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9-D) 

文化事業の機Mとi駐車iみ;訂

立1ヒ'J':!1Q)UH'!である "'J':.1[雄前/Jl!!Ji波文化ifi則定限/W初・制油・完了氏]を姐して、同民克也のも守端、育成.

創造を同り.阿LI!出I劫畠1措Q)耐Iltと共t旬、文化t目耐をj正点にした地域コミュニティの納部、i.lif't北を阿うて

参ります.民附;I~-::nは i 記・J!H_m由~I!怠を納沌切る*車とH[l~tづけ、取り組んで診ります.

私 I~I立、 1:e""出総谷川 ε主催した jrj聞'5l! !J~躍での出づくりの潟制を元に. !:eaグループ的措地.サービス.

Jl:~fiWの各H が辿惜し。世ltiI制点文化制遣に向けでは)J致します.

- E・・E・阪副臨調9鹿島寝喧P.U居鴨融制1111側..  1 ....... ーーーーー

髄玉主管理!

) 1臥分施設は凶民共有田町践であり 末永〈その純~(を維持1'H~!することが'Rめられま寸. fi'1!I!-Ifに

よる 11 常的な即守特~!によるばかりでな〈判JWIrの保守守1ftl底調の陣械による自主持則的11 制みを

帥指し、平11川有としてr-.{ )t ìill符へ香~)JU協力聞きます.

(2) 骨拙品fiJ;町純了 11.'iに行う披J.~抗告(i}，lit1I!を民体的にスJ.t(宵でI，Ul示し、 ~Itでも 出レベルの状脂にII.iJ間

iII米る施mを"施いたします.

( 'lJ制JlJ lí'との辿視で施ji\t Q)不具合を早川'J~!l!i!!(，'"ずる 11 制みとして、全ての利JII棋会似にサービス訓告li.

hÍ!ißlil字削を合む底!~M入IIDI~る f(Wimをi世間し. ctMIこ反映いたします.

よる山~B

( 1 )当グループには制I¥i.拷h !!UI~I. ti特‘映像、丘、首!~車場川スタッフが常勤配附されており、初川

(1'へのl凶行 促指を行ってまいりますe

{ヨ)舞台技拍手Tは、 UI[lにわたる"酎製作、問。lプランゴ一、行智デザイヅー.行オベレーションでの主制.

鮮'1111を1しに、利川市への技師指鳩町助狩を1-1い， ，配合で満足胞の尚い舞台/IJ見を克服いたします.

(3) 1同体開会式をはじめとするIHR'JI業制作的輯醜盟かなプレーンとJ引こ、アートマネジメントのi均百

位揖により制JI'毘務的支l1l<i:tiって挙り茨1司、

( 1) nl1~OJl\.J，機会の少ないJトFアーチスト.ハンデ f キャッパー屯:fII胤IY~に先制し、 11詩的i討を出 fl f;

す?Jj~ftn*_mによりずr時.立l1lを行って参η ます.

(2) J 却施設制JJtにより‘舵コストでJ:{l~に路l'l<ll機会を縦 11\ し、官山町、揺杭 X' HlIi に文化を'^世~，

\~斑 ftl<<する機会を剛山しま.~-.

じり [K l< 'H~良川州と l 行を {こする地域的.!Jfmi令耐と出拙し 1¥附別主として脳1世出供をuい、師コス

トでl疋 r~に躍flの機企を叫供設します.

企州制対職111免びプレーンで摘出される。Jí揖íÎ:~州市 1"i会において. F I1己の条件に政当する!1I~在価先 r.r~

"l娘、/1車としてM.!i.どし、活動を五mして参ります.

( 1)諸問討をはじめとずる行政甜概限的IJC::n.

(2 )桜文~IU佐，1同'1. 、 /1毘 tñに fii止し、協抽で!H!HfUllilll拙と J\間招起された'/'iIl.

( ，り目立のが、総官伝に世する刷飢のJlt~だ吉れるもlι:t\.

間体名 東急グループ共同企業体

(忠良式¥J-1)) 

文化事業の概援と取調lみ方

-E・姐-咽111>¥車問揖闘岳量曙""，[，湖沼11胸 ..J.1回圃圃圃

的tlH!l供そして制憾による克械は、隣組、作成、刷造、そして又化活動を過して出まちづくりの I合とな

る引車と何え、以下町 3つの制点より取り組んで安全ります.

イベントはパブリシティに飴まり、パブリシティに終わる

( 1 )取前広告iによる拙得、イベントJ2~[を阿り. ~Ji後 l~ 制iによって. Ji\;裂を向いJ['~'却有への米41.~謹
を喚起・制時いたします.

(2 )怖拠i先的は域内a 院内、 Ili内。市外とその斑抗エリアによって形態が民なります~ j~I)~では、[;(主

内拙側コ-7--.民内では‘ i反相1，[i{住所.IK外で，;1;，各同文化施設.山内では、'iJi広特i総.ili役i9i.
山外では、 );C;Ut世話法H~. 駅l腕り、パスターミナルを屯，!~i!しておりますe これら間出縮機l刻と札付出

迎動を問り.ひまねり過恥 JIP、D.¥I、メールマガジン アド rv.、五はl加融広材i紙なぎさ、五ばL
rH舵山オーカス週EIを師!IIし令制括的して参ります，

(:1 )まちづくりの制点より‘ [，( 1"'; 0')仙 ill1!悦スペース<i:[~文前総コーナーに限定せず.パスターミ Fル

アドボード 水晶 I:}<同組内ひまわ灼アドポ司ドを同JlIし.射瓦い城宮北陸iJ:rxへ見(!iするサービス

金制叫殺します.米首jfí'の水、[f.;持組と待機~HlHこ i((陪働きかけ、!足立淵JlI U的外的)j々へは立認知l

と新凪利川貯の!It.光.文化/.1I体のf，f;!F)J克服の IIIとして、パプ'.Jシティ立J誌をfiい来-f，

いり j血崎硲杵メディアである JCN ょこはまとl/HI\ を同り、 "J{_~器IUHをli 樹的に位制=協力L-. ~I~' WEB 

雌i本に1耐えγV媒体で阻立市出iを括的して考会ります"

I家懇グループ共淘企業体の提供する情報ツーJ~l

，;t[tu:大開:11:摘内
l草川アドボード

Wing J大岡内
アドボー lξ

間体名

同文行き先県内

パスターミナル内
t引11アドボード

J;C~\グループ丘;摺紙
なぎさ

京急ダループ共同企業体

施品)[~
アIε1、

施設内
向ml式ポスターケース



占J ハ~らつ， 1， ， t 1. 

開式 9-()) 

文化事業の縦援とI旧制lみJj

(1) 文化という資泌が1出前し.人がmr，..~. u/仰がfI'き克う、向山湖述な担問11'りをEfI時します.

(2)民主の世訓として、前助副l体に;s.帥公械的知的槌供.活動に!刷出する謀本j，技問、fJ人}jWt.I.どの

w側提供を行って参ります.

ふり地哨文iじ人的自棋の悦側提供・椛/i!的If釦みを術祭してまいります.

域内由illf何回J.~m由主扱センターとの元II批による I街由アドパイザー1 の閲覧.検w;システムを蹄

搭しw制コーナーにおいて判/i!して1ftきま可.また控僻別措l軍助も帥せてIf';ffiし.地域資産の前)f]

と虫流をxlJiして穆ります.

(1 )アド TVにおいて、 m![lJJI.'ij体的情笥iコーナ…を動聞でIJ!聞いたしまれ

'J!車f市都iの11，、知雌{ふであるアド Tvrこ柑i間各tqiの1可動!'JI体的*翠ft'i線・岳民#地など[引Hト広剣lの煤lふ

としてM"JIJしてIfiき， SI蹴のJ品としてIfiきます〉

また、版文からのお知らせ， (本側1抑制など‘明鼎のtll搬を動削による訴'R!Jで泌総いたします.

..............・・・..・・‘ーー・ーーーーー........・・ー....且 4・晶且晶・ー‘ーーーーー..・.............ーー・..........“圃........

:アド W
:当タループ構成団体の通常業務ではスペック落ちとなった陀をリコースし、動調音声付き膏材を:

ヱンドレスで放映するZリジナル情報ツール。:
:従前の動函媒体!.;I:.ovoでの月 t羽の定揃配偶のため、結7事業や完了情報を削除出来ない不良:

-合を改良のし、仕平組成み 21年度、個別司属議業内毎に配信するシステムとし導入いたしました，
震材作成 も僧動司館員で可能な体制とし、完全円鍛也による負担Oそ実現しました.

jこのことにより.情報混侠の迅速化、活動匝体への開放も可院となりました，

湾周よ、無制限の交付'"侵略聞閣制硲を強いる羽院が怨定され、情報価値維持のために料金徴収な.
jどの結策を検討中a

j丘 íl~的制純!と社企I(t;院の出れの'1'で.W桐l桃i'i~由拡大が如~;となっております.

!l':j船荷と初制l機掃を抑止ない方々への対応が払jZのE1I~寸ユニバーサルザーピスへの火きな線組と考えま
す.世出!次においても出陣胞が地む中、今開くは尚齢占的情椛i締法的解消はィ、ilJf監と)':;えま可.
弘通は 以ドの拠点から課題の解決に当たり均一なれ州H!JiRをIiゥて参ります.

.IT !Çt墳で l~供された術開山神i画化

種ストレス申ない1削Ifを拠供する

-職日の克舗によるパリアフリー化

01，施施龍

(l) 1 1'陪/i!!罰JQをイ1 しないお千平版向けに.紙時体を前月lした f ンフォメ-~ョンを行"ま可制

(2 )両陣符ド'1吋に.拙IILi(.Y.のポイント執をJ之さくし、かつ‘If.].hなI，J珪を心がけます‘

(:1)ア!と TVを柑IIJL，.HP Jーの的判lを拠Utします.

(.1) ITI則111機関町併説・拍宵をliい、 t'l川似jlliを阿っても寄ります.

(G) 11'機潟町使111立段.補助を行い.向IJ!な使)f];冒境を知iJtいたします.

(s)聴覚仰がい/1'向けに.?食品ポードを市制し、対応して参ります。

i:'H体名 京急グループ共同企業体

(保式9-1))

文化事業の概援と取組み方

-E酎，.. 圃埼慣世~ml'.rm明‘ l陪醤酒陪駐軍司・・

Ii( L~文化の押拙f(l1止の制点から lま文文化 'H果的低出 'J~mは地域文佑活動の克服')'躍でおると匂えますa

訴動的立mは尭去のj訟を提供すると共に.\'キ却、育成、創~を却して酷I~i立化のJMi~に*与して診ります“

特に、育成'H患に於いてはql-j是)UIにわたる続税性と ステップアップ的措出刊をm出し、*;誌の連組性が

珪絶える*回無いよう配嘩殺します.

臣、連は以下の3つの制点より活動支艇を1'1って参ります脅

(1) JI!!JrXfM初出体のfih!(

ずlhlll<lもない叫11>への助抗、制作子法的伝授や、舞台波情的研時、レベルアップを阿るワークシヨヴ

プf: lnl01 し、i1J阜の，..WIと説します.将米~Jには、広文利/i! UI体的舞台掠衡のJ'LI，)制1 を um し、

リハーサル出川町の、溜常ft削師時を闘って移ります。

(2)次世代由行1&

i 記 Till!( lJf;~とは別に， 1!lil':j桂文化FlI体を対象にした・If~抑制lにより， 1，見示・公fi政→T・訟の制介 郷

台)11識の貯鋭を問η、!足立活動参府iの足掛かりとし. qli\~岩男l の羽l描化による、世iff文化の次jttl~の

~Itt'l 予を党側、育成して参りますψ

C~) 1;ベl~文化的i初出

‘Itf，え 22{1'-/fJc:より開始した [!~l~オペラ1 を融統的段同町内に売出させてまいりますe またが凶 18 {I 

出より初l/l(lした [IWllXAドおrmmT1);¥:'¥じEC{):'\TE~T (l日DC}) は.MI'悼~H， Wi!時 :>Ir車として、

UJlM船主P<内はもとよりドl'京111山金時仰向校に広がり、古If.t;n政4校.10-f.、参)111位、搭校故例校

にまで拡大必知され.入世チームは地域イベントヘ的Illllii、 \'lfiO へのi~ltit((t~ととしての山政など

地域での認知も臨み，出向元同{j(j_)文相としてIM'-の端鞘に(，;こうとしており求す禽これら'1<:1;は

もとより他lJí~障においても杭極的に従事、教育. \~端を行い ほ同行政、地域協闘により地tW<(

削引の文胞を刷出して移りまサ q HI間的には、事 i しい枇ftに畳け世一 j 司J' Â!と IJ~え、際立はその'1'拙

組織として、主J語、)1誕の '1'心に{，%i~~づ吋.他由 2 ，)f:f，と辿批した、文化事阜の成出として:11車掛揺

して喜多ります.

( I )地域行、)fとの油紙

l正氏'J~闘に権者した地域!iJHとの辿携により.より身近に限定の自の2迭位耐づける*がHl米ま'~'.

)'m虫施的タイミングを地域1i*・周辺，1m観とのi!I!慨を問る1)'によりi也I成活性化に可与します除

::t 特に地域開(j・において')S施されている川剖，)!聾('(.1，帆引においては民間によ句ばi立ニーズに応え

てまいります.

(2)地域事指への移附

地域別車への共01参両 .'ml.lスタッフの技術協力・/l¥wi協力等によη、地域的動作への克鑓を行っ

て参ります.

I'1H本名 京急グループ共荷企集体



SC化'.~J~:~踏の械製とJI~組み方 ーコ
主化活動の迅行には槌々 な拙組があり施設Ii:主に僻iA世も定化いたします.

弘遣は、!淫文拙i祉のψ["1-<<.lK~~附ドののプロ!.U 11! として判J1J fí'の~'I迫力を取りなく 100';'(，に近づけるため

の削詐. ~~J時 :k:W. 技術文般を[コスト目掛からないサービスは限りなく fMfl~ ! ]をモットー!こ[文化的

*なら阿文に!Jとばわれるサーピスをnlaします冊

また、私J長田技師惜加をi引IJ醐品としてf/Ul:し批師協でlJ1(Jtいたします.

-...・E・I'lI I圃~'沼窃E首-

多備な文化的軒1介

(1)作曲拠州、/1mを附わず.保々なiVJH8動を制介して参ります.

対事!~J~盟[オアシスコンサ-1、.そ0>11臨時!Jï'民 z ひまわり紀行・ 45 シアター1
(ど)日本文イじの弘、r別式、同限必if，にli'~ける 11本人的アイデンテずティ鍬立に必須と弔えます.

日本由古典よH出を身近に体験する機会が虫われつつあり. 1監1~1Il業を減して、その魅力を~jll-; る

金剛制/.，を倒りま"-，

)"J組事業【ひまわり紀行}

Cl) rひまわりの勇利施設の列111の可能性を11l挺する!Ir需により時代とJtに畳躍する文化的制介を泊して。

j出域的由主鍛'11栗山 ~~と弛します。

対事，')，::.;[全ての・IO'U

(.1) _bliJ、合剛tt川町品市は‘ホール内線特性や マ主席t荷造を析かした~J1!Jとのコラボレーションたど.

fひまわりの郷j仰魁)J，nI能代を引き出す物を対象とします.

コニパーザルサービス柑供)j針の下、より1><由)j~ に、利Jil由開会、 J却をi品(lミ r るターゲ。ノト別引j院を

出聞して各会ります.

(1 I ((1てIlt指向け‘11，，:子flてll.t代が.丸兼ね無く恭しめ・こども述の鉱H教育となり 成人の担割に

'も1Mえうるクラシック1ド心的世両. 対lI!オell[Wclcomc KIDSl 
(2) 障がい 11向け‘'Jt~ :陣がい丹に尭説的場・錯l'tQJI員会を提供する fr: 'IÎ~~九聴覚聞がい舟向け体感 ft符

システムの導入を同かり五線いたします.

対説明J;[f'.出ミュー_ジカル・シネオペラ・符がいn地域fl業所持品先品会]

(:lH~校'1 向け'J¥"];:両院'1 が企剛'illi日，(予!出場る世jmKI，r~イJ のプログラム.アートから持fn(l!lまでジャ

シルは多崎にわたり的 10ヶ日の品JUI'I'講を版文が!IH古川として支持すゐ金州，

対掠'1':¥'i 【筏OUNANSTHEET DANCE CONTI会場 rl
(，1) j}J¥'J向け組打、11:11: 1世世し fIらも体験するワークシヨりプ割、II提.幼児を'1'心に滋世マナー教育

と印1;世田部しさを感じ取ってfilきます.対象・'1'::';[45シアター1
( 5)品対抗ド，/け事足 :J4帥胞が;1主む地域的勢を考唱し 行動学俗的院小{ιに円う鑑itft機虫由時少を補い

ます.オペラi吹tlqの上映は.仙とはひとI!{;迎ぅ行稼効期の良いi足立ならではの銀'11

m呪となります，対事ド11:¥'1[シネオベラ・アウトリーチ]

({i )時究会した銘伐如何け'1'毘 ユニバーサルサ日ピス幼取をHJJ.!する事翠のーっと河えます.低師俄で

品目なプログラムをI~供する(/調Iみを ~lq~~抽t!，他聞との拠出による助成予1I::1l化.

J; C:~~グループナレッジ符を抗JJI して柿掘してまいります.

持事，'ff:l'l[オアシスコンサート]

間体名 京急グループ共同企業体

{様よ(l--1)) 

続出住宅の/WJmや IlJi~胞抽出.!Ji.祉に('1\い仰が太古く宜容を迅げている 1:大l叫においては.院民ニーズ的多

l晶化がl'!llされます.以下町施前によりM民ニーズの的鍬な納/1¥を阿って参ります.

( J )駒山Ij!I~~仰のアンケート苫施と fl!Jql本田向 i をI刈り、ニーズを1111 /11分析し. *m世闘に日映して参

ります.

(2 )開来的手f~4班として域内教育施官にアンケートをアウトリーチし 国立米利J!l，}fへ対象を1ムげニー

コてを拙/11して参ります.

(:J) HP構f掘を拡充し.gl'!ニーズの1111/1¥を闘りま"-，

1;(1";による合剛拠出・外部同体から的企剛ltl指など必臨な m.'.~(からの悩携を、広文時 tl ・プレーンがが門

的 i'，:l掛から叫訂・主鶴・ jlj構成し、融市区制引の~JO器命闘をf1:り 1:げて移ります.

また‘ ~l$m制作においては、問時"11.による、制n:， /1、倒iなど !J~果的内型化を州め、コスト削減を同って

参り求項.

Eヨニ争;構Z君主員同(玉日
令

i三三):官官長iyfU三

( 1) liíjil!J1!:，f.;的遺骨協議会iこ於い亡、 {1，m:'Jí~.1l"両)j針在~M吊し，(<認を畳けます.

(2) 民l<公#・外部I{.~~~&例 i はlìíjij:.7 jJにj取りまむ的.'jc;品企両官-f[会で、IIm.ll附}j針にI，tい提行柏会IL，
nH に次<J')_~上 l哨'J.l l耐を指定します.刷次 12 月までに次in北ド、1'.IUJ.lI削をn'líl:し、作次 Jt両を決

定します.

(3) <1つ主計酬の決定を空け.初J1Jllil瑚的行われる 6ヶ月抽出に、制別事盤的概泌を決定し.日制調粧を

fiいま.，'， (4 Jl皮'M誌は.前1f.HJlI[Iに修::;i!)
(4) 3ヶ日倒的 11[;1よりチケット発光をIJIJ拍，
(5) チケット舟令官 1 ヶ月前より各組蝶体 (IK~I ・なぎさ・ 4 ーカス姐13 ・ポスター・チラシ・アド γV)

p-旬III1J拍.

((j) DM チ昔前・メルマガ配ia~

同11'名 京急グループ共同企業体



(様式"… D)

文化事業の概婆と11鴻lみ1J

-E・措置E担咽'"届IJ!宣車11[1皇官百1'jl.f.唖岡崎重層司置圃圃園田園圃圃圃

E盟地域コミュニテイ 0)活性化

1 円耐明快N.O)'J~M秘聞は、究組制、油抑制の克服肱光とJ(に、胤内に WIまらず大きな広がりを見せています.
均では.地域への蛸出悦が時〈巴地時コミユニテず剖動的沈滞化、出句噛{凶作詞)Uて指り本ヲt較す

健l叩11位では、 P')・A、おやじの会などが制l蝿され 子弟拍子子への取剥lみが""されています.tJ~， 締結加が鰭

〈川l削限定のコミュニティとなっておりま勺.民主的動的中で文化をキーワードにし、以下の 8つの拙点

より. J山崎コミュニティ j，f;fl 化を削~. ifjづくりの 助といたします。

t. I!I:I¥:;を越えた述Jjt

(J)述書f協議会な<!;I天文組織告ベースに、 4脱出い Iltf~が克出し 出J障を問り地域コミュニティ寺会剛の端

結とします。

2 制人ボランチィア町成

( I )尚齢化社会の到来と共!こ，人'1の措2ステージのめりJjが1l'.Jわれています，地域へのお耐を立同芭

れているお々を対象に 'J~;t!"制nへの容加を公蕗し，ボラシティアスタッフを育成します.

(2 )地域の隠れた技能X-.杭騎告の先制 資源化を同り、アウトリーヂへの前JIIを目指します，

3 地域耐i剖・ æ~とのJ必拙

( 1 )地域耐聞とのi出批、協抽により、前づくりへの柑~ì.ニーズの取tn1'l1uf能となり、時金なj自械の克

脱に司:f'j司るJ.(酷il'りを，，/能とします.

(1 )抵当E認知と文f"\~'右足を首\ I 諸に.内φ!I~をターゲットにした学位l珂係へのアウトリーチ告民IUJ.It同

で'主総して移ります，特に打'1'11'"への働きかけは.協同秒姉i立浪向lの J 助と)jえます.

(2 )必齢化的出掛への対応は、まちづ〈り的組点からも揖艇な撚姐であり、 i名立はまちづくり拠点施1世

としての(i(1磁を姥附し 文化的側耐から移動キャパシティ由時少した向的汗への立出を山商 X"nを

品への/u般公前から拍めて参ります.

(2) h&ti批判JII文化同{札制JII滑盟団体への伎術m禅、同体巡'HIJJJ;Jを拙樹IY:'/に11いー協働で地域総BEtへ
のアウトリーチ前!FJH?脱閉して参ります.

(!l)中尚伎での文化部t8動を抑制((~に主I~し、内少)I~O)文化レベルのI{'I.Iを同ります.

1'1】臨$(jl;動へ(})O.I~((:.I参州機迎を雌成し、次代的I主主'll~号制う人材のff此を同るとともに、

民則的には.削}Jlj!J!指全体をl'U制nする組織wりをumvr参ります。

f'j政縄問による Uj…何抑制とは別に、内部機関による杭世を:JlJ~し、総書 ';lh~!ii呼出i似事 ')j向性を~，出し.

J止はして参ります二

(1) J!J日常協議会組合由ポ迫により'I';r，を推避して捗ります司

(2)グループ構成会主1で剥l糊された慌配制則にによる'JI:1<評価と賠担を'足踏します。

|羽 r~名 京急グループ共同企業体



((;;式。目 E)

締法IUlIlll(平成23fl'l.瓦から平成27fl'L暖まで)に実施する文化事業の概裂と取組み

-.1市aUIIHI悶昏閣掴沼崎~jll抱月窃岬建・E・E・・E・・E・-

[11 融I~と i日*

附l鉛以米ti'iわれた11{~成烈を綜ifl、し、文化の{剛氏と 1m削J世'J: J!i軸とします.
[21縦続と舟l昆

-1:'t{1将(1叫にKliされる、事iしい肘の取り込み育成のために、 TfIN.プログラムを作成し、 lf'.1!!ごと

に庇拙総統し、ステップア，プに対止、するずt泌プログラムと兆!こ. r[r.WUJにわたる、11担出削を同り

ます.

[Hl描動とOli世

畳け手として.iliηFとしての鳩微を官苦し 刷JZiの再びを体感できる'H;%!挺JJIIを同ります，

[，1]コスト削時

ま11翠制11'の内閣fヒを山I.~に~~植し，制11'コスト的削減を阿ります目
[51ファシドレインング

罰金のみIまらずサービス.:m鞠山fRによるファン"レイジングを削減的!こJ_i争入します.

3也ht---11ド1じ".11.17フL、
地域・学校へ的活動掛川

・文化1.1111、の拠点、地域の立北情搬出点化

. "U立多嗣{北地

日1体名 京急グループ共同企業体

(陪:&n 目

指定JUJtlll(平成 23 年度から平成 27.fl'皮まで)に実施する文化事業の概~と取組み

圃E繍富国II!I也圏西事i福留畑[i)}お僻ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

スコンサート 6問-

wclc<lmc Klds (ファミリーコンサート) i!; 61ft! 

・，[5シアター ur-輩ルーム)句?引mt.f説日
・日l~参師協働jj(.~/こどもミーツオーケストラ・間楽ワークショッブグi!l~.~ ・ I衣[，=オペラ・ KS[)C

・1，内定化資自民!(I)iol.tl世先制/周辺l則辿i刺客企業との辿J先制1純椛附 (J¥LI..1大岡高H川}

目ボランティアスタッフの公梓/研陣/抗措It(以降抽年向}

・アドボード前川Ilt出{以降周年{じ)

. ;，・ ル躍n'11提/オアンスコンサート Gli~ .ひまわり紀行(IJ本文也伝J向~!川 その他.1li!1
• welc~lIllt' 1¥ld... {ファミリーコンサート} 年6凶仙数1I

45シアタ-(日害時ルーム) ~I: G [r:iJ舟担IJ

1>(" おi山}協1鍋 !jf:t/îrílíl を続制し、 1.( 1.~オペラ. !(sncは Hi川均一的節目として官制拡大し企両

日内文化世棋の調 N舟"~データベース公InJ/叫辺附i山 l'l f.l<合.l!との出{持制I棋世削

アドボードWllH候迅

."ミール滋lrJ‘必/::;rxシ入ごIンサート G[ljl・ひまわり紀行

• W l'kOl1ll' Kids (ファミリーコンサート) 勾 Gjul 側担)]

・，[;}シアタ-(仔議ルーム) il~ (j 1m-/.)'殻n
• If.J込書会附協働'II.l!/こどもミーツオーケストラ 招来ワークンヨップ~ê説会・拡L~オペラ. KSDニ

・過去引車データベース化H 車/川JilJ !ijilil~jt小企躍との.ìill隣組織挽llii&cPI<J酎~~f)j (AU却 l大同}

・アドボー何百111推jffi

ンサート 6附・

'wekol¥lαKids (フ7ミリーコンサート) {f!. (j ["J 偶数日

1;)シアター Ut犠ルーム){!o li削常数川

・泌氏診剛協勘~H~民/こどもミーツオ日ケストラ・間?とワークショップ対語会・ J.{[~オペラ・ KS制;

・過去~H果データベース公!日1/叫辺|山連1吋 11'合車との辿11~ 1kび'il:\\"，剛

・教ffl剣係へのアウトリーチを強化

・アドボーI'IMIIIIUID

. ;r~-)t-様 tPJI涙/~--.r シλコンサート 6Iü卜

• weJc印刷 Klds(ファミリーコンサート) 句(iWJ

. ::1 5シアター(庁楽 bーム}作 G紛ft.t執IJ

・庶民移同協働'11:¥¥/こどもミーツオーケストラ 開策ワークンヨツプ発炎企・匹此オペラ.1¥$DC 

目 f首都iコーナーの克花/同日立l対辿凶体{t.:~との波拙/{(び事業企州

・アドボ一円刊IHti邑

1'11(，本名 l ll!:急ダループ共同食業体



(係式 9-11--2--:j、}

平lilG23 {Ii!立と平成 2411'1主の文化事業の具体的なft.:爾採集

II成熟したクラシック揺説者向けのが世九

:0地崎l吋{容との協働で、 j込町で位仰ifXなプログラムをl話。L
:0 ;/f$コストをH~/I 、Ulに抑え、ム~íJ!的な l辺人による陛世主収立パランスを得るe

WClcOlllCKlds /年引叫 {同敬JJ

1)ワアミリー[{'Iけ‘ 3党内、併設、核fl'/''''，
~) Niてによりコンガートから足iざかったl京地内に[おliい陪]円心で楽しんで!日〈プログラム

引こども}置に抵tIマヲーを杭え付けるため、レセブシ泊二ストも大人と州惜のサーピスをtMIJI，し 仙のお安

持に迫感がIHかる場合は、 11.辺地し、ロピヘlJlI:'i~にて賠日し、依ち 'nいたら川ヘ泊するa

1 )こどもの出巾II\~る1時間を白星したプログラム附'"を阿るp

l} KSDC: 1~a_~'l: ，)'!'U需!l合組世によ Z) ダンスコンテスト/ポスターヂサインを尚技生より公時 L コンテスト
J，C1jl人前[111、illi日を 10ヶJI叫けて制/11，'.n術段通匂l'{ ダノスなど必化の刺広いジャン}しから

由主F加により 'J!施， l!! fiに t\川した企業ItH'tを nて'l~m1'(の低械を阿る。来た、助成唱を時て!!!なる
効a判じを阿る。

2) 16:同オベラ i白浜オペラ協会と Vl 協問。]I'~'目、!i!\ L'i:世 ~1~:h( ~1:と躍し、 10 州のりークショップを耕て公前を実施ョ

将来的には句本総公ルiをれ惜し締結介\JJ~.

:))ヂ話ミコ ジカル ，p ，MhJ!f.小との共闘 -~J~m‘ It.: L~士、持によるワークシ泊ツプを持て告白川に砂I;!l. 'H!J!そ過し
て附がい荷との究協 Jl:'1を#:1'や 1-.る。

4)アウトリ戸チ 品、蹴 Mj科書IkiJ1に11¥1前公iUiを1]1.υに締結拡光してMUlI。

1) ;j{ランチずアスタッ 7'.t.非:!H毘:M脂(レセブシぉニスト1、出1日サポート〈レセプショ二九トサポート〉

m簡にj見わる/;ラ J ティアスタッフをおi荷台化e

2) ALL _!:J.:~\lj，nþ!lj: JJ宅内~-~佐UJ(.小と1Il 1時し.広制Wfi; ， 'JI荒止酬を Lk附全体とVO!l.iするための環境1:'ilitr.

圃!日i向11-1- 1I)，'，J11' m~

rl( !~ft!闘をテ}マに年間プログラムとして世臨して怒ります.

(1)協働'/':1;でぬる I¥SDC'IK同オペラをが荒J広ノ、し、等参加II(ftのj!!;)、や、島町内終的スケ…ルアヴ

プを同り. -l"/l/，'，J~1 を節11 的年とするも

(2) '11m協 !lを#り、/，{L'i:f，'i情的プログラムをJ出 IJ~.

l'!1体名 京急グループ共同企業体

{陪式。-1" 之(お)

[平成 24fn主文化事業の金附]

'1'11格納l 金州r， (r.剛慨銀 時l刷 l切IU 経fl見込み (-ll'/l

|正 l~公~hr.肉 ;焼事り ウ ~YJ ツプ i町ド $Jm利e光"i

{議ltD 党J品開でnt日.l!H 1，101"1 a 'r}j (~，II 1) 

2 ひまわり油μ iベ叉仙沼!必 ilniド
JJ 11"1 合;ltI.2{)O 

2 *ームベージ担吋
t<:.:t: 111' 

組旬、(HIl'-'I'l!tl[) 
!lr~j:J事守的対 Jir"J怜を椛白! (;;tj'j t';¥) 

2 各秘情匂!f1!r，l 7ドボード -7ドl'Vでωt{I制HCI，l 通ip i長次
1:';，11" 2，{jl}fl 

2 データベース鴎誕 越市文化"1;の文化資伝謝~ i凶~I'
(_i;n suo 

3・5 アウトリーチ 111到i公前耕作協)J、技術協力辺k 泊Zド
r?，lI' 1)0 

::1 . 5 剥liJ斤lI!級会 f1JIJJI:111事・ 1'1体内との立見交段会 全21"1 通'1
作111 {';，I[' ;'，0 

1 オアシスコンガート クラシック{f翠 1: 0 [ .. J 通'1
作111 {;，JI' ，1O11 

1 
ひま，.，り t~ti シリーズ(r.I'!'I'I!_.f.;;，主化シリーズ 題イド
....11本の心、~ )，叫司人‘指定化・刷品， /花組 全日!"J 1今IU 作，11'7i"，{1 

3 ひまわりブエスタ
体験ワーウショッヴ " I也iñf1.主Øí /j';.I~会 11'1 {;ill-Jllon 

A ¥，'clc:unwKlds 
フγ 去り{コ;_"q-_圃!、 組'1
開放IJ J，O 1"1 お，" 1'o，H 1百円

-lilシアター
itin.体験ー例juり クシ訂ツブ 泊fF
市教JI 全lil"l 九IH {i，fl-!JO(l 
ilJこどもミ ツオケストヲ

1 lえI¥!.t必{錫企州
。 1-j ~PJiワークシ司 vブ'1t/!会 通'1
1 JJ L{II!オペラセ 11"1{斜!N~; 20 1"11 行 1LI 
;j I-J I(日llC "k I 1"1Ct1 i'~民会'1)予 n 71"1) (i-;IJ"I，:I帥
7JJシネオペラ jOj1F 

4 そのfl!!ih~l'i s JI r，1Sミコージカル
12 JJ ヤI)'l，，"，.スコンサート

ull-j 
i1.n :2，2(1) 

み J選予すi制高会
It!;!~ .え化111体によるI'{文il¥科|創設を却して J留年
.:.ei止を1"=1るJ)J 1 !"! {t，ij' (1 

j'I'ふむZ号

1 [ 

..I:~定締約

1之lじ抗到のための絡1没の舵供 i:!;之化活動に間切る的弱iのj足以 ゆえ化j可動に附するす'1起の将J.:.Ji:. ~l; 文化 J'築の lb'可決びソヒ
治aダその他七ンターのぬmのn的オrì::lするために必咲h'J~ t!.

i刊体名 京急グループ共同企業体



〈陣式 9-f)

施設巡幸?の方針

|別館"寺1101主び休館泊、勤務シフトの考え方

圃園間11雌柏駅(ll!S時11__  -・E ・・E ・・E ・-

(1) 2 '1時から 7U.ïまでの I~JlIはセキュリテ{ 1:不可能です.それ以外的Il!JJnrについては.

調執し可能な似り対応します.

(2)世JIIは、 f寺区分自 1時間分X 1.25=1叫問分間川とし、日J1品開f?(，llf.靭1スタッフ克油!!もしくは間前四

を~~闘でHill'ìする*があります.

(~) J占本叫[HJrJ.jの<11>(分からの延i占は、次コマ市計いているJl.¥tiに対応しますa

( '1) !!1IJl玄、<l 1~分の 1 時間分X 1.25 !10! I時I/lJJJl悩とします.

( 1)晶刷機拙保守点検.定JUJ日j捕により. fl 1附脱出を躍しま昔。利川行

同期泌を巧えて勝JJ 耳>:1 庁、 ~rl! 日を1*I!fIl J とし、ピル全体的世去し世闘点検と併せ実施します凶

(2)臨守点検II/;利JlIし、カルチャースタッフを合めた金時nを対象にした醍華世話将訓純拙符例措・

tl~微授ft • .IJ見交倹会合:主総します‘

-.nI1l慣哩岨血盟場裡掴圃

( 1 )騎H¥l'(白11主制曲!U走市む}町品本労働時tnJl;l.8時 30分から 17]1.1芯0分・ 1a1I.y 30分から 22叫

分的 2交代制とし、 8.5吋HlI由世抽時Hlfと致します.8IUI:10分からの勤務により、ヱスカレ}タ目的

問動点出や施設全H‘0)rJ叫点検を1'1い、お符隙を迎えるfl1ifl耐を萌しますか

(2) 終;1~時間については mrnll1来、 2:-:e代制のための.Jff)j引き臨吉符を将臨し問問時間能訓分を阿l1iJと

しま守.

(3)カルチャースタッフ1;1:， lf'前・'1倍・夜間的 S 官I~制の勤務体制をt持続いたしますー

(4) 持tt位制スタッフの品本~JJj活体制は、本荷予がある場合は鈎合 間1"' ìl帯llt~l 者作 1 r，を配l;t~ し

しますが.融判符白蛇劾な献物については、 1...... 2 ~円で対応し師t!roJMに開めます.

(1)就提出JIIJや労働:9&柏に}I;づき、組切な労働問1立を担闘し 全スタッフの適切な労務骨四と労抽崎地

訟をja守いたします a

(2) 1，: r.r和l川手Tの利甜刊を暗臨し、 1得豹怯附ス夕、ノフの;Jif鋤U.ytlUについては変形労働附問制安保lI/L 分

間割引を附き、蛸汗に11理主llJlIし亡参ります，

l司{本名 京急グループ共間企業体 1 [ 

日程式 ¥J-1) 

施設巡営の方針

IJIl館時1IIr&ぴ休館|こi、鋤務シフトの考え方

(1)多陪な形態を持つ組組曲1AiJ¥止を抱える出立のi!1!常は多臨な刊lIJ，(fニーズがあり.栄軟な体制f1り

して参ります.

{主)特に利I!I舟の多いと出犯される'1 能に対応した入院長11綬iiI'j!íi耳utのために、技術~lJll臨1\にも対応制
な人村を出惜し‘劫市f砲な勤続体制をSまな致します，

( 1)棺働端、内符によって大きく世曲するHiK-il'fl!llは、過不足ない体制を術後し、技術特F験nの常駐

をiif(曜とします.

(2) 措甜内符によってi町民が必躍なJ，U.{:~，立、随時mJlL、また職uのィ、醐の、J{櫨に対応するパックアッ

プ体制/;先陣いたし"'す.

ー・瞬間n組問岨司E ・E ・-

8:30 9必0

館長

副闘員・轄員

雄前曹理要員

サービス
カルチャースタッフ

段備管理要員

間体名

13;00 J8:oo 22:30 

京君臨グループ共同企業体

9: 00..... J8 田

8: 30..... 17 拍 /2名

3嘗1mセット略"分前倒し
14 叩 -22:30/1名

8:30-17:30/1名

客席セット時四分的僻し
'"∞-22、30/，名

8:50-13 国 /2名
沼田-18 田 /2名
17 叩 -22 曲 /2名

開館時間内必要数常駐
車鴻婦は閉館前に実線



収支予算書(平成24年度)

【収入】

手ヰ図
指定管理収入
利用料収入

自主事業収入
その他収入

11 

11 

合計

科目

①社員派遣費(付帯人件費等除く
カルチャースタッフ他

1.小計
2事務費
①印刷関係費
②リコーリース(リソグラフ)
③富士ゼロックス(コピー)
④通信費(NTT関連)
⑤阻送費(ヤマト他)

⑥ホームページ更新
⑦ニーズ対応費
⑧諸口
9運営事務管理費

2小計
3.事業費
1自主事業実施費

3小計
4.管理費
①水光熱費
②修繕費

③設備管理業務
④舞台機構保守点検
⑤舞台音響設備保守点検
⑥舞台照明設備保守点検
⑦ピアノ保守点検
⑧ギヤフリー展示パネル保守点検
⑨客席椅子保守点検
10負担金(共用管理費)

4小計

合計[fH1..1 

平成24年3月1日

(単位同)

ー齢

金額 内訳

135，000，000 
26，500，000 施設使用料

5，272，000 入場料

150，000 チケット販売手数料

330，000 広告費

550，000自販機手数料

1Ef.l却_1

金額 内訳

55，760，000 館長、国l館長、職員9名合計11名(一部職員は音響・照明・舞台操作業兼務)

11.400，000 サービスカルチヤース事ッフ15名(常時2名)、自主事業応援7)~バイト

67，160，000 

2，100，000 担当会社京急アドエン告ープライズ

330，000 担当会社京急アドヱンヲープライズ

450，000 担当会社京急アドエン告ープライズ

350，000 担当会社京急アドヱンヲプライズ
マレヨト

."， 

1，000，000 担当会社京急アドエン告ープライズ

80，000 担当会社ウラフト

200，000 担当会社京急アドエン聖ープライズ

2，600，000 よ記以外の諸経費担当会社早急アドエン告プライズ

2，939，000 管理会社経費(常勤社員以外の人件費一部補填)担当会社且急アドエンタープライズ

10，049，000 

9，670，000 
9，670，000 

19，000，000 電気、水道、空調担当会社且急アドエン予プライズ

1，600，000 担当会社ヴラフト

20，300，000 担当会社:.fjt急サービス

3，760，000 担当会社:ウラフト

1，470，000 担当会社:?ラフト

1，100，000 担当会社ーヲラフト

480，000 担当会社ーヴヲフト

168，000 担当会社。ヴラフト

190，000 担当会社。ラフト

32，855，000 担当会社京急アドエン告ープライズ

80，923，000 

1Ef.lβo.t.tl'l 




