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[ 横浜市旭区民文化センター ] 

平成２５年度事業計画書 
[ 相鉄・神奈川共立 共同事業体 ] 

 

 

施設の概要 

施 設 名 横浜市旭区民文化センター サンハート 

所 在 地 横浜市旭区二俣川一丁目３番地 

構造・規模 
鉄骨コンクリート造 

地下１階地上６階建の、地上５階および６階の一部を専有 

敷地・延床面積 専有面積 ２，５６４㎡ 

開 館 日 平成２年８月４日 

 

指定管理者 

法 人 名 
相鉄・神奈川共立 共同事業体 

代表構成団体 株式会社相鉄エージェンシー 

代表団体所在地 横浜市神奈川区栄町５番地１ 

代表団体代表者 代表取締役 三浦彰久 

代表団体設立年月日 昭和５８年１月２２日 

指 定 期 間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

１ 基本方針 

（１）基本的な方針 

 

◆ 旭区民がいきいきと充実した生活を送るための文化芸術を通じた「喜びづくり」 

平成２３年度より新たな指定管理者としてサンハートの運営業務を行うにあたり、「お客様の喜びを実現

する」を理念に掲げ、『地域に根ざした指定管理者』として、横浜市旭区民文化センターの運営を通して区

民の喜びをつくり、旭区の地域活性化、地域価値向上に貢献します。 

ビジョン実現のためのミッションは、旭区民文化センター及び旭区の現状を踏まえて、「高い利用率の確

保とご利用者満足度の向上」、「世代間交流」、「次世代の育成」を意識して策定します。 

 

１． さまざまな立場・ライフスタイルを持つ区民と、文化芸術との「出会いづくり」を推進します。 

２． 文化芸術活動を通して、区民・地域とともに「交流と仲間づくり」を推進します。 

３． 質の高いサービスの提供による、区民・利用者の「満足づくり」を推進します。 
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（２）平成２５年度の位置づけ 

昨年度は、区民の皆様と私たちがサンハートを通じて「であう」「共にあゆむ」という新たな関係づくりを呼

びかけてまいりました。平成２５年度においてはこの新たな関係をより強固なものにするとともに、長期的

な視野に立った「継続」へと発展させるための基礎を固める年とします。 

 

１． 事業の方針 

＜プロアーティストが牽引するワークショップの継続実施による創造事業の拡大と新規展開＞ 

 演劇ワークショップの継続展開。女優の五大路子さん（横浜夢座）と俳優の松井工さん（文学座）の

協力による演劇ワークショップを引き続き行い、地域演劇の活性化を図ります。 

 ジャズクリニックの本格的始動。ジャズピアニストの佐山雅弘さんを始めとするプロのジャズミュージ

シャンによる継続的なクリニックを実施し、その成果発表として、プロのライブやプロとのセッションラ

イブなど、大規模なジャズイベントを開催します。 

 次年度から実施予定の美術系ワークショップの新規展開へむけた準備活動を進めます。 

＜アンサンブル・オーディションを軸とした育成事業の継続的展開と地域貢献の仕組み作り＞ 

 オーディション実施により、地域の若い演奏家に研鑽と演奏の場を提供します。 

 公共の場や福祉施設などでのアウトリーチ事業による地域のコミュニティーへの貢献を目指します。

＜区民自らが支える「マイホール」意識の醸成＞ 

 「友の会」「利用者懇話会」などの既存制度を継続します。 

 「区民企画委員」制度については、従来の「区民企画委員」の他に「区民運営サポーター」の枠を設

け、自主事業における企画以外にも、フロント業務や広報運営業務の強化を図るとともに、地域に寄

り添う運営を目指します。 

＜神奈川フィルハーモニー管弦楽団の積極的支援＞ 

 二俣川駅でのコンサートに出演を依頼し、ブルーダル基金のＰＲ活動を促進します。 

 館内において、神奈川フィルハーモニー管弦楽団主催コンサートのチラシやポスターを掲載し、神奈

川フィルハーモニー管弦楽団のＰＲ活動をサポートします。 

 

２． 運営の方針 

＜顧客満足度の高いサービスの提供＞ 

「施設を利用できる時間」、「情報提供」、「利用相談への対応」、「利用者支援」など、利用者・来場者

の立場に立ったユーザビリティの高い施設運営を行い、顧客満足度を高めます。 

＜レベルの高い接遇・接客＞ 

安心と信頼の獲得のために、「職員の接遇・接客」に関する研修を行い、職員一人ひとりの“顔”が見

える施設を目指します。 

＜ニーズの把握の徹底と改善への反映＞ 

利用者・区民の声を収集する機会としてアンケート（共同事業体本社バックアップによる）を定常的に

実施すると共に、利用者懇話会・各種団体との合同連絡会への参加等を通して利用者と共に課題

の抽出や改善に取り組みます。 

 

３． 管理の方針 

＜二俣川駅北口共同ビル管理組合との一体管理＞ 
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構成団体である相鉄企業は二俣川駅北口共同ビルの管理組合事務業務と建物維持管理業務を併

せて受託しているという利点を活かし、更なる効率的な管理を追求しコストパフォーマンスの高い維

持管理を実現します。 

＜施設予防保全の実現＞ 

「今、施設や設備がどのような状態か」を踏まえて「今後施設や設備はどうなっていくか」について、

将来を見据えた予防保全（中長期修繕計画・設備機器更新計画の策定・提案）に取り組みます。 

 

２ 自主事業に関する計画 （事業フレーム等については【別紙１】に記載） 

（１）文化事業の企画および実施について 

企画事業は「鑑賞事業」、「普及事業」、「育成事業」、「交流創造事業」の４つのカテゴリーで偏りのないよう実

施し、総合的に事業全体のビジョン実現に向けて取り組みます。 

[取組内容] 

●鑑賞事業 

□ 身近で良いものを手ごろな価格で鑑

賞できる環境を整え、地域のニーズに応

えます。 

□ 年に一度「サンハートスペシャル」とし

て、一流のアーティストによる公演を実施

し、地域の文化芸術活動を牽引し、地域

活性化につなげます。 

[達成指標] 

 

□ 身近な地域に根差したホールだからこそ実現できる企画を実

施します。旭区にゆかりのある鎌倉武将をモデルにした「詠み

芝居 重忠と菊の前」を開催し、芸術活動を通じて地域をより

深く愛していただける工夫をします。 

□ 横浜市が実施する「アーツフェスティバル」との連携を行い、

旭区だけでなく、市全体の芸術文化活性化に貢献します。 

□ 参加者を対象としたアンケートを引き続き実施し、寄せられた

意見を事業に反映し、満足度 80％以上を目指します。 

●普及事業 

□ これまで芸術文化にあまり接点のな

かった芸術文化初心者も気軽に参加で

き、きっかけとなるような企画を実施しま

す。 

□ 何らかの理由で来館が困難な方々

が、芸術文化活動から離れていくのを防

ぐため、アウトリーチ等の出前事業を展

開します。 

 

□ 「ロビーコンサート」や「親子でリズム！リズム！！リズ

ム！！！」等、若年層、特に子育てファミリーが、関心を高め、

気軽に参加できるコンテンツを継続します。 

□ サンハート・アンサンブル・オーディションの入賞者との連携を

深め、アウトリーチ先への派遣事業を継続実施します。今年度

は特に、新規アウトリーチ先へのアプローチと開拓を積極的に

実現します。 

●育成事業 

□ 芸術文化を担う次の世代の育成を図

ります。 

□ 区民企画委員の他、区民運営サポー

ターの募集を行います。 

 

□ 若い世代の音楽家や演劇志望者に対しての育成事業では、

前年度の反省点を活かし、企画内容や運営方法をより充実し

たものへと成長させます。 

□ 区民企画委員や区民運営サポーターの定義をより明確にし、

協力の内容が顕在化する分かりやすい運営を心がけます。 

●交流創造事業 

□ サンハートと区民が一体となって文化

芸術を育む事が出来る企画を実施しま

す。 

 

□ 平成 27 年度（サンハート 25 周年）を最初のゴール地点と捉え

長期的な計画の第二期となる本年度は、演劇とジャズの二つ

の軸で「成長」をキーワードにワークショップ事業を継続します。
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□ 事業を通じて区民が交流し、互いに

刺激し合い芸術的且つ社会的に成長で

きる環境を提供します。 

□ 次年度への事業継続希望率 50％を目指します。 

□ 指導者となるプロのアーティストから客観的な評価を頂き、次 

年度に活かせるような運営体制を整えます。 

 

（２）地域の文化活動に対する協力体制の構築（サポーター制度）について 

[取組内容] 

● 地域活性化、地域価値向上等の目

的を共有する企業や団体との協力体

制を築きます。 

● 旭区の優れた文化事業を事業共催

を通して支援します。 

 [達成指標] 

□ 平成 24 年度に協賛いただいた企業に引き続き協力の依頼を

行います。 

□ 二俣川ライフ内の店舗と「友の会」会員を対象としたクロスプ

ロモーションを継続実施します。 

 

（３）自主事業に関する情報の提供及び効果的な広報宣伝活動について 

[取組内容] 

● 館の顔としての自主事業の活動を広

く告知宣伝します。 

● ターゲットとなる顧客層を把握し、一

番適切な手段でＰＲ活動を行います。 

＜ＰＲ手法の例＞ 

①催し物案内 ②プレスリリース  

③区報 ④ウェブサイト ⑤印刷物 

⑥館内掲示 ⑦ソーシャルネットワーキン

グサービス ⑧広告 等 

 [達成指標] 

□ あらゆるＰＲ手法を昨年に引き続き活用します。 

□ 徹底したスケジュール管理を行い、戦略的なＰＲ活動を行いま

す。 

□ 他館との協力体制を強化し、告知物の配架・配布など互いに 

助け合いながら効果的なＰＲ活動を実施します。 

□ 館の毎月のイベントカレンダーである「催し物案内」を、より読 

みやすく、また、情報内容を充実させてリニューアルし、顧客満

足度を高めます。 

 

（４）自主事業を中心とした事業全体のマーケティングについて 

[取組内容] 

● 区民目線での利便性を徹底的に検

証し、事業が認知されてから参加に至

るまでの一連の流れを改善します。 

● 固定客に対してチケット割引サービ

ス等を提供する「友の会」制度を継続し

ます。 

 [達成指標] 

□ 従来の来館型チケット販売方法ではなく、あらゆる客層に対 

応した多種多様な販売方法を考案します。 

□ 友の会会員数 120 名を目標とします。 

 

３ 施設の運営に関する計画 

（１）顧客満足度の向上について 

[取組内容] 

◆利用者サービスのさらなる向上に努 

め利用者ニーズに合わせたサービス 

を増やします。 

 [達成指標] 

□施設利用者の発表会を広報支援したり、直近１ヶ月以内のホー

ル・諸室の空き状況をホームページでリアルタイムに発信する 

等により顧客満足度を向上させます。 
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◆アンケートやヒアリング等から区民・ 

利用者のニーズを的確に把握しま 

す。 

 

◆サンハート友の会を継承し、会員へ 

のサービス向上と共に強力なサポー 

ターとしての関係作りを図ります。 

□各年実施の利用者アンケートや自主事業等の来観者アンケー 

トをはじめ、ヒアリングの随時実施と年１回利用者懇話会を開 

催して、ご意見・ご要望を的確に把握してサービス向上に努め 

ます。 

□改めてサンハート友の会の会員登録を行い、会員からの声を 

次年度の事業へ反映させる等施設のサポーター的存在として 

会の運営を行います。また、会員特典の充実等を図り、会員数

増をめざします。 

 

（２）的確な施設提供の実現について 

[取組内容] 

◆効率的且つ安定した施設の開館・運 

営を行います。 

◆利用者アンケートや利用者懇話会か 

らの声を基に満足度向上・利用促進 

を図ります。 

◆施設利用者へ専門的な利用方法等 

効果的なアドバイスを行います。 

◆周辺施設と連携して地域全体の賑わ 

い作りに貢献します。 

 

 

 

◆施設を有効活用し、施設の魅力作り・ 

活性化を図ります。 

◆利用者へ施設のホール・諸室の空き 

情報をリアルタイムで広く発信しま 

す。 

 [達成指標] 

□開館日数 ３４５日 

  休館日 ２０日 

  年末年始 １２月２９日～１月３日 

  施設点検・消防設備点検 １４日 

□「催し物案内」のリニューアルをはじめ、様々な媒体を活用し、

施設のＰＲを充実させ稼働率向上に努めます。 

□舞台技術を含め、専門性をもった職員が常駐して、利用者から

の相談・下見・利用打合せをはじめ、トラブル等緊急時にも迅

速に対応します。 

□二俣川ライフ、グリーングリーン、二俣川駅等との連携事業を 

展開していきます。 

 

□ロビーコンサートを引き続き実施すると共に、施設有効活用に

ついて区民からアイデアを募集します。 

□予約システムで閲覧できない直近１ヶ月以内のホール・諸室の

空き情報を施設内のみならず、ホームページでもリアルタイム

に更新し、広く発信します。 

 

（３）的確な広報の展開について 

[取組内容] 

◆地域・区民の文化芸術情報発信拠点 

としての役割を担います。 

◆情報の内容により、最適な媒体・手 

段により、効率的な広報・宣伝活動を

実施します。 

 [達成指標] 

□情報コーナーでは、文化芸術資料として、雑誌・図書・情報誌を

設置するほか、類似の他施設情報の紹介を行うなど様々な文 

化芸術情報を得る事ができるスペースとして整備します。 

□毎月の催し物案内発行（平成２５年度リニューアル）、ホームぺ

ージのリアルタイム更新をはじめ、当事業体ならではの媒体（ 

交通広告・広報紙等）を有効に活用しＰＲを行います。 
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（４）専門性と区民の力を統合する組織づくりについて 

[取組内容] 

◆事業企画・施設管理・舞台技術の経 

験・実績豊かな職員・専門スタッフ 

と、区民をはじめとした地域スタッフ 

を配置し、全ての職員が適切なコスト 

感覚、効率的管理とホスピタリティ精 

神をもった運営を行います。 

◆職員・スタッフの施設運営スキルアッ 

プのために研修を実施します。 

 [達成指標] 

□以下の通り人員を配置し運営します。 

【運営スタッフ】※２交代、常時２名以上配置 

 館長 １名 

 副館長 １名 

 職員 ５名 

【舞台技術】※利用状況により２～３名 

 職員 ５名 

【受付スタッフ】 

 カルチャースタッフ１２名（地域採用） 

□機材研修、個人情報研修、消防訓練等を実施し、運営に役立

てます。 

 

４ 施設の管理に関する計画 

（１）安全で効率的な維持管理・予防保全について 

[業務内容] 

◆安全・安心できる施設の維持 

◆定期的な設備点検 

◆必要に応じた緊急点検 

◆施設設備の予防保全 

 [達成指標] 

□設備等保守管理項目を遵守し、定期的な施設点検を実施しま

す。 

□老朽化した建築、設備のリスクマネジメント評価を行い、修繕計

画の適正化を図ります。 

□月 1 回の定期的な施設点検の他に、建築物点検マニュアルに

準拠した点検及び、建築物定期報告に準拠した点検を年１回行

います。 

 

（２）快適な環境の維持管理について 

[取組内容] 

◆安心できる環境の維持 

 [達成指標] 

□清掃項目一覧及び清掃内容一覧を遵守し、日常・定期清掃を

実施します。 

□美観を維持するように取り組みます。 

□環境に配慮し、廃棄物の発生抑制に努めます。 

□空気環境測定（VOC 等含む）を実施します。 

□社内による、業務の品質管理点検を実施し、特別清掃・日常清

掃の計画を策定します。 

□ヨコハマ 3R 夢など市の施策や事業に協力します。 

□空気環境測定結果の報告書を作成します。 
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５ その他の計画 

（１）危機管理対策について 

[取組内容] 

◆緊急時の対応 

◆利用者の安全・安心を確保 

◆防災管理 

 [達成指標] 

□緊急内容別（事故、犯罪、火災、設備故障など）に連絡網の整

備を行います。 

□大規模災害等が発生した場合は、行政機関との連絡・協力を

円滑に行えるよう訓練等を通じて体制を整えます。 

□昨年度作成した「帰宅困難者一時滞在施設」としての運用マニ

ュアルに基づき訓練を実施し、緊急時に備えます。 

□BCP 計画策定の基礎資料を作成します。 

□緊急時の連絡網を作成するとともに旭区役所へ提出します。 

□近隣在住職員をあらためて確保します。 

□事故、犯罪及び火災等を発生させない為に、職員による定時

巡回を実施します。 

□消防計画書を作成します。 

自衛組織を結成し、日常の防火・防災に努めます。 

催事の際は、避難導線の確保等の指導を行います。 

消防計画書および緊急時対応マニュアルに基づき年2回防火・

防災訓練を実施します。 

 

（２）自己評価・ＰＤＣＡサイクルの活用について 

[取組内容] 

◆日報及び月報の作成・管理（業務 

記録の整備） 

◆業務計画書及び業務報告書の作 

成・管理（利用者のニーズや声を 

反映した業務計画の策定） 

◆モニタリングの実施（モニタリング 

への対応・ 体制の整備） 

◆自己評価の実施（自己評価） 

PDCA サイクルの導入と確実な運 

用） 

 [達成指標] 

□業務記録の適正な作成・保管と共に重要な件に関して随時報

告をおこないます。 

□PDCA サイクルの推進とともに重要な件に関して随時報告出来

る体制づくりに取組みます。 

□業務記録の一元管理によるモニタリングへの対応・体制を構築

します。 

□利用者アンケートの結果や利用者の声を、常に自己評価に反

映させながら施設運営に取組みます 
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６ 収支について 

（１）経費削減の努力について 

[取組内容] 

◆管理運営コストの削減に努めま 

す。 

 [達成指標] 

□無駄な光熱水費の削減と、業務効率化等による無駄なコストの

削減に努めます。但し、利用者の満足を阻害するようなサービ

ス低下につながる必要コストの削減はしません。 

□軽易な修繕については職員自ら行い、修繕費を有効に活用し

ます。 

 

（２）収入向上の努力について 

[取組内容] 

◆収益向上、適正な受益者負担を

設定し、外部資金獲得に努めま

す。 

[達成指標] 

□ホール・諸室の空き状況をホームページにてリアルタイムに公

開し、収益の向上を図ります。 

□魅力的な事業を実施し、入場料収入を最大限に確保します。 

□事業協賛金、広告収入等の確保に努めます。 

 

（３）収支予算書 

項目 予算額 備考 

収入 

指定管理料収入 101,000,000  

利用料金収入 33,947,000  

事業収入 4,284,000  

その他収入 1,769,000  

収入合計 141,000,000  

 

支出 

人件費 67,500,000  

管理費 55,037,000  

事務費 4,219,000  

事業費 9,644,000 有料企画：5,731,000 円 ／ 一部有料：2,490,000 円 

無料：670,000 円 ／ その他：753,000 円 

一般管理費 4,600,000  

支出合計 14,100,000  

収支差額 0  
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【別紙１】 

自主事業フレーム 

１．鑑賞事業 一般向け 身近で良いものを手頃な価格で楽しむ 

「あさひ亭まねき寄席」「五大路子詠み芝居」 

サンハートスペシャル「アンサンブル・ガラ・コンサート」 

～横浜アーツフェスティバルのオープニング企画として～ 

若年層を対象 チャリティーコンサートシリーズ Ｖｏｌ． ６ 

２．普及事業 

 

新規顧客開拓 「駅コンサート」、「オープンデー」、「美音倶楽部」 

芸術離れを防ぐ 「ロビーコンサート」、「アウトリーチ」 

３．育成事業 ワークショップ 「ハンドベル体験講座」、「お仕事体験講座」 

「親子でリズム!リズム!!リズム!!!」 

オーディション 「アンサンブル・オーディション（声楽・ピアノ連弾）」 

住民参加・育成 区民企画委員による催し物 

区民運営サポーターを新規募集 

４．交流創造事業 

 

演劇 「五大路子演劇ワークショップ」 

ジャズ 「佐山雅弘ジャズクリニック及びミニジャズフェスティバル」 

５．その他 地域の協力体制の構築 サポーター制度（協賛） 

事業共催 

ビル内店舗とのクロスプロモーション 

ＰＲ・販売促進 広報宣伝活動 

サンハート友の会 

販売促進活動 

 

 

自主事業一覧 括弧内は税抜価格 

No 実施時期 事業タイトル 会場 事業内容 入場見込 事業費 

１‐１ 6・9・1 月 あさひ亭 

まねき寄席 

（有料） 

ホール 若手落語家による公

演。季節毎にテーマ

を設け、落語ファン

のみならず幅広い客

層を開拓する。 

900 人 

（3 回） 

1,090,000 

（1,038095）

１-２ 4 月 五大路子詠み芝居 

（有料） 

ホール 五大路子による読み

芝居。 

600 人 

（2 回） 

915,000 

（871,429） 

１-３ 9 月 【サンハートスペシャル】 

オペラ 

ガラコンサート 

（有料） 

ホール 横浜市のアーツフェ

スティバル連携企画

として実施。二期会

や横浜シティオペラ

所属のプロの声楽家

によるコンサート。 

300 人 1,110,000 

（1,057,714）
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１-４ 3 月 ファミリーコンサー

ト 

（有料） 

ホール 0 歳から楽しめるクラ

シックコンサート。ア

ンサンブル・オーディ

ションの最優秀グル

ープへの演奏機会提

供も兼ねる。 

300 人 205,000 

（195,238） 

１-５ 5 月 チャリティー 

フルートコンサート

（有料） 

ホール 東日本大震災復興

支援目的で行うコン

サート。 

300 人 

 

390,000 

（333,333） 

2‐1 5 月、10 月 サンハートプレゼ

ンツ駅ＤＥライブ 

（無料） 

二俣川駅 二俣川駅改札前広

場でのアコースティッ

ク系音楽のアウトド

アコンサート。第一回

目は神奈川フィルと

のコラボレーション。 

1000 人 

（2 回） 

440,000 

（371,429） 

 

2-2 8 月 オープンデー 

（基本的に無料・

一部有料あり） 

諸施設 サンハートを全面的

に開放し、楽しい催し

物に気軽に参加でき

る夏休みの一日限り

のイベント。 

1,000 人 570,000 

（542,857） 

 

2-3 一日 2 回 

計 8 回 

（4・7・11・

1） 

ロビーコンサート 

（無料） 

ホール 

ロビー 

乳幼児や車椅子の

お客様も広々と参加

できるショートプログ

ラムコンサート。アン

サンブルオーディショ

ンの優秀賞受賞者

の演奏機会提供も兼

ねる。 

1,500 人 

（8 回） 

110,000 

（104,762） 

2-4 計 6 回 

（学校 3 回 

福祉 2 回 

子 育 て 1

回） 

アウトリーチ 

（無料） 

旭区内 

各所 

小学校や福祉施設

へ、出前コンサート

やワークショップのコ

ーディネートを行う。 

アンサンブルオーデ

ィション受賞者が演

奏する機会とする。 

2,000 人 120,000 

（114,286） 

2-5 計 9 回 

（4・5・6・7・

9・10・11・

12・3 月） 

サンハート 

美音倶楽部 

（会費制） 

会議室 

 

音楽 

ホール 

区民所有のアナログ

レコードを真空管ア

ンプを使って鑑賞。

毎回ジャンルを設定

200 人 36,000 

（34,286） 
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し、テーマ性のあるレ

コードコンサートを実

施。 

3-1 8 月 夏休み子供講座 

（ハンドベル、ホー

ルのお仕事体験） 

（参加費は有料、

発表会への入場

は無料） 

カルチャ

ー工房、

ホール等

サンハート専属のハ

ンドベルチーム経験

者による子供の為の

ハンドベル講座と、

裏方全般を担当する

ホールのお仕事体験

講座。 

50 人 190,000 

（180,952） 

3-2 10 月 親子でリズム!リズ

ム!!リズム!!! 

（有料） 

ホール 乳幼児を対象に、初

めて音やリズムと触

れ合う機会を提供。 

200 人 75,000 

（71,429） 

3-3 8 月 サンハート・ 

アンサンブル・ 

オーディション 

（参加費は有料、

オーディションへ

の入場は無料） 

ホール 地域のアマチュア音

楽家や近隣の音大

生を対象に、クラシッ

ク声楽とピアノ連弾

を中心としたアンサ

ンブルのオーディショ

ン。入賞者への演奏

機会も提供する。 

100 人 385,000 

（366,667） 

3-5 通年 区民企画委員 

区民運営サポータ

－ 

（企画数が複数あ

り、無料・有料両

方あり） 

ミーティン

グルーム

等 

区民の目線を通して

サンハートならでは

の企画をプロデュー

ス。委員は公募にて

募集し、月 1 回の会

合を通してコンサート

等の企画運営を行

う。 

20 人 495,000 

（471,429） 

4-1 5～7 月 五大路子 

演劇ワークショップ

（参加費は有料、

発表会への入場

は無料） 

ホール 

カルチャ

ー工房 

五大路子と劇団夢座

メンバーによるオー

ル世代対象の演劇

ワークショップ 

25 人 850,000 

（809,524） 

4-2 25 年 

1～3 月 

佐山雅弘 

ジャズワークショッ

プ 

（有料） 

ホール 

音楽工房

佐山雅弘とクインテ

ットメンバーによるビ

ックバンドのジャズワ

ークショップ。 

30 人 1,910,000 

（1,819048）

5-1  サポーター制度  協賛、団体割引、広  0 
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告収入等、サンハー

トの事業趣旨に賛同

される企業や団体と

の連携を強める。 

5-3  クロスプロモーショ

ン体制 

 二俣川ライフや地域

の公共施設と協力体

制を整え、互いにメリ

ットのあるプロモーシ

ョン方法を考案する。

 0 

5-4  事業共催  旭区の文化芸術活

動に特に貢献する団

体を共催支援。 

 8,000 

(7,619) 

5-5  広報宣伝活動  サンハートの各事業

について的確な広報

宣伝活動を行う。 

 385,000 

（366,667） 

5-6  サンハート友の会  固定顧客層への優

遇体制を整え、顧客

満足度向上を図る。 

100 人 0 

5-7  販売促進活動  来館だけでなく、オン

ラインや公共の場で

の販売を継続 

 0 

  その他諸経費  郵送費、打合せ費等  360,000 

（342,857） 

 


