など効率的な管理・運営を行ってきましました。 

また、各種文化事業を積極的に推進し、地域コミュニティの構築を軸として、市民文化の

向上と発展に努めてきました。特に「ひがしまつやま芸術祭」は、市内の芸術文化の発展の

ための基幹事業として各地域に定着しつつあり、これらの事業を通して、行政・市民・当財

団が協働して「文化のまちづくり」に取り組んでいます。 

 
【事業区分】 

 
 
【組織図】 

 

東松山文化 

まちづくり公社 

公益事業 1 

公共施設の貸与を通して、芸術文化

の振興やスポーツの振興、コミュニテ

ィづくりの推進、市民相互の連帯意識

と郷土意識で結ばれたまちづくりに寄

与することを目的とする事業 

・芸術文化振興事業 

・公園活用事業 

・スポーツ推進事業 

施設の管理貸与業務 

・東松山市都市公園施設指定管理 

・東松山市体育施設指定管理 

・小・中学校体育施設管理受託 

・東松山市総合会館貸出業務委託 

公益事業 2 

各種催事を企画・実施し、芸術文化・ス

ポーツ・コミュニティの普及・発展・啓発

に関する事業 

収益事業 

施設の利用促進を図るための施設貸

与及び芸術文化推進に係る付帯事業 

・清涼飲料水等自動販売機設置 

総務・文化事業グループ （職員 4 名） 

体育施設管理グループ（職員 5 名／臨時 10 名） 

理 事 会 

 

 

 

 

事務局長 

（技術）参与 

理 事 長 

副理事長 

公園管理グループ （職員 4 名／臨時 3 名） 

評議員会 
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公益事業１
公共施設の貸与を通して、スポーツの振興、コミュニティづくりの推進、市民相互

の連帯意識と郷土意識で結ばれたまちづくりに寄与することを目的とする事業

１ 施設の管理貸与業務 

市内都市公園施設及び体育施設の管理業務を東松山市との協定内容を遵守し、指定管理事業

計画に基づき実施しました。また、各施設は地域活動を行う団体等に貸与することにより、地域コミュ

ニティ活動の振興を図りました。

（１）東松山市都市公園指定管理業務

市内に９７箇所ある都市公園を、市民の憩いの場、レクリエーションの場、さらに身近な自然とのふ

れあいの場として、安心安全に利用できるよう施設管理を行いました。また、自然に親しむ事業等を

実施しました。

●東松山市都市公園指定管理業務における主な要望・苦情と対応状況

1 要望

要因

対応

公園から北風で枯葉が大量に住宅地へ吹き込んでくる。（松風公園）

風の通り道に植栽がなく、そこから吹き出している。

風の通り道にツツジを植樹した。

設置前    設置後

2 要望 日当たりが悪く洗濯物が乾かなかったり、畑の霜が一日中融けない。（ちご沢の森）

要因 南東部の常緑樹（カシ等）が成長しすぎて住宅地に日照障害を起こしている。

対応 強剪定を行った。

剪定前     剪定後

3 要望 通学路になるので、見通しを良くしてほしい。（桜山緑地）

要因 今までは一般の緑地であったため特に細かい整備は行っていなかった。

対応 高木を強剪定し、低木の撤去等見通しを確保した。
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   撤去前     撤去後

※全２件の苦情と１１４件要望が寄せられた。

●東松山市都市公園指定管理業務における主な修繕状況

1 場所 五領町近隣公園

内容 トイレの洗面台の下から漏水していた。

対応 排水管のトラップ部が経年劣化で腐食して穴が開いていたので部品を交換した。

   交換前     交換後

2 場所 唐子中央公園

内容 水飲み場の排水桝が詰まって流れず溢れていた。

対応 吸込み槽が砂で埋まってしまっていたので、掘り起こし 2ｍから 6ｍに増設更新した。 

  掘り出し作業  清掃桝及び浸透桝設置  

47 
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3 場所

内容

対応

あんず公園

園路に地盤沈下による段差ができていた。コンクリで埋めてもすぐ割れて剥がれてしまう。

コンクリを一部斫って、加熱合材を厚めに打った。

   斫り作業    合材加熱作業    打設完了

4 場所 各公園（随時）

内容 木製ベンチが経年劣化でペンキが剥げ、板材の腐朽もある。

対応 ペンキの塗り直しや板材を交換した。

直営修繕 254 件・業務委託修繕 35 件 合計 289 件の修繕を行った。 

●修繕費一覧

番号 業 務   名 支出金額（円） 

1 唐子中央公園パーゴラ塗装修繕業務 442,528 

2 御茶山町児童公園外周フェンス塗装修繕業務 392,568 

3 物見山公園ベンチ修繕業務 342,360 

4 物見山公園見晴らし台ベンチ修繕業務 346,680 

5 物見山公園階段修繕業務 237,600 

6 松風緑地フェンス塗装修繕業務 152,280 

7 新郷公園小便器排水管改修業務 363,960 

8 沢口南公園大便器改修業務 321,840 

9 沢口南公園トイレパーテーション改修業務 216,000 

10 五領町近隣公園トイレ内道具入れドア鍵修繕業務 21,600 

11 松風公園等公園灯ＬＥＤ化業務 1,015,200 

12 下沼公園男子トイレ洋式便器詰まり修繕業務 30,240 

13 山崎町児童公園洋式便器詰まり調査業務 24,840 

14 川風公園ロッキング遊具修繕業務 41,040 

15 千年谷公園公園灯根元腐食修繕業務 28,940 

16 山崎町児童公園洋式便器排水管修繕業務 309,096 

17 六反町児童公園ぶらんこ修繕業務 74,520 

18 下沼公園公園灯修繕業務 186,300 

19 山崎町児童公園ぶらんこ修繕業務 98,280 
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20 稲荷林公園時計修繕業務 345,600 

21 松本町一丁目緑地分電盤修繕業務 367,200 

22 下沼公園トイレ電源修繕業務 50,760 

23 唐子中央公園トイレ手洗い修繕業務 44,280 

24 山崎町児童公園時計修繕業務 253,800 

25 新郷公園絶縁改修及び引込柱建替業務 380,160 

26 下沼公園給水管漏水修繕業務 63,612 

27 五領町近隣公園トイレ排水管詰り修繕業務 30,240 

28 前通公園トイレ排水管詰り修繕業務 55,080 

29 市野川近隣公園トイレ漏電遮断器修繕業務 15,120 

30 松風公園身障者トイレ改修業務 183,600 

31 松風公園男子トイレ洋式便器修繕業務 56,160 

32 物見山公園加圧ポンプ交換修繕業務 426,600 

33 五領町近隣公園水飲み交換修繕業務 486,000 

34 山崎町児童公園公園水飲み交換修繕業務 486,000 

35 物見山公園男子トイレ小便器センサー修繕工事 119,880 

 計 8,009,964 
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（２）東松山市体育施設指定管理業務 

市内各所に設置された体育施設を安全・快適に利用できるように管理し、利用の促進を図りました。

また、市民や利用者を対象に青少年の健全育成や健康増進等を目的とした事業を実施しました。 
 
●東松山市体育施設指定管理業務における主な要望・苦情と対応状況 

1 要望 武道場周辺で空き巣が多発しているので裏側へ入れないようにしてほしい。 

要因 武道場周辺が薄暗く塀を乗り越えている可能性がある。 

対応 裏に入れないように通路を塞いだ。 

  以前に設置した板が倒れていた。        ガスのボンベがあり誰でも入れる。 
 
 
 
 
 
 

裏に入れないように板を設置した。             扉を付け出入りを制限した。 
 
 

2 要望 箭弓庭球場にコートローラー置き場を作ってほしい。 

要因 コートローラーを譲り受けたが置き場がなくブルーシートを覆って保管しています。 

対応 コートの一部を改修し単管パイプにて置き場を作製した。 

 整備前の状態                     以前の保管状況 
 
 
 
 
 
 
 コートローラー置き場設置                現在の保管状況 
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3 要望 市民体育館の天窓を遮光してほしい。

要因 天窓をブラインドにて遮光していたがブラインドが壊れ遮光できていなかった。

対応 内側から遮光できる部分はプラダンで遮光し、その他は外側からの塗装で遮光した。

三角窓遮光前                      三角窓遮光後

4 要望 南地区体育館のモップ立てが壊れているので交換してほしい。

要因 破損ではないが構造的に使用しづらいモップ立てであった。

対応 使用しやすい製品に交換した。

※全 58 件の要望・苦情が寄せられた。

明かりが差し込む

外側から塗装し遮光

全部の窓をプラダンにて遮光
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●東松山市体育施設指定管理業務における主な修繕状況 

1 場所 東松山サッカー場トイレ 

内容 外から男子トイレ内が見えてしまう。 

対応 つい立てを設置した。 

  
 
 
 
 
 

2 場所 東松山野球場 

内容 コンセントの位置が低いため、浸水時に漏電発生。 

対応 コンセント位置を変更した。 

                   台風により室内に浸水してしまった。 
 
 
 
 
 
 

コンセント位置を変更              コンセント位置を変更 
 
 
 
 
 
 
 

3 場所 大岡運動広場 

内容 ダグアウトのベンチが欠損していた。 

対応 ベンチ２基を交換した。 

 ベンチ一部欠損                    ベンチを交換 
 
 
 
 
 
 
 

※全 108 件の修繕を行った。 

旧コンセント位置 

新コンセント位置 
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●修繕費一覧 

番号 業   務   名 支出金額（円） 

１ 唐子地区体育館天井照明不点灯修繕業務 31,320 

２ 駒形公園ソフトボール場女子トイレ擬音装置取付修繕業務 74,520 

３ 北地区体育館自動扉鍵シリンダー交換修繕業務 56,700 

４ 東松山市民体育館移動式バスケットゴールチェーン交換修繕業務 196,344 

５ 東松山野球場コン柱水栓増設及び外流し設置業務 102,600 

６ 南地区体育館台石トイレ換気扇修繕業務 34,560 

７ 箭弓庭球場ネットポスト高さ調整修繕 297,000 

８ 東松山陸上競技場男子トイレ小便器洗浄センサー修繕業務 79,380 

９ 駒形公園ソフトボール場女子多目的トイレ修繕業務 27,000 

１０ 南地区体育館ウォータークーラー修繕業務 180,144 

１１ 東松山陸上競技場男子トイレ小便器センサー修繕業務 79,380 

１２ 南地区体育館ガラス修繕業務 15,768 

１３ 東松山野球場ガラス修繕業務 15,120 

１４ 東松山野球場スプリンクラー修繕 16,200 

１５ 東松山陸上競技場浄化槽タイマー修繕業務 34,560 

１６ 東松山陸上競技場女子トイレ換気扇修繕業務 34,560 

１７ 東松山陸上競技場管理人室照明修繕業務 32,400 

１８ 唐子地区体育館女子シャワー室窓ガラス修繕業務 15,120 

１９ 南地区体育館チラーユニット電磁弁交換業務 120,960 

２０ 東松山庭球場殺虫器蛍光ランプ取り替え業務 29,700 

２１ 千年谷庭球場野球場倉庫電気改修業務 48,600 

２２ 南地区体育館トイレ手洗い排水管修繕業務 85,795 

２３ 市民体育館男女トイレ手洗い排水パイプ交換業務 159,408 

２４ 唐子地区体育館親時計修繕業務 233,280 

２５ 市民体育館サブアリーナ照明修繕業務 75,600 

２６ 南地区体育館チラーユニット電磁弁取り替え業務 120,960 

２７ 北地区体育館アリーナ入口照明安定器交換業務 48,600 

２８ 南地区体育館アリーナ時計修繕業務 79,920 

２９ 大岡運動広場ダグアウトベンチ修繕業務 172,800 

３０ 北地区体育館給水ポンプユニット１号ポンプ漏水修繕業務 45,360 

３１ 東松山野球場コンセント位置修繕業務 151,200 

３２ 北地区体育館チラーユニットリレー交換業務 81,000 

３３ 東松山陸上競技場砂場枠塗装修繕業務 152,280 

３４ 東松山市民体育館男子シャワー室換気扇交換業務 67,500 

３５ その他修繕(刈払機修繕・車両修繕等) 703,425 

 計 3,699,064 
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●平成29年度 東松山市体育施設利用状況 

施設名 
平成29年度 平成28年度 

件数 
（件） 

利用人数 
（人） 

稼働率 
（％） 

件数 
（件） 

利用人数 

（人） 
東松山庭球場 6,854 73,692 61.9 5,475 

 

61,890 
東松山庭球場中原コート 615 16,516 35.8 

 

 

777 21,746 
新郷公園庭球場 337 2,012 11.3 

 

 

514 2,746 
千年谷公園庭球場 2,484 14,996 53.8 

 

2,526 15,458 
箭弓庭球場 1,033 16,034 50.9 1,481 19,445 
東松山サッカー場 81 14,980 37.4 

 

83 13,835 
東松山陸上競技場（サッカー場） 33 7,970 

 

 

57.8 
29 4,835 

東松山陸上競技場（競技場） 1,322 34,509 

 

1,515 36,796 
東松山野球場 158 14,039 55.4 

 

152 13,630 
東松山中原球場 166 10,015 45.4 171 9,794 
千年谷公園野球場 100 5,050 26.2 138 5,853 
唐子中央公園多目的広場 323 24,279 53.6 359 20,638 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（多目的広場） 362 46,586 47.4 400 46,161 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 9 312 ― 9 68 
駒形公園多目的広場 234 23,680 44.8 242 19,387 
駒形公園ソフトボール場 88 9,706 17.5 106 8,594 
大岡運動広場 399 13,185 40.8 

 

528 19,254 
正代運動広場 1,140 38,008 35.2 1,181 39,286 
上唐子運動広場 180 2,914 26.2 294 4,161 
東松山市民体育館（ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ） 3,191 50,727 60.7 2,965 49,715 
東松山市民体育館（ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ） 1,528 18,786 66.1 1,394 20,309 
東松山市民体育館（会議室） 153 10,768 21.4 143 14,944 
唐子地区体育館 1,629 38,875 58.2 1,762 40,229 
北地区体育館 3,743 56,369 66.4 3,693 51,532 
北地区体育館（トレーニングルーム） 6,517 

 

6,517 ― 6,691 

 
 

6,691 
南地区体育館 3,007 56,440 66.2 2,618 52,811 
東松山武道場（道場） 334 5,692 39.4 396 7,073 
東松山武道場（会議室） 154 3,932 19.2 191 4,623 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場） 5,584 6,718 ― 6,727 7,676 
東松山弓道場 3,865 7,606 ― 3,482 7,202 

合  計 45,623 630,913  46,042 626,382 
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●平成29年度 東松山市体育施設利用料収入

施設名

平成29年度 平成28年度 

件数

(件) 
利用料金

(円) 
件数

(件) 
利用料金

(円) 

東松山庭球場 6,526 6,749,290 5,316 5,439,400 
東松山庭球場中原コート 392 305,140 499 350,350 

新郷公園庭球場 326 137,060 512 228,800 
千年谷公園庭球場 2,482 1,232,220 2,508 1,237,720 

東松山サッカー場 65 376,980 67 395,520 
東松山陸上競技場(ｻｯｶｰ場) 27 330,620 27 312,740 

東松山陸上競技場(競技場) 1,368 1,005,725 1,538 1,126,985 
東松山野球場 119 660,990 112 575,055 

東松山中原球場 129 225,085 131 187,270 
千年谷公園野球場 72 167,890 114 246,170 

唐子中央公園多目的広場 287 290,500 329 324,500 
マレットゴルフ場(回数券) 454 1,362,000 507 1,521,000 

マレットゴルフ場(当日利用券) 679 216,000 1,155 354,000 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ(多目的広場) 336 500,500 369 578,500 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場) 0 0 0 0 
駒形公園多目的広場 193 173,500 202 205,500 

駒形公園ソフトボール場 49 83,500 73 121,000 
東松山市民体育館(ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ) 3,148 3,411,760 2,897 3,175,450 
東松山市民体育館(ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ) 1,504 552,860 1,359 484,440 
東松山市民体育館(会議室) 53 38,720 51 32,560 

唐子地区体育館 1,545 1,402,205 1,652 1,551,335 
北地区体育館 3,601 2,716,272 2,625 2,750,000 
南地区体育館 2,896 3,442,756 2,500 3,097,279 
東松山武道場(道 場) 186 126,610 205 140,585 

東松山武道場(会議室) 4 730 1 160 
東松山弓道場(予約分) 63 95,500 75 116,000 
東松山弓道場(回数券) 340 340,000 275 275,000 
東松山弓道場(当日利用券) 103 16,900 151 25,000 

合 計 26,947 25,961,313 26,250 24,852,319 
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２ 受託業務

公共施設の管理運営と施設利用の合理化・効率化を図るための管理業務を受託しました。

（１）東松山市立小・中学校体育施設管理業務

小・中学校体育施設（体育館、校庭及び夜間照明）の安全管理と利用許可手続きや利用料

徴収事務等の業務

●平成29年度 東松山市立小・中学校体育施設利用状況

施設名 
平成29年度 平成28年度 

件数（件） 人数（人） 件数（件） 人数（人

松一小夜間照明 262 14,695 218 11766 

南 中夜間照明 201 6,433 202 8,305 

東 中夜間照明 258 17,515 162 10,408 

北 中夜間照明 8 166 48 1,657 

小・中学校体育館 4,057 133,308 4,216 127,800 

小・中学校校庭 2,217 109,973 2,414 111,415 

合 計 7,003 282,090 7,260 271,351 

●平成29年度 東松山市立小・中学校体育施設利用料収入

施設名 
平成29年度 平成28年度 

件数(件) 利用料金(円) 件数(件) 利用料金(円) 

松一小夜間照明 267 714,820 212 645,810 

南 中夜間照明 196 671,560 193 675,165 

東 中夜間照明 268 1,082,530 171 674,135 

北 中夜間照明 9 33,990 54 178,190 

小・中学校体育館 101 253,910 43 64,340 

合 計 841 2,756,810 673 2,237,640 
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（２）東松山市総合会館会議室貸出業務

 東松山市総合会館内の貸室の利用促進を図るための貸出手続業務（当財団の予約システム

を活用） 

●平成29年度 東松山市総合会館会議室利用状況 ※平成29年6月1日より業務開始

施設名 
平成29年度 

件数（件） 人数（人） 

多目的室 107 4,045 

会議室３０４ 111 4,194 

会議室３０５ 240 2,501 

会議室３０６ 130 1,644 

会議室３０７ 163 2,237 

和室 41 580 

多目的ホールA 212 14,566 

多目的ホールB 207 14,502 

合 計 1,211 44,269 

●平成29年度 東松山市総合会館会議室利用料収入 ※平成29年6月1日より業務開始

施設名 
平成29年度 

件数(件) 利用料金(円) 

多目的室 107 51,710 

会議室３０４ 111 114,980 

会議室３０５ 240 3,800 

会議室３０６ 130 80,800 

会議室３０７ 163 96,200 

和室 41 25,400 

多目的ホールA 212 86,470 

多目的ホールB 207 67,180 

合 計 1,211 526,540 
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公益事業２
各種催事を企画・実施し、芸術文化・スポーツ・コミュニティの普及・発展・啓発に

関する事業

１ 芸術文化振興事業 

 各種文化催事等を企画・実施し、市民や地域団体と協働するなど市民が主体となる公益的な事業

を積極的に実施することで、市民や地域団体とのネットワークを構築、住民サービスの向上と地域文

化の振興、活性化を推進しました。

（１）参加創造型事業

東松山市の市民文化活動の機運は高まっており、市民は活動の場や協働する場を求めています。

芸術、文化の発表の機会を提供し、市民が参加し活動することにより、活動する個人、芸術文化団

体活動を広げ、市内の文化施設全般での実施を推進し、地域コミュニティの構築につなげる活動を

行いました。

1 ひがしまつやま芸術祭 2017 

実施日時 平成 29 年 9 月 1 日（金）～平成 30 年 1 月 31 日（水） 

実施場所 東松山市民文化センター／東松山市総合会館 1 階多目的室／大岡市民活動センター／

松山市民活動センター／埼玉ピースミュージアム／千年谷公園／高坂市民活動センター／

市立図書館 他

実施内容 東松山市内で実施される芸術文化の公演・行事を取りまとめる芸術祭として実施し参加公

演、行事の後援を行う。主に後方支援として各事業の周知、公演行事に対するアドバイス等

を行った。さらに周知を図るため「イベントカレンダー」の発行を行った。

■公演・行事  72 公演・行事

(音楽、舞踊、演劇、芸能、美術、文芸、パフォーマンス、映像・放送 
生活文化) 

■入場者数  総勢   81,544 人 
入場者数 74,894 人  出演者数 4,943  スタッフ 1,707 人 

■後援 東松山市／東松山市教育委員会／東松山市観光協会／東松山市商工会

  東松山市商店会連合会／東武鉄道㈱／埼玉新聞社／

  東松山市ケーブルテレビ

■協賛  東松山市文化団体協議会文化祭 2017 
■協賛企業

食庵／朝日緑化土木㈱／株式会社谷田貝組／イグチ交通㈱／㈲戸口工業／株式会社鈴

木造園／いでうら接骨院／医療法人盛島歯科医院／株式会社ダスキンくりはら／有限会社

飯塚工務店／東松山清掃協同組合／株式会社あさひテクノ／中里建設株式会社／東松

山松葉町郵便局／株式会社テイク／やきとり桂馬／㈲松山堂工芸社／那須工務店株式会

社／株式会社堀田設備工業／比企総合研究センター／株式会社森田建設／株式会社ジ
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ャパンステージアート／株式会社マルイ／株式会社桜美／A.K.A.English School／国土

緑工株式会社／株式会社島野造園／㈲高坂石油／読売新聞／アフラック・損保ジャパン

日本興亜募集代理店有限会社すこやかライフ・サポート／小岩造園土木株式会社／東松

山ロータリークラブ／東松山自動車学校／進明堂書店／㈲太陽設備／株式会社ジャパン

ビバレッジイースト／アート緑化土木㈱／東松山むさしロータリークラブ／わいん商かしまや

／株式会社松柳園／高橋精機株式会社／打木村治の自伝的長編小説『天の園』『大地の

園』NHK 朝ドラ化をすすめる会／佐藤音楽教室／コカ・コーライーストジャパン株式会社

VM桶川支店／ルクール・ド・いわき／㈲文林堂／ギャラリー＆カフェ亜露麻（全47 社） 

効果・

問題点等

ひがしまつやま芸術祭は 5 回目の開催となり、公演・行事数は年々増えている。今年度は

72 公演・行事が開催され、来場者 74,894 名、出演者・スタッフ 6,650 名と総勢 81,544 名

の動員を記録した。

音楽の分野では東松山音楽祭を、美術の分野では東松山美術展を昨年に引き続き開催し

た。

2 ひがしまつやま芸術祭 2017 
東松山音楽祭

実施日時 平成 29 年 12 月 10 日（土） 開場 13:30／開演 14:00 

実施場所 東松山市民文化センターホール

実施内容 ひがしまつやま芸術祭の一環として昨年度より開催。今年は「コラボレーション」と題し、合

唱・吹奏楽・オーケストラ・太鼓・民謡と普段は交わることのない団体が一緒に演奏を行った。

■入場者数：704 名

■参加団体：5 団体(213 名)
武蔵流東松山太鼓／東松山民謡民舞連盟／東松山地区合唱連盟／

東松山市ウインドアンサンブル／比企交響楽団

効果・

問題点等

市民参加事業として昨年度より開催しているが、今回のテーマは「コラボレーション」。

市内で活躍する 5 団体が出演し、かつて交わることのなかった様々な音楽ジャンルの「共

演」となった。多くの団体が参加するため、団体間調整に時間を要することを実感したが、地

域の音楽活動を広げるためにも継続していきたい事業である。
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3 ひがしまつやま芸術祭 2017 
東松山美術展

実施日時 平成 30 年 1 月 16 日（火）～1 月 21 日（日） 9:00～17:00 

実施場所 東松山市総合会館 1 階 多目的室 

実施内容 東松山芸術祭 2017 参加事業として、昨年度に引き続き、2 回目となる開催。15 の美術団

体から推薦された 56 作品を展示した。 
今回は会場内で来場者に制作過程を紹介したり、実際に制作体験をしてもらうワークショッ

プを同時開催した。

■入場者数：710 名

■参加団体：15 団体（作品数：56 名）

効果・

問題点等

昨年度から始まった東松山美術展であるが、今年度から新たな試みとして来場者に制作過

程を紹介したり、制作体験をしてもらうワークショップ「どうかくの？どうつくるの？どうとる

の？」を 3 日目から最終日まで 4 日間に渡り開催した。写真・書・陶芸・絵画の 4 つのジャン

ルで行い、毎回 20 名以上の参加があり、無心に制作体験に取り組む小学生の姿も見受け

られた。

問題点としては、展示会場内でワークショップを開催したことにより、展示作品だけを鑑賞し

に来た方とワークショップ参加者で会場内が混雑する場面も見られた。

次回は、展示スペースとワークショップエリアのレイアウトなど、動線面での対策を図りたい。
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4 ひがしまつやま芸術祭 2017 
芸術家たちの凱旋シリーズ Vol.1 林美智子リサイタル 

実施日時 平成 30 年 1 月 28 日（日） 開場 13:30／開演 14:00 

実施場所 東松山市民文化センターホール 

実施内容 東松山出身の世界で活躍するアーティストを招聘する「芸術家たちの凱旋シリーズ」を行っ

た。記念すべきシリーズ第一回目は、メゾ・ソプラノの林美智子氏に出演いただいた。自身の

リサイタルの他にも東松山市内の合唱団とのコラボレーションも行った。 
 
■入場者数：700 名 
■参加団体：2 団体（111 名） 
五月会／東松山地区合唱連盟 
 
 
 
 
 
 
 

効果・ 
問題点等 

本事業はただ単にアーティストのリサイタルを行うのではなく、市内の合唱団と共演すること

により、東松山ならではのコラボレーションを作ることができ、市内の合唱団を知っていただ

ける素晴らしい機会となった。 
中学校芸術鑑賞事業の質の向上を図る為、劇場での公演に足を運んでもらう事を目的と

し、先行販売を行ったが思うような結果が得られなかったため、今後は市内の中学校を対象

にした青少年育成事業、鑑賞事業として企画する等、検討していきたい。 

 
 
（２）普及啓発育成型事業 

次代を担う青少年の育成により住民が豊かな感性を育み、創造力を養い、芸術に触れる喜びを知

り理解を深めていくための取り組みを推進しました。 
 
① 青少年育成事業 

 音楽家による訪問演奏（アウトリーチ）などにより質の高い芸術を鑑賞してもらうことで地域の青少年

に豊かな心を育み、芸術文化の魅力を伝える機会としました。 
 

1 小学校芸術鑑賞 劇団四季こころの劇場「ガンバの大冒険」 

実施日時 平成 29 年 6 月 19 日（月） ①10：15 開演 ②13：45 開演 

実施場所 東松山市民文化センターホール 
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実施内容 東松山市、比企郡、坂戸市、鶴ヶ島市の小学 6 年生を招待して劇団四季ミュージカル「ガン

バの大冒険」を上演した。 
■10：15 開演の部：986 名 
坂戸市（3 校）・鶴ヶ島市（3 校）・吉見町（5 校）・鳩山町（2 校）・小川町（2 校）・ 
ときがわ町（3 校）・毛呂山町（1 校） 
■13：45 開演の部：1176 名 
東松山市（11 校）・坂戸市（4 校）・鳩山町（1 校）・小川町（2 校）・東秩父村（1 校）  

 

効果・ 
問題点等 

劇場をいう特別な空間で上質な文化に触れる機会を提供し、また、子どもたちが演劇を通し

て文化芸術に興味を持つきっかけを作ることができた。次世代を担う子どもたちに質の高い

文化芸術に触れてもらい、心豊かに成長することを期待したい。 

 
2 ひがしまつやま芸術祭 2017  

平成 29 年度演劇ネットワーク事業 「とおのもののけやしき」 
実施日時 （本公演） 

平成 29 年 9 月 2 日（土） ①11：00 開演 ②15：00 開演（バックステージツアー） 
平成 29 年 9 月 3 日（日） ③14：00 開演 
※平成 29 年 9 月 2 日（土）10：15 から「ひがしまつやま芸術祭 2017 オープニングセレモニ

ー」開催 
（地域交流プログラム） 
平成 29 年 8 月 1 日（火） 10：00～17：00 

実施場所 （本公演）松山市民活動センター ホール 
（地域交流プログラム）東松山市総合会館 1 階多目的室 

実施内容 （本公演） 
2 日間で 3 回の公演を行った。 
（地域交流プログラム） 
対象：県立松山女子高等学校 6 名と東京農業大学第三高等学校の演劇部 9 名 
講師：岩崎正裕 
市内 2 校合同でのワークショップを実施した。自分の長所・短所をお互いに伝え合う「他己

紹介漫才」や、ひとり 1 文字ずつ繋げて詩をつくる「一音詩」等のプログラムを体験。最後は

グループごとに創った作品発表を行った。 
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効果・ 
問題点等 

（本公演） 
2 日間 3 回公演に、550 名近くのお客様にご来場いただいた。演劇公演を初めて見る方も

多く、市民への「演劇の種まき」ができた。当財団としても演劇公演は初めてであったため、

会場設備の確認、客席からのステージの見え方の確認等、制作側としても勉強する機会とな

った。バックステージツアーも、受付開始日に定員となるほど好評であったため、今後の開催

にあたっては、回数を増やす等の検討が必要である。 
また、地域交流プログラムとして、県立松山女子高等学校と東京農業大学第三高等学校の

演劇部合同のワークショップを開催した。最後は、観客を招いて作品発表を行った。これま

で交流がなかった２校の生徒たちが、時間を追うごとに打ち解けていく様子を感じることがで

き、演技技術を習得することだけでなく、人と人との関係を構築する良い機会となった。 

 
3 アーティスト in school （平成 29 年度小学校アウトリーチ） 

実施日時 【アクティビティ】 
・平成 29 年 11 月 13 日（月） 子育て支援センターソーレ 10:30～11:15 
                    青鳥小学校          13:55～14:40 
・平成 29 年 11 月 17 日（金） 市の川小学校          9:20～10:05 
                                                 10:25～11:10 
・平成 29 年 11 月 22 日（水） 大岡小学校           10:40～11:30 
                    高坂小学校           13:45～14:30 
・平成 29 年 11 月 24 日（金） 野本小学校            10:40～11:30 
                    新明小学校           13:35～14:20 
・平成 29 年 11 月 29 日（水） 松山第一小学校        10:40～11:30 
                                      11:40～12:25 
                     新宿小学校            14:40～15:25 
・平成 29 年 12 月 04 日（月） 桜山小学校           10:40～11:25 
・平成 29 年 12 月 06 日（水） 唐子小学校           13:45～14:30 
 

実施場所 子育て支援センターソーレ／青鳥小学校／市の川小学校／大岡小学校／高坂小学校／

野本小学校／新明小学校／松山第一小学校／新宿小学校／桜山小学校／唐子小学校 
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実施内容 【アーティスト】 
奥田なな子（チェロ） ・入江一雄（ピアノ） 
内柴由香（ソプラノ）・利根川佳子（ソプラノ）・Kuniko（ピアノ）・竹林真弓（ヴァイオリン） 
6 名とアーティストとともに市内小学校でアウトリーチを実施した。 
青鳥小学校（5 年／52 名）・市の川小学校（4 年／96 名）・大岡小学校（4‐6 年／62 名）・ 
高坂小学校（4 年／102 名）・野本小学校（5 年／59 名）・松山第一小学校（6 年／70 名）・ 
新宿小学校（4 年／70 名）・桜山小学校（5 年／47 名）・唐子小学校（5 年／59 名）・子育て

支援センターソーレ（約 100 名） 

 

 
効果・ 

問題点等 
昨年度に引き続いてのアーティスト in School。今年度は、地域アーティストを含むチェロ・

ピアノ・ソプラノ・ヴァイオリンの計６名のアーティストが子育て支援センターソーレを皮切りに

市内小学校の子どもたちに音楽を届けた。子どもたちがプロの演奏や歌声に聴き入る姿に、

音楽を通して芸術の面白さを体感できことを実感した。また、ソーレでは乳幼児やその母親

が目前での楽器演奏（チェロ・ピアノ）を聴く機会ができたことを喜んでいただいた。 
子育て、教育各関係機関の理解も得られてきたので、今後も継続して取り組んでいきたい。 

 
 

（３）共催事業 

1 ひがしまつやま芸術祭 2017  
 「ふるさとの宝写真展」 

実施日時 平成 29 年 9 月 2 日（土）～平成 29 年 9 月 15 日（金）  

実施場所 東松山農産物直売所「いなほてらす」 

実施内容 「いなほてらす」の魅力向上の試みとして、普段関わりが少ない農業分野と文化・芸術の世

界をつなぐ『ふるさとの宝写真展～次世代に残したい東松山の風景～』を東松山市農政課と

共催で実施した。 
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作品：35 点（市内写真クラブ・・・20 点／市職員・・・15 点） 

 

効果・ 
問題点等 

当財団との共催により、作品募集、展示方法、撤去に至るまでの流れがスムーズに出来たと

市側から報告を受けた。 
市としても、味覚祭との同時開催や写真作品への投票を行うなど工夫して集客に努めてきた

ところだが、さらに集客数の増加を目指して、広報活動の充実（掲載回数や期間）を図る必

要があるようだ。今後、市の事業と共催を行う上で、当財団側から、運営方法プレスリリース

の手法等などおいてサポートしていく必要がある。 

 
2 ひがしまつやま芸術祭 2017  

 「第 40 回記念大会日本スリーデーマーチ写真展」 
実施日時 平成 29 年 10 月 25 日（水）～平成 29 年 11 月 5 日（日） 

※当初、平成 29 年 10 月 20 日（金）～平成 29 年 11 月 5 日（日）の予定が衆議院選挙の

会場使用の関係で変更となった。 

実施場所 東松山市総合会館 1 階多目的室 

実施内容 今年で第 40 回目を迎える日本スリーデーマーチ。記念大会となる今回、歴代ポスターや年

表・過去の写真などを、日本スリーデーマーチ実行委員会との共催事業として実施した。 
〈展示内容〉 
◇歴代ポスター展示  
◇第 39 回大会写真コンテスト受賞作品展示 
◇日本スリーデーマーチ年表・過去の写真展示 
◇メモリアル展示 ～ウォーキング・ルネッサンス～（元大会実行委員長 田口弘氏） 
◇大山光一氏記念登頂展示 ～ウォーキングのまちからヒマラヤへ～ 
◇歴代バッジ・資料・グッズ展示 
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効果・ 
問題点等 

衆議院選挙の為、開催期間が縮小されたものの、12 日間で約 2300 名のお客様にご来場

いただいた。開催期間中は多くのウォーカーが、足を運び、40 年の歴史を振り返って、思い

出を語り合っていた。アルピニスト大山光一氏が現地で撮影された映像は、大変好評で、会

場内の特設シアター内での上映には、多くのお客様が訪れた。 
ただし、スリーデーマーチ大会期間中の来場者は多かったものの、それ以外の期間ではあ

まり伸びなかった。 
今後、市との共催事業に関しては、市広報との連携、SNS等のメディアを使った広報活動や

企画などの提案を積極的に行っていく必要があると感じた。 

 
3 ひがしまつやまくらしの楽校 

くんくんメモリー~くらしの中のにおいと記憶～ 
実施日時 平成 29 年 12 月 16 日（土） 13:30～15:30(受付開始：13:00) 

実施場所 東松山市総合会館 1 階多目的室 

実施内容 「らくに たのしく その人らしく！」をテーマにしました。参加

型プログラム「くらしの楽校」を医療法人社団保順会と共催で

実施しました。本事業は全 3 回あるうちの 1 回目のプログラ

ム。講師に美術作家の井上尚子氏を迎え、くらしの中のにお

いという共通のテーマについてディスカッションを行う等のワ

ークショップを行った。 
 
■参加者：16名 

  一般 13 名／子ども 2 名／シニア(６５歳以上) 1 名 
 

効果・ 
問題点等 

参加者が小学生以下の子供から 65 歳以上のシニア世代までと幅広い年齢層であり、多世

代と交流しています。場面も見られ、コミュニケーション能力の向上の点においても有意義な

ワークショップになった。レクリエーション感覚で楽しく参加できるので、学校教育機関等への

周知を行うと効果的なのではないかと考えた。 

 
4 ひがしまつやまくらしの楽校 

くちビルディング選手権～遊んで笑って口腔機能を鍛える新感覚予防医療～ 
実施日時 平成 30 年 1 月 13 日（土） 10:00～12:00(受付開始：9:30) 

実施場所 東松山市総合会館 1 階多目的室 

実施内容 「らくに たのしく その人らしく！」をテーマにしました。参加型プログラム「くらしの楽校」を医

療法人社団保順会と共催で実施しました。一般社団法人グッドネイバーズカンパニーを講

師に迎え、飲み込み・滑舌・歯並び・偏食・孤食など口にまつわる課題に注目し、レクリエー

ションで口を鍛えるワークショップを行った。 
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■参加者：19 名 
一般 10 名／子ども 2 名／シニア(65 歳以上) ７名 
 
 
 
 

効果・ 
問題点等 

子どもから大人までが共通してできるゲーム感覚の口腔予防ということで、多世代で交流し

ながら楽しんで参加している場面がよく見られた。参加者が少なかったため、SNS 等も利用

して周知を強化すると良いのではと考えられる。 

 
5 ひがしまつやまくらしの楽校 

老いと演劇～演じて想像する老いと認知症～ 
実施日時 平成 30 年 1 月 14 日（日） 13:30～15:30（受付開始：13:00） 

実施場所 東松山市総合会館 4 階多目的ホール A 

実施内容 「らくに たのしく その人らしく！」をテーマにしました。参加型プログラム「くらしの楽校」を医

療法人社団保順会と共催で実施しました。認知症患者とその介護者を演劇で演じることによ

りその理解を深めるワークショップ。講師に俳優であり介護福祉士である菅原直樹氏を迎

え、様々なパターンの演技を行った。 
 
■参加者：16 名 
  一般 13 名／子ども 2 名／シニア(65 歳以上) 1 名 
 
 
 
 
 

効果・ 
問題点等 

認知症患者とその介護者を実際に演じることで、普段あまり身近に知る機会のない認知症に

ついて理解を深められた。参加者の中には高校の演劇部も参加していたので、今後は周知

にあたり市内の高校の演劇部にも周知を行うと効果的なのではないかと考えられる。 
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（４）文化交流事業 
近隣の文化団体等との交流や東松山市を取り巻く地域団体との連携の中で、東松山市の個性的な

文化活動を推進しました。 
 

1 東松山市地域団体ネットワーク（観光写真コンテストへの技術協力） 

施日時 平成 30 年 2 月 14 日（月）・平成 30 年 2 月 18 日（日） 

実施場所 東松山市総合会館 1 階 多目的室 

実施内容 毎年開催してきた東松山市商工会、東松山市観光協会、東松山市農業公社、当財団に

よる定例会議だが、本年度は、より実務的に連携することを目的とし、東松山市観光協会

主催の観光写真コンテストでの、展示に係る技術面での協力を実施した。  
観光協会側からは、外部の方への市の紹介などに係る資料提供等を行なって頂いた。 

効果・ 

問題点等 

今後も、それぞれの団体の特徴を生かした事業協力や情報交換を行い、東松山市のま

ちづくりについて幅広い視点で取り組めるよう連携、協力を続けていきたい。 

 
 

2 東武東上線沿線ネットワーク（他館事業視察） 

実施日時 平成 30 年 3 月 22 日（木）  

実施場所 富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ 

実施内容 毎年開催の東武東上線沿線の文化団体との情報交換会だが、本年度は、近隣文化施

設の事業を視察することとなった。 
■視察事業 
キラリふじみ×東南アジア＝舞台芸術コラボレーション vol.1 
日本・タイ共同制作 
『หลงัเขา ランカオ-私たちの森 』 
2020 年東京オリンピックにむけ、文化面での国際交流に関しても、積極的に取り組んで

いく等、連携事業の実施等のため情報共有を行った。 
■参加団体 
公益財団法人和光市文化振興公社、公益法人キラリ財団、公益財団法人川越市施設管

理公社、東松山文化まちづくり公社 
  

効果・ 
問題点等 

近隣の文化事業、文化情報を収集し、今後の東松山市の文化活動を活性化するための

足掛かりとなるよう今後も交流を継続していく。 
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２ 公園活用事業 

 自然環境に親しむ環境啓発活動等により公園施設でのコミュニティ形成に努めてきましました。 
 

1 第 1 回松本町一丁目緑地ガーデニング講座 

実施日時 平成 29 年 7 月 15 日（土） 9：30～11：30   

実施場所 松本町一丁目緑地・松山市民活動センター 

実施内容 松本町一丁目緑地にて松永政子氏・小松原あゆみ氏を講師に迎え、ガーデニング講座（夏

の花壇づくりと寄せ植え）を行った。 
●参加者： 18 名  （前年 5 月 28 日開催 26 人） 
●参加費：2,000 円 （前年 300 円） 

     
効果・ 

問題点等 
当事業は、市民生活に身近な公園が親しみと関心を持った利用が図られるよう、花壇に植

栽してある多年草・一年草と同様の花苗を用いた寄せ植えを実施したものである。プランタ

ーから地植えにすることでより長く楽しんでもらえる花苗の寄せ植えができた。公園内を散策

し、夏の花壇づくりの講義で各草花の特徴を学んだ。寄せ植えの基本を学ぶことができ良か

ったとの声が多数あった。 

 
2 夏休み昆虫教室～カブトムシがとれるかも！？～ 

実施日時 平成 29 年 7 月 25 日（火） 8：30～11：00  

実施場所 岩鼻運動公園 

実施内容 東松山自然倶楽部の方を講師に迎え、身近な公園での昆虫採集を通じて生き物どうしのつ

ながり、多様性を知ることを目的に実施した。 
●参加者：23 名  （前年 20 人） 
●参加費：300 円 （前年 100 円） 

      
効果・ 

問題点等 
朝早くから多くの子供たちが参加して、様々な昆虫を採集して楽しんだ。カブトムシを捕るこ

とが出来た子供も数名いた。東松山自然倶楽部の先生の話を熱心に聞き、生きた見本の虫

たちをキラキラしましたまなざしで眺め、たくさんの笑顔が集まった事業となった。 
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3 下沼公園清掃活動 

実施日時 平成 29 年 7 月 28 日（金） 9：00～11：00 

実施場所 下沼公園 

実施内容 公園清掃（除草、ゴミ拾い）、沼清掃 
●参加者 
・本町二丁目自治会、ことぶき会、松山婦人会 （約 49 名） 
・市立松山中学校 （生徒 18 名、教員 2 名） 
・市立東中学校 （生徒 29 名、教員 3 名） 
・東京農業大学第三高等学校 （生徒 23 名、教員 1 名） 
・東松山警察署（ひまわり剣道教室） （会員 10 名、職員 2 名）           計 137 名 

（前 133 人） 

       
効果・ 

問題点等 
平成 17 年度から毎年実施している活動であり、参加者の協力により作業は円滑に進められ

た。また作業場所を特定し実施したので効率よく作業ができた。事前に噴水設備の清掃及

び沼の中の除草、清掃等を実施したため、当日は園内の除草作業を集中に短時間で実施

することができた。 

 
4 工作教室～自分の箸を自分で作ろう！～ 

実施日時 平成 29 年 8 月４日（金） 午前の部 9：30～11：30 ／ 午後の部 13：30～15：30 

実施場所 松山市民活動センター 工作室 

実施内容 公園内にある伐採した木を使って箸作り及びペットボトル風車作りを行った。 
●参加者：午前の部 24 名 ／ 午後の部 24 名(前年 16 人・18 人) 
●参加費：300 円（200 円） 

      
効果・ 

問題点等 
 岩鼻運動公園の杉の間伐材を利用した箸作り、ペットボトルを材料にした風車作りは、「廃

棄物を再利用して資源に」をコンセプトに実施した。 初めて使うカンナでの箸作りや慣れな

いカッターでのペットボトル風車作りは大変ではあったが、廃材利用のものづくりに達成感と

充実感を味わってもらえたようであり、出来上がった時の参加者の笑顔に成果を感じた。 
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5 千年谷公園せせらぎ清掃 

実施日時 平成 29 年 9 月 16 日（土） 9：00～10：30 

実施場所 千年谷公園 

実施内容 全国都市景観 100 選の街を守る会との協働事業として、せせらぎ、池及び芝生地の清掃を

実施した。  
参加者：100 選の会 8 名・公社 6 名 
（前年：100 選の会 8 名・公社 9 名） 

     
効果・ 

問題点等 
せせらぎの水量が少なかったため、落ち葉や折れ枝を収集しやすく清掃が早く進められた。 
池のほとりも水がなかったので中の除草も行えた。 

 
6 第２回松本町一丁目緑地ガーデニング講座 

実施日時 平成 29 年 10 月 28 日（土） 9：30～11：30 

実施場所 松本町一丁目緑地 

実施内容 松永松盛園 松永政子氏・小松原あゆみ氏を講師に招き、ガーデニング講座（ハンギングバ

スケット制作及びオブジェへの植え込み）を行った。 
●参加者 18 名 （前年 9 月 24 日開催 17 人） 
●参加費 2,000 円 （前年 300 円） 

     
効果・ 

問題点等 
｢第 40 回日本スリーデーマーチを応援しよう！｣をテーマにハンギングバスケット及びオブジ

ェ（ブランコ、荷車等）を公園に展示した。公園の維持管理により発生した枝などを使いブラ

ンコを作り、そこへ寄せ植えをすることにより更に温かみのあるものになった。 
パーゴラのツルバラが繁茂していてハンギングバスケットがあまり栄えなかったので、次回は

展示場所を工夫したい。 
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7 健康ウォーキング教室 

実施日時 平成 29 年 11 月 11 日（土） 9：00～11：00   

実施場所 岩鼻運動公園自由広場 

実施内容 ウォーキングインストラクター奥野清歩氏を講師に招きウォーキング教室を行った。 
（正しい歩き方を学び、健康促進につなげる） 
●参加者 14 名（男性 1 名・女性 13 名）  

前年 47 名（男性 15 名・女性 32 名：10 月 15 日開催） 
●参加費３００円 （前年無料） 

     

効果・ 
問題点等 

・中止の影響で参加人数は少なくなったが、ひとりひとりの満足度は高かった。 
・学習した内容は、日々の生活の中で意識し継続することで、一時的ではない魅力があっ

た。 
・台風で二度中止になってしまい、参加者が減ってしまったので 実施時期を再検討した

い。 

 
8 第 3 回松本町一丁目緑地ガーデニング講座 

実施日時 平成 29 年 12 月 2 日（土） 9：30～13：30 

実施場所 松本町一丁目緑地 

実施内容 松永松盛園 松永政子氏・布施田雅美氏を講師に招き、ガーデニング講座（クリスマスリース

の制作）を行った。 
●参加者   20 名  （前年 10 月 23 日開催 21 名） 
●参加費 1,500 円  （前年 2,000 円） 
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効果・ 
問題点等 

公園の維持管理により発生しました。廃材（藤ツル・ヒバ・松かさなど）や松本町一丁目緑地

の草花を使いクリスマスリースを作った。 
講座終了予定時刻を大幅に過ぎてしまったため、時間内で終了できる内容のものを検討す

る。 

 
9 東松山市都市公園絵画･写真展 

実施日時 平成 29 年 12 月 6 日（水）～平成 29 年 12 月 10 日（日）  
9：00～16：00（最終日は 14：00 まで） 
※前年 12 月 21 日（水）～平成 28 年 12 月 25 日（日） 

実施場所 総合会館 １階 多目的室  （前年：松山市民活動センター ２階 展示ホール） 

実施内容 東松山市都市公園に関する絵画･写真展 
●出展者数 47 名  （前年 32 名）   
●作品数 84 点（絵画 17 点・写真 67 点） 
   前年 57 点（絵画 11 点・写真 46 点） 
●来場者数 234 名 （前年 175 名）                       

     

効果・ 
問題点等 

出展者及び作品数が前年対比 147％、来場者数が 134％であった。 
初めて人気投票を実施し、「景観」「人物」「スマホ」「絵画」 各部門別で１位の方に記念品を

贈呈した。また、投票率は 85％ であった。 
前年より継続して「コーヒーの無料サービス」を実施し、来場者に大変喜ばれた。 
ガーデニング講座の「クリスマスリース」を展示し、より多くの来場者を呼ぶことが出来た。 
前年の最終日は作品搬出に手間がかかってしまったので、今回は 人員を増やし、迅速な

対応が出来た。 

 
10 工作教室～ミニ門松作り～ 

実施日時 平成 29 年 12 月 22 日（金） 9：30～11：30 

実施場所 松山市民活動センター 工作室 

実施内容 公社職員(西川多枝雄)の講師による、工作教室（ミニ門松作り）を行った。 
●参加者   30 名 （前年 26 名） 
●参加費 1,500 円 （前年 300 円） 
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効果・ 
問題点等 

公園の維持管理により発生した廃材（竹・松など）を利用し、お正月の一つの風物詩である

門松を作った。 
飾り付けする松・南天・クマ笹・金柑の材料は自由に選んでもらったが、金柑の数が足りず、

飾り付けができない方がいた。数に余裕がない材料は別途配布する。 

 
11 物見山公園つつじ植樹会 

実施日時 平成３０年２月２１日（水） ９：３０～１０：３０ 

実施場所 物見山公園 

実施内容 山つつじ１００本を高坂地区の皆様と植樹を行った。 
●参加者 34 名 （前年 30 名） 

    

効果・ 
問題点等 

高坂地区ハートピアまちづくり協議会及び高坂地区区長会の協力を頂き実施した。バケツ

の数を昨年より増やし作業効率もよく、参加者の方の作業スピードも早く短時間で植樹がで

きた。また、来年度の植樹会の話が出るなど笑顔の多い植樹会であった。 
初めて苗木を植える方でもわかりやすいように、作業手順資料を事前に準備しておいた方

がよい。 

 
12 松風緑地腐葉土頒布会 

実施日時 平成３０年２月２４日（土） １０：００～１１：００ 

実施場所 松風緑地 

実施内容 丘陵ホタルを守る会との共催事業で、落葉を腐葉土ＢＯＸにためて作った腐葉土を地元住

民へ配布しました。 
●参加者 約 70 名 （前年約 50 名） 
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効果・ 

問題点等 
昨年よりも多くの参加者が集まった。例年通り良い腐葉土ができ、カブトムシの幼虫は約３７０

匹もいた。カブトムシの幼虫は子供達に大人気で早目になくなってしまった。 
年々参加者が増えているようなので、腐葉土ボックスを増設することも検討したい。 

 
13 雲っ子ひろばザクロ植樹会 

実施日時 平成３０年３月１８日（日） ９：３０～１０：３０ 

実施場所 雲っ子ひろば 

実施内容 松風台自治会の皆様とザクロの木を 8 本植樹しました。 
●参加者 15 名 （前年なつめ公園にてナツメ 5 本の植樹参加者 12 名） 

     
効果・ 

問題点等 
松風台自治会の協力を得て実施することができた。「水やりのタイミング」や「結実の時期」な

ど地域の皆さんの公園への関心度がより感じられた。 

 
14 第４回松本町一丁目緑地ガーデニング講座 

実施日時 平成 30 年 3 月 24 日（土） 9：30～10：40 

実施場所 松本町一丁目緑地 

実施内容 松永松盛園 松永政子氏・小松原あゆみ氏を講師に招き、ガーデニング講座（春の寄せ植

え）を行った。 
●参加者 19 名   （前年 12 月 17 日開催 18 名） 
●参加費 2,000 円 （前年 1,500 円） 
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効果・ 

問題点等 
市民生活に身近な公園が親しみと関心を持った利用が図られるよう、花壇に植栽してある草

花と同様の花苗を用いた寄せ植えを実施した。 
植え方のポイントや花が終わった後の管理の仕方に参加者の方は熱心に耳を傾け、手際も

よく楽しく寄せ植えができた。 
手袋、はさみ等の持参できるものは、次回から参加者に持参してもらうよう募集時にチラシ等

に掲載したい。 
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３ スポーツ推進事業 

 各種催事を開催することで「スポーツの楽しさ」に触れ、スポーツの普及発展を促進しました。 
 

１ グラウンド・ゴルフ大会 第３回リバーサイドカップ 

実施期間 平成 29 年 5 月 16 日（火）～平成 29 年 11 月 7 日（火） 全 5 回 

実施場所 都幾川リバーサイドパーク多目的広場 全面 

実施内容 年間 5 回開催とし、その中で良いスコアから 3 回のトータルの少ない方から表彰を行う。 
参加申込者 167 名  参加費年間エントリー500 円・単会参加費 1 回 200 円 
参加者：第１ラウンド 144 名 ・ 第２ラウンド 128 名  ・第３ラウンド 126 名 
       第４ラウンド 125 名  ・第５ラウンド 123 名  
H29 年度参加者 646 人     （5 ラウンド参加者 78 名） 
(H27 年度 516 名 ・ H28 年度 629 名) 
 
 
 
 
 
 
 

効果・ 
問題点等 

登録人数の増加により各年参加者が増えている。 
今年度で第 3 回目のグラウンド・ゴルフ大会。 
参加者も前年とほぼ同様の人数の参加をいただき、順調に開催できるようになってきた。 
第 1 ラウンド～第 4 ラウンドまでは順調に開催できたが、第 5 ラウンドは雨天による順延及び

台風による順延で 10 月開催が出来ず、11 月の開催になってしまった。 
  

２ みんなで楽しく♪ボールと触れ合う ソフトバレ―ボール教室 

実施期間 平成 29 年 10 月 17 日（土） 9:30～11:30 

実施場所 南地区体育館 

実施内容 市内ソフトバレーボール連盟指導のもと、ソフトバレーボールの基礎練習・試合 
参加人数 32 名   参加費 200 円 
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効果・ 
問題点等 

・市内のスポーツ競技連盟や協会に協力を頂き毎年スポーツ教室を実施。 
・市内の方に色々な競技を知っていただき体験して頂けるように今後も継続していきたい。 

 
３ 健康体操さわやかシェイプアップ～心とからだのリフレッシュのために～ 

実施日時 平成 29 年 9 月 9 日 （土）9:30～11:30 
平成 30 年 2 月 17 日（土）9:30～11:30 

実施場所 唐子地区体育館 

実施内容 大東文化大学スポーツ・健康科学学部 スポーツ科学学科 馬渡照代教授による、シェイプ

アップ効果のある健康体操教室。 
9 月 9 日 参加者 35 名   
2 月 17 日参加者 39 名     
（H27 年度 56 名 ・ H28 年度 74 名） 
参加費 各回 200 円 

 

効果・ 
問題点等 

・今回の実施で 11 回目となり、参加者の方たちも楽しくできた。 
・平成 29 年度で最後となった馬渡先生のシェイプアップ教室には、参加者の皆さんから継

続を望む声があった。 
・平成 30 年度の実施にあたっては、馬渡先生からご紹介を頂いた後任講師と進め方を検討

したい。 
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４ その他 

 文化、公園、スポーツの各事業を効果的に実施し、広く市民に財団の活動を発信し、市民意識の

向上に役立てるため、下記のとおり実施しました。 
 
（１）公益財団法人東松山文化まちづくり公社情報誌「LINK（リンク）」の発行 

 当財団の活動を掲載し、広く市民に情報発信するため財団情報誌を制作、配布しました。 
 

 

「LINK」2017 Autumn 
発行日：平成 29 年 10 月 1 日発行 
発行部数：35,000 部 
 
（配布場所） 
・市民全世帯 
・市内公共施設 
・近隣市町村公共施設 
・旧東松山市民文化センターメンバーズ 

 
 
 
 

収益事業 施設の利用促進を図るための施設貸与及び芸術文化推進に係る付帯事業 

 
１ 清涼飲料水等自動販売機設置事業 

 公社が管理する東松山市都市公園施設、東松山市体育施設に清涼飲料水等の自動販売機を設

置することにより、利用者の利便性の向上及び公社自主財源の強化を図りました。 
 
設置箇所、台数及び売上（4 月 1 日～3 月 31 日） 

 設置台数 手数料収入 

都市公園施設 21 台 3,732,637 円 

体育施設 28 台 6,065,402 円 

合計 49 台 9,798,039 円 

※手数料収入のうち 2,748,439 円は東松山市へ納入 




