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Ⅰ 総 括 

 

１．事業の成果 

当期の活動方針として、１．利用者ニーズに即したサービス開発、２．新しい企画の提案と

顧客開拓、３．他の団体や他館との連携強化、の３点を掲げて活動を行った。 

「１．利用者ニーズに即したサービス開発」については、大会議室の分割利用による利用増

や、機材貸出サービスの充実による収録ニーズ等に応えることができた。終盤では新型感染症

防止に対応するため Web 会議システムへの対応も可能となった。「２．新しい企画の提案と顧

客開拓」については、邦楽から現代音楽まで新たなジャンルの企画を主催し、様々なイベントを共

催するなど、多様な舞台芸術を提供することができ、新しい鑑賞者の開拓ができた。「３．他の団体や

他館との連携強化」については、実行委員会形式による他館連携プロジェクトが成功し、今後

の地域の文化芸術活動に新しい形態を提案することができたと考える。終盤は、感染症拡大の

ため予定していたイベントが中止や延期を余儀なくされ、音楽をはじめとする舞台芸術活動の

停滞を招いている。このような中で、収録配信などの事業転換を行いながら、できるかぎりの

音楽活動支援を行っている。 

前期の課題であった広報活動については、SNS 等を利用した取り組みを積極的に行った。当

法人の活動を広め信頼を高めることができた。全体として多くの事業を積極的に行い、それぞ

れ大きな成果があるばかりでなく、少しずつ相乗効果が表れてきたと考えている。 

[鑑賞事業] 「プラバ音楽祭」は、昨年度同様に入場者数は減少傾向にあった。その原因とし

て、クラシック愛好家の高齢化に加えて、生の音楽芸術への無関心化、ニーズ・嗜好の多様化、

可処分所得の減少といった環境変化が考えられる。公演内容については、全公演を通して鑑賞

者からは高い評価が得られ、“良質な音楽”の提供ができたと考える。「主催・共催公演事業」

では、「現代詩と音楽（Voice Space公演）」や「日本の四季 めぐる彩り「砂崎知子が綴る箏

(Koto)の世界」を開催した。共催事業では、アルゼンチンタンゴの公演や寄席の公演などを誘

致することができ、今までにない多様で様々なジャンルの公演を企画、実施した。それぞれの

公演の来場者は総じて少なかったが、新しい来場者が目立ったことは一定の成果があったと考

える。 

[振興事業］ 「オルガン事業」の各催事は引き続き好調で、様々な世代にオルガンの魅力を

発信することができた。「音楽活動推進事業」のうち、夏に開催した「夕涼みコンサート」は、

地元演奏家の方の演奏と飲食が楽しめる企画として好評であった。「しまねカンタート 2020」

は、地域の団体や個人が主体的に関わり、複数の劇場が連携してサポートし、全国から多数の

参加者を招くことができた。スタッフにとっても全国規模のイベント開催ノウハウを蓄積する

ことができた。「音楽ラーニング事業」のうち「プラバ音楽の学校」は、３年目を迎えたが、西

洋音楽史について年間を通して学べる体系としてリニューアルし好評であった。「学校支援（わ

くわく★音楽体験）事業」は、小学校向けアウトリーチとして定着しつつあり、しまね社会貢

献基金の支援を受け４校６回の事業を実施した。また、ソニー音楽財団の助成が決定し、当事

業の取り組みが評価されている。 

[施設管理事業］ 上半期は、会議室利用の新しいサービスにより、利用者数、利用料収入共

に前年比を大きく上回る傾向となっていた。しかし２月以降は、全国的に拡大している新型コ

ロナウイルスの影響により利用予約取り消しが相次ぎ、全体としては昨年度を下回る状況であ

った。駐車場利用についても同様であった。また、施設の老朽化や経年による機器の更新がで

きず、様々な不具合が発生している。下半期は、新型コロナウイルス対策により、利用者への
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周知や消毒、キャンセル対応など後ろ向きの業務が多数発生しており、来期においてもこの影

響は避けられない状況である。 

[活動支援事業］ 「イベント運営支援事業」のうち、「機材貸出サービス」は利用が好調で

あった。今後もサービスの柱として利用ニーズに対応していきたい。「参加型音楽イベント事務

支援サービス」においては、一部団体のサービス契約終了などで予定の収益が確保できなかっ

た。４月以降は、新感染症拡大に伴うイベント中止など利用が無い状況が続いている。 

[コミュニケーション事業］ 「出会いいっぱいプロジェクト」や「プラバ光の杜プロジェク

ト」では、地域の団体等と連携したイベントとして定着してきた。松江工業高等学校の生徒に

よるイルミネーション飾り付け実習は、地域連携事業としても高い成果を挙げている。また、

子どもの育成に関係する団体による交流の機会となり、次世代育成としての役割に大きく貢献

できた。「しまねカンタート 2020」で行われた交流会も大盛況であった。今後も横のつながり

を大切にし、表現者の主体的自発的な催事となるよう大事に取り組んで発展させていきたい。 

 

２．組織運営の状況 

当期は正会員 37 名、賛助会員は１7 団体 86 名となり、前年よりやや増加した。会費は、主

に総会等の会議費や学校支援事業の運営経費として活用させて頂いた。ボランティア会員の活

動としては、プラバ音楽祭やプラバ光の杜プロジェクト、音楽コンクールなど、多くの事業で

参加して頂いた。 

会務運営については、総会 1回、理事会 4 回を開催し、運営体制に係る事項、規則規程の改

正への対応や事業計画に関する審議を行った。また、今後のプラバホールのリニューアル後の

事業ビジョンについても議論を行った。 

職員体制については、主にパートタイマー職員の採用を行ってきたが、比較的短期に離職す

るケースが重なり、マネジメントも含めて苦しい状況が続いた。業務が多い中での職員交代は

大きな負担となっており、引き続き労働環境の改善は課題である。 

 

３．事業収支及び財務の状況 

単年度の経常収支は黒字となった。指定管理事業では、施設利用が好調に推移したものの、

下半期に新感染症の影響を大きく受けたため全体として減収となった。自主事業では全体的に

計画通り進められたものの、一部新感染症の影響を受けたことと投資的経費の増加により赤字

となった。法人全体では、助成金等収入が増加したことにより自主事業の赤字分を吸収する形

となり、一定の資金を繰り越すことができた。 

 ※財務概要 

【活動計算書】 （千円）  【貸借対照表】   （千円） 

経常収益 148,320  流動資産 22,599 流動負債 18,499 

 受取会費  1,044  固定資産 3,005 固定負債 0 

 受取寄付金  711      

 受取補助金・助成金 1,270    負債の部計 18,499 

 特定非営利活動事業収益  144,413      前期繰越正味財産額 5,620  

 その他の事業収益  848      当期正味財産増減額 1,485 

 その他収益 34      

経常費用 146,835      正味財産の部計 7,105 

 事業費  146,132  資産の部計 25,604 負債・正味財産の部計 25,604 

 管理費  703      

経常外費用 0      
当期正味財産増減額 1,485      
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Ⅱ 事業の実施に係る事項及び評価 

 

１．特定非営利活動に係る事業 

 （１）プラバホール指定管理事業（2019年 7月～2020年 6月） 【指定管理】 

事業種類 

及び事業名 
事 業 内 容 

実施日時、場所、 

従事者の人数 

受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

(千円) 

評
価 

※ 

鑑賞事業 

第34回プラバ音楽祭 

第35回プラバ音楽祭 

 

国内外の優れた演奏家を

招き、芸術文化に触れる機

会を市民に提供する。 

年度内３回（他１回中止） 

会場：プラバホール 

従事者人数：15名程度 

入場者：延1,000人 
 

11,130 

 

△ 

鑑賞事業 

企画公演事業(主催) 

 

 

多彩なジャンルの芸術を

市民に提供し、新たな客（

特に若い世代）が来場する

機会を提供する。 

年度内２回 

会場：プラバホール 

従事者人数：10名程度 

入場者：延450人 

1,250 ○ 

鑑賞事業 

企画公演事業(共催) 

 

 

多様な主体、多彩なジャン

ルの芸術を市民に提供す

る。 

年度内３回 

会場：プラバホール 

従事者人数：10名程度 

入場者：延900人 

6.5 ○ 

振興事業 

オルガン事業 
「オルガン学園」 

「オルガンコンサート」 
「オルガンdeリラックス」 
「オルガン&ﾎｰﾙ探検隊」 

プラバホール及びパイプオ

ルガンの魅力を広く市民に

伝える。 

「オルガン学園」:年11回＋発表1回 

「オルガンコンサート」「オルガンdeリ
ラックス」：年2回（他１回中止） 
「オルガン&ﾎｰﾙ探検隊」：２回 

会場：プラバホール 

従事者人数：平均20名程度 

学園生：7人 

参加者：160人 

入場者：延630人 
 

1,306 

 

○ 

振興事業 

音楽活動推進事業 
「プラバ音楽コンクール」 
「プラバニューイヤー・オペラ
コンサート」 
「プラバ室内合唱コンクール」 

「地元演奏家企画」 
「プラバリサイタル支援」 
「しまねｶﾝﾀｰﾄ２０２０」 

市民の音楽活動を推進す

るための各種事業を実施

する。 

「プラバ音楽コンクール」「プラバニュ
ーイヤー・オペラコンサート」「プラバ
室内合唱コンクール」 各１回 

「地元演奏家企画」：年５回程度 
「プラバリサイタル支援」：中止 

「しまねｶﾝﾀｰﾄ２０２０」：１回 

会場：プラバホール 

従事者人数：25～50名程度 

参加者：延800人 

入場者：延2,000人 

1,675 ◎ 

振興事業 

音楽ラーニング事業 
「音楽の出前講座」 
「パイプオルガンスクール」 

「プラバ音楽の学校」 

「未来フェスinしまね」 

市民が生涯にわたって音

楽に触れ学ぶことのできる

事業を実施する。 

｢音楽の出前講座」：年11回 
「オルガンスクール」：年4回 
「音楽の学校」：年7回 
「未来フェスinしまね」：中止 
会場：プラバホール等 
従事者人数:3～15名 
協力出演者:延20名程度 

参加者：延500人 

 

748 ○ 

施設管理事業 

貸館事業 

プラバホールの施設等の

維持管理を行うとともに利

用に関する業務を行う。 

随時 

場所：プラバホール 

通年：従事者人数:6名 

協力会社等:20名程度 

不特定多数 

来場者約６万人 
 

120,652 

 

○ 

施設管理事業 

窓口広報事業 

プラバホールの窓口業務

及び広報業務を行う。 

随時 

場所：プラバホール 

通年：従事者人数:4名 

不特定多数 

上記含む ○ 

施設管理事業 

駐車場事業 

プラバホールの駐車場管

理及び駐車料金収納業務

を行う。 

随時 

場所：プラバホール 

通年：従事者人数:2名 

不特定多数 

4,928 ○ 

コミュニケーション事業 
「利用者懇談会」 
「プラバ光の杜・イルミネ
ーション事業」 

「プラバ出会いいっぱいプ
ロジェクト」 

プラバホールへの来館を

促進する事業や各種団体

との交流等を実施する。 

「利用者懇談会」：中止 
「ﾌﾟﾗﾊﾞ光の杜」：年１回 
「ﾌﾟﾗﾊﾞ出会いいっぱいプロジェ
クト」:年２回 
会場：プラバホール 
従事者人数:3名～10名程度 

不特定多数 

延1000人程度 

530 ○ 

※評価 ★：大きな成果あり  ◎：期待を上回る成果  ○：ほぼ期待通りの成果  △：成果不足（課題あり）  ×：ほとんど成果無し 
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 （２）自主事業（2019年 7月～2020年 6月）    【自主】 

事業種類 

及び事業名 
事 業 内 容 

実施日時、場所、 

従事者の人数 

受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

(千円) 

評
価 

※ 

鑑賞事業 

自主企画公演事業 

日頃鑑賞の機会のない方

に多彩な音楽に親しんでも

らうために企画するコンサ

ート事業。 

 

今年度は実施なし 

 

0 － 

鑑賞事業 

チケット販売事業 

法人が共催する公演事業

のチケット販売を促進し多

くの方々に来場して頂く。 

年度内３件 

従事者人数：２名程度 

不特定多数 

 71.8 ○ 

振興事業 

アーカイヴ事業 

プラバホールで実施される

音楽会やコンクールの記

録をとり、出演者等に提供

する。 

年度内５回 

従事者人数：２名程度 

提供者 

延177人 
515.8 ◎ 

振興事業 

音楽人材育成事業 

 

内外から講師を招聘し、地

域の音楽人材を育成する

。 

 

 

今年度は実施なし 

 

0 × 

振興事業 

学校支援事業 

「わくわく音楽体験」 

市内学校の教育課題に対

応し、児童生徒に対し生の

音楽を届け、音楽教育の

質の向上を図る。 

年度内6回 

従事者人数：3名 

市内小学校児童 

1,103人 
563.7 ○ 

活動支援事業 

「イベント運営支援」 

 

催事に関する演出ニーズ

に対応するため人材の派

遣や機材等の貸出を行う。 

年度内52件 

従事者人数: 2名 

不特定多数 

164.6 ○ 

活動支援事業 

「参加型音楽イベント事務

支援サービス」 

音楽コンクール等の運営

団体に対し、事務システム

を利用するサービスを提供

し、事務軽減を支援する。 

年度内８件 

従事者人数: 2名 

延100人程度 

1,271 △ 

コミュニケーション事業 

地域団体連携事業 

「NPO等連携事業」 

「しまねｶﾝﾀｰﾄ交流会」 

地域のＮＰＯ等などと連携

した協働事業を実施する。 

「NPO等連携事業」：中止  

「しまねｶﾝﾀｰﾄ交流会」：１月実

施 

 

230人程度 

714.2 ◎ 

コミュニケーション事業 

ブランド広報事業 

当法人やプラバホールの

ブランドを強化し、より多く

の人々に来場して頂く。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・SNS対応 随時 

会報発行：年２回 

不特定多数 

 148.4 ◎ 

※評価 ★：大きな成果あり  ◎：期待を上回る成果  ○：ほぼ期待通りの成果  △：成果不足（課題あり）  ×：ほとんど成果無 

 

２．その他の事業 

 （１）物品販売事業（2019年 7月～2020年 6月）    【その他】 

その他事業 

物品販売事業 

「自動販売機運営」 

「小物製品販売」 

プラバホール屋外に飲料

水の自動販売機を設置し

販売を行う。また、プリザー

ブドフラワーを製作し販売

を行う。 

通年 

従事者人数：2名 

不特定多数 

458.4 

 

 

○ 

※評価 ★：大きな成果あり  ◎：期待を上回る成果  ○：ほぼ期待通りの成果  △：成果不足（課題あり）  ×：ほとんど成果無 
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Ⅲ 事業内容 

 

１．鑑賞事業 

（１）松江プラバ音楽祭  【指定管理】 

①２０１９度松江プラバ音楽祭  

２０１９年度第３４回松江プラバ音楽祭は、プラバホールにおいて４公演を実施し、当期

はそのうち下記の３公演を実施した。 

公演日時 
公演名称 

又は出演者 
入場者数 

入場料 

（一般） 

2019.9.29（日） 
14:00～ 

野津雄太フルート・リサイタル 

 
371人 S席¥3,500 

2019.10.20 (日) 
14:00～ 

長谷川陽子(チェロ)&加羽沢美濃(ピアノ) 291人 S席¥4,500 

2019.11.17(日) 
14:00～ 

中野翔太&松永貴志 292人 S席￥4,300 

 

②２０２０年度松江プラバ音楽祭  

２０２０年度第３５回松江プラバ音楽祭は、当期は下記１公演を実施する予定であったが、

下記理由により中止とした。 

公演日時 
公演名称 

又は出演者 
入場者数 

入場料 

（一般） 

2020.5.31(日) 
14:00～ 

NHK交響楽団メンバーによる木管五重奏団 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 
- S席¥4,000 

 

 

（２）企画公演(主催事業)  【指定管理】 

主催事業として下記２公演を実施した。 

公演日時 
公演名称 

又は出演者 

入場 
人数 

入場料 

（一般） 

2019.7.7(日) 

15:00~ 
VOICE SPACE CONCERT TOUR 2019 松江公演 171人 ¥3,500 

2019.9.14(土) 

14:00~ 

砂崎知子が綴る箏(Koto)の世界 
～日本の四季、めぐる彩り～ 

277人 ¥2,000 
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（３）企画公演(共催事業)  【指定管理】 

共催事業として下記３公演を実施した。 

公演日時 
公演名称 

又は出演者 

入場 
人数 

入場料 

（一般） 

2019.9.5(木) 

19:00~ 
スロウィンド木管五重奏団 松江公演 158人 ¥3,000 

2019.11.11(月) 

19:00~ 
まつえ寄席 494人 ¥2,000 

2019.11.29(金) 

19:00~ 
アルゼンチンタンゴ 2019 248人 ¥4,500 

 

 

（４）自主企画公演  【自主】 

当期は実施しなかった。 

 

 

（５）チケット販売事業  【自主】 

企画公演（共催事業）や他団体主催の公演チケット等の代理販売を行うもの。当期は上記

（３）の共催事業のチケット販売を中心に販売を行った。 

公演日時 
公演名称 

又は出演者 

入場 
人数 

入場料 

（一般） 

2019年9月5(木) 

19:00~ 
スロウィンド木管五重奏団 松江公演 158人 ¥3,000 

2019年11月11(月) 

19:00~ 
まつえ寄席 494人 ¥2,000 

2019年11月29(金) 

19:00~ 
アルゼンチンタンゴ2019 248人 ¥4,500 
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２．振興事業 

（１）オルガン事業  【指定管理】 

  ①パイプオルガン学園  

日時 名称、内容 人数 入場料等 

通年 

・講座は２年間で修了（１年全11回） 

・初級コース（１年目）パイプオルガンの基礎的な
知識と奏法を学ぶ。 

・中級コース（２年目）レパートリーの幅を広げ、
オルガン音楽の歴史や時代、国によるオルガンの特
色や音色の作り方を学ぶ。 

・レッスン時間は１人４５分。 

講師：米山 麻美（プラバホール専属オルガニスト
） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため第18期生
の募集は中止 

第16期生 
5人 

(内1名休学) 
第17期生 

4人 
(内1名休学) 
第18期生 

0人 

 

¥36,000 

（１年間） 

 

2020.3.20(金) 第17回パイプオルガン学園発表会＆修了式 60人 
 

入場無料 

 

2020.5.10(日) 

パイプオルガン学園入学式＆ウェルカム演奏 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う閉館の為
開催中止 

‐ 
 

入場無料 

 

 

  ②オルガンコンサート  

日時 名称、内容 人数 入場料等 

2019.9.27(金) 

10:30～11:15 

15:00～15:45 

０歳から入れるコンサート オルガン de リラックス 
出演：福田悠子(ヴァイオリン)、玉串直美(チェロ)、 

米山麻美(オルガン) 

 AM：198人 
 PM：129人 

大人¥300 

子ども無料 

2020.5月公演 

０歳から入れるコンサート オルガン de リラックス 
※新型コロナウイルスの影響のため、一般公開型の公演を

中止。親子で楽しめる動画「しまうまおやこ」の配信を行

うもの。 

‐ 【中止】 

2019.12.14(土) 

15:00～ 

オルガンコンサート 
クリスマスの贈りもの 2019 
出演：米山麻美 (オルガン) 
ザ・トゥモローガールズ（吹奏楽） 

   300人 

一般 

¥1,000 

高校生以下 

¥500 

( 当日券 

 設定有 ) 
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  ③オルガン探検隊  

日時 名称、内容 人数 入場料等 

2019.8.21(水) 

10:00～12:00 

13:30～15:30 

あつまれ オルガン＆ホール探検隊 
 
パイプオルガンを聴く、弾く、しくみを学ぶ。普段入れ
ない照明室や天井まで探検し、プラバホールに親しん
でもらう 

69人 一般 

¥300 

高校生以下 

¥100 
2019.8.22(木) 

10:00～12:00 

13:30～15:30 

77人 

2019.8.25(日) 

10:30～12:30 

14:00～16:00 

オルガン探検隊Special オルガンを弾いてみよう！ 
 
専属オルガニストの手ほどきで、パイプオルガンを弾
いてみる。パイプオルガンの魅力を知ってもらう 

11人 
高校生以下 

¥200 

 

  



  

- 11 - 

 

（２）音楽活動推進事業  【指定管理】 

  ①松江プラバ音楽コンクール    

日時 名称、内容、成績 人数 入場料等 

2019.12.21(土) 

10:00～17:00 

第17回松江プラバ音楽コンクール 
 

主催：松江プラバ音楽コンクール実行委員会 

共催：松江市・松江市教育委員会・ＮＰＯ法人松江音楽協会 

主管：プラバ音楽活動推進事業委員会 

審査員：歌唱部門 三縄みどり（声楽家）／佐々木直樹（

声楽家・島根大学教授）／森山由紀美（合唱指揮者・島根

県合唱連盟副理事長）／弦楽器部門 石黒 信行（チェリ

スト・鳥取県立倉吉東高等学校教諭）／高橋 美穂（ヴァ

イオリニスト） 

 

主な成績 

小学校歌唱部門 

第 1位 安部 沙彩   経種廉彦賞 

第 2位 都田 葵生  

第 3位 北原 歩 

中学校歌唱部門 

第 1位 Bulluck Shea  経種廉彦賞 

第 2位 門脇 早紀  

第 3位 【重唱】門脇 早紀・吉野 涼々 

高等学校歌唱部門 

第 1位 柳楽 文哉   経種廉彦賞 

第 2位 井上 夢菜  

第 3位 吉野 萌々    

弦楽器部門 

第 1位 岩﨑 史  

第 2位 秋風 光里  

第 3位 加藤 心琴 

 参加者 
 60人 
 
入場者 
 160人 

 

独唱・独奏  

\3,000 

重唱１名 

\2,000 

 

入場無料 

 

  ②プラバ・ニューイヤーオペラコンサート   

日時 名称、内容、出演者 人数 入場料等 

2020.1.13(月・祝) 

14:00～17:00 

第３２回プラバ・ニューイヤーオペラコンサート 
 
主催：プラバ・ニューイヤーオペラコンサート実行委員会 

共催：松江市・松江市教育委員会・ＮＰＯ法人松江音楽協会 

主管：プラバ音楽活動推進事業委員会 

出演：ソプラノ／大迫身友希 城市夏希 渡邊美沙季 森

屋結 野津美和子 狩野麻実 原田奈美 勝部恵美子 メ

ゾ・ソプラノ／福間章子 アルト／森田麗子 テノール／

岩井翔平 野津良佑 高橋泰臣 原拓也 藤井択人 川西

悠紀 バリトン／秦慎ノ介 田中俊太郎 堀内友貴 吉田

章一 合唱／松江市民合唱団 

 535人 

一般 

\2,000 

高校生以下 

\1,000 

  



  

- 12 - 

 

  ③松江プラバ室内合唱コンクール   

日時 名称、内容、成績 人数 入場料等 

2020.2.2(日) 

10:00～17:30 

第３１回松江プラバ室内合唱コンクール 
 
主催：松江プラバ室内合唱コンクール委員会・山陰中央新

報社 

共催：松江市・松江市教育委員会・ＮＰＯ法人松江音楽協会

・島根県合唱連盟・島根県高等学校文化連盟合唱専門部・

松江市コーラルソサエティ 

 

審査員：有冨 美子（合唱指揮者）、清原 浩斗（合唱指

揮者）、佐々木直樹（声楽家）、新居 誠司（合唱指揮者）

、 森山由紀美（合唱指揮者） 

 
主な成績 

コンクール大賞 PLOVER Pure Blueberry 

【中学校部門】 

金賞・山陰中央新報社賞 出雲市立第三中学校合唱部 

銀賞 出雲市立斐川西中学校合唱部 

銅賞 出雲市立第一中学校合唱部 

【高等学校部門】 

金賞・山陰中央新報社賞 出雲北陵中学・高等学校合唱部 

銀賞 島根県立大社高等学校合唱部女声 

銅賞 島根県立益田高等学校合唱部 

【一般部門（小学校・ジュニアグループ）】 

金賞・山陰中央新報社賞 Plover Raspberry 

銀賞 該当なし 

銅賞 該当なし 

【一般部門（大学職場一般グループ）】 

金賞・山陰中央新報社賞 PLOVER Pure Blueberry 

銀賞 Cassiopeia Cantante 

銅賞 男声合唱団 FREIE KUNST 

奨励賞 島根県立盲学校 

□声楽アンサンブルコンテスト全国大会推薦団体 

中学校部門 出雲市立第三中学校合唱部 

高等学校部門 島根県立大社高等学校合唱部女声 

一般部門 山陰合同銀行混声合唱団 

  参加者 
 32団体 
／50人 
 
入場者 
 300人 
 

<参加料1名> 

中学校部門   

高等学校部門 

一般部門（

小学校・ジ

ュニアグル

ープ） 

  \800 

一般部門

（大学職場 

一般グループ） 

\1,000 
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④地元音楽家による企画コンサート   

日時 名称、内容、出演者 人数 入場料等 

2019.8.1(木) 

19:00～20:00 

夕涼みコンサート～KENNSとHAPPY SUMMER NIGHT～ 
会場：ホワイエ 

出演： KENNS 

  140人 入場無料 

2019.12.1(日) 

17:30～18:30 

プラバ光の杜プロジェクト2019 
オープニングイベント 
会場：ホワイエ 
出演：中央キッズバンドクラブ、のぎキッズコーラ
ス、母衣メロディークラブ 

180人 入場無料 

2019.12.11(水) 

19:00～20:00 

プラバ光の杜プロジェクト2019 
ピチカートが贈る光のハーモニー 

会場：ホワイエ 

出演： 女声合唱団ピチカート 

100人 入場無料 

2019.12.18(水) 

19:00～20:00 

プラバ光の杜プロジェクト2019 
クリスマスにグループサウンズを歌おう！ 

会場：ホワイエ 

出演： B-East 

100人 入場無料 

2019.12.22(日) 

15:00～17:00 

ワンダフル・クリスマスタイムinプラバ光の杜 
会場：大ホール・ホワイエ 

【出演】 
第１７回松江プラバ音楽コンクール：各部門の第１位
受賞者 

松江プラバ少年少女合唱隊、ちどり合唱クラブ、 

こそけんキッズ音楽隊、倉橋由紀 

長谷川禄造(パイプオルガン学園第15期生) 

山陰中央専門大学校在校生及び卒業生 

 415人 入場無料 

 

 ⑤プラバ・リサイタル支援事業 

プラバホールでのリサイタルの経験のない若手音楽家を募集し、選考した１組のリサイタ

ル運営を支援する。将来の演奏活動に役立つ公演ノウハウの習得や観客の開拓など、演奏企

画から実施までを側面支援する。 

日時 名称、内容 人数 入場料等 

2020.5.9（土） 

14:00～ 

プラバ・リサイタル支援事業 2020 

穐山純果 ホルンリサイタル in島根 

主催：穐山純果 ホルンリサイタル in島根実行委

員会 

共催：NPO法人松江音楽協会 

協力： なかうみ交響楽団、島根第九をうたう会、若

き音楽家のためのおさらい会＠米子 

後援：島根県教育委員会、島根県吹奏楽連盟、鳥取

県吹奏楽連盟、鳥取県吹奏楽連盟、山陰中央新報

社、TSK山陰中央テレビ、エフエム山陰、山陰ケー

ブルビジョン 

※新型コロナウィルス感染防止による閉館のため開

催中止 

‐ 

【中止】 

 
前売 
一般¥1,200 

高校生以下 

￥500 

当日 

一般 

￥1,500 
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⑥しまねカンタート２０２０ 

島根県合唱連盟とＮＰＯ法人松江音楽協会、音楽団体等で組織する実行委員会が運営実

施した。島根県内はもとより全国の合唱団、愛好家に参加を呼びかけ、日本語の合唱曲を

学ぶワークショップ&レクチャーを実施した。 

日時 名称、内容 人数 入場料等 

2020.1.11(日) 

10：00～ 

しまねカンタート2020 
『まなぶ』ワークショップ&レクチャー 
※翌日12日は島根県民会館にて『つなぐ』フレンド
シップ コーラスコンサートを開催 
 
主催：しまねカンタート２０２０実行委員会 
共催：島根県合唱連盟 NPO法人松江音楽協会 松
江市コーラルソサエティ 
協力：ユージンプランニング 
助成：公益信託しまね文化ファンド エネルギア
文化・スポーツ財団 
後援：松江市 松江市教育委員会 全日本合唱連
盟  
JCDA日本合唱指揮者協会 全日本合唱連盟中国支
部 
 
総合プロデューサー：栗山文昭（いわみ芸術劇場芸
術監督） 
講師・コンサート講評者：寺嶋陸也（作曲家・ピア
ニスト）、信長貴富（作曲家）、藤井宏樹（合唱指揮
者）、青山恵子（声楽家） 

ワークショ
ップ&レク
チャー 
参加者 
360人 

 

参加料 

 

一般 

¥2,000 

大学生以下 

¥1,000 
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（３）音楽ラーニング事業  【指定管理】 

  ①音楽の出前講座 

開催日時 依頼者、会場 受講者数 演奏者等 

 2019.7.4(木) 

10:30～11:30 
朝日公民館高齢者大学部 20人 

木村恵理(Fg.) 

【共演】今岡美保(Pf.) 

2019.7.19(金) 

11:00～12:00 
今宮春日地区いきいきサロン 15人 

木村恵理(Fg.) 

【共演】今岡美保(Pf.) 

2019.9.23(月) 

10:30～11:30 
障害福祉サービス事務所 you 愛 20人 

木村恵理(Fg.) 

【共演】今岡美保(Pf.) 

2019.10.7(月) 

11:00～11:30 
松江養護学校小学部 26人 

木村恵理(Fg.) 

【共演】今岡美保(Pf.) 

2019.10.23(水) 

10:15～11:00 
川津子育て支援「ほっとぱる」 30人 

三島文佳(Vn.) 

【共演】吉松郁乃(Pf.) 

2019.11.15(金) 

13:30～14:00 
松江養護学校小学部 30人 

木村恵理(Fg.) 

【共演】今岡美保(Pf.) 

2019.11.26(火) 

10:30～11:00 
松江市佐太幼稚園 10人 

三島文佳(Vn.) 

【共演】吉松郁乃(Pf.) 

2019.11.27(水) 

11:00～12:00 
松江市立鹿島東小学校 40人 

酒見朗子(Cl.) 

【共演】山木牧子(Pf.) 

2020.1.17(金) 

10:35～11:35 
城北地区社会福祉協議会 12人 

永瀬未希(Cb.) 

【共演】渡邊瑛子(Pf.) 

2020.2.20(木) 

11:00～12:00 
松江市立鹿島東小学校 38人 

木村恵理(Fg.) 

【共演】今岡美保(Pf.) 

 合計 １０件 241人  

※新型コロナウイルスの影響で、2020年３月以降アウトリーチとしての音楽の出前講座実

施を中止。代わりに地元演奏家による演奏の配信事業を行う。 

 

②パイプオルガンスクール 

日時 依頼者 受講者数 演奏者等 

2019.9.5(木) 
10:30～11:20 

鳥取県立皆生養護学校 小学部 17人 米山麻美(Org.) 

2019.10.3(木) 
10:40～11:10 

鳥取県立松江緑か丘養護学校 小学部 10人 米山麻美(Org.) 

2019.11.20(水) 
10:30～11:30 

松徳学院 中学校 29人 米山麻美(Org.) 

2019.11.22(金) 
11:00～11:40 

島根県立松江清心養護学校 中学部 8人 米山麻美(Org.) 

 合計 ４件 64人  
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③プラバ音楽の学校 

  ３人の先生たちの音楽ノート公開【講師】米山道雄、池田亮治、勝部俊行 

日時 名称、内容 人数 入場料等 

2019.7.1（月) 

10：00～ 

プラバ音楽の学校 2019 第 2 回講座 

色彩豊かな音楽の世界を楽しもう！ 

  ～新しい可能性を求めて～ 

通年受講者

30 人 

単独受講者

2 人 

 

（内） 

出席者数 

延 178人 

 

受講料 

10,000円 

 

単独受講料 

＠2,000円 

2019.7.7(日) 

15：00～ 

プラバ音楽の学校 2019 第 3 回講座 

 VOICE SPACE CONCERT TOUR 2019 

   アラベスクの飾り文字 

2019.9.9 (月) 

10：00～ 

プラバ音楽の学校 2019 第 4 回講座 

 作曲家たちの心の中を覗いてみよう！ 

～想いを音楽に乗せて～  

【ゲスト】ﾋﾟｱﾆｽﾄ 梶川邦子 

2019.9.14 (土) 

14：00～ 

プラバ音楽の学校 2019 第 5 回講座 

 砂崎知子が綴る箏（Koto）の世界 

  ～日本の四季、めぐる彩り～ 

2019.11.11 (月) 

10：00～ 

プラバ音楽の学校 2019 第 6 回講座 

 オペラの魅力を感じよう！ 

  ～音楽を誰もが楽しめる時代に～ 

 【ゲスト】ｿﾌﾟﾗﾉ 野津美和子 ﾃﾉｰﾙ 川西悠紀 

2019.12.2 (月) 

10：00～ 

プラバ音楽の学校 2019 第 7 回講座 

特番！歓喜の調べ「第九」 
～ベートーヴェンの「第九」は本当に歓喜の調べだったのか～ 

2020.2.10 (月) 

10：00～ 

プラバ音楽の学校 2019 第 8 回講座 

  グレゴリオ聖歌に触れよう！ 

～祈りの音楽～ 

【ゲスト】ｵﾙｶﾞﾆｽﾄ 米山麻美 
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（４）アーカイブ事業  【自主】 

 

日時 催事/内容 購入者数 備考 

2019.8 
松江プラバ少年少女合唱隊 

セギッツィ国際合唱コンクールDVD製作 

DVD/BD印刷
35枚 

DVD･BD製作費 

 

2019.12 
  第17回プラバ音楽コンクール 参加者 

  演奏ビデオ 
53人 

DVD・BD 

1枚1,200円 

2020.1 
第32回プラバ・ニューイヤーオペラコンサート 

演奏ビデオ 

 
 

ｾｯﾄ7人 
1枚5人 

 

DVD･BD  

1枚2000円 

ｾｯﾄ3500円 

2020.1 
  しまねカンタート2020 

  演奏ビデオ販売 

 
1日目1人 
2日目18人 
ｾｯﾄ 51人 

DVD・BD 

1日1,500円 

2日3,000円 

ｾｯﾄ3,500円 

2020.3 
第17回パイプオルガン学園発表会 

演奏ビデオ、写真等 

 

7人 
DVD/BD 

1枚1200円 

   ※その他 プラバ公演・講座 各事業(振興事業)のビデオ収録保存を実施した。 

 

 

（５）音楽人材育成事業  【自主】 

    今年度は実施なし。 
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（６）学校支援事業  【自主】 

   ①わくわく★音楽体験事業 

開催日時 学校・対象 受講者数 演奏者等 

2019.9.20(金) 

13:30～14:30 
（鑑賞ワークショップ型） 

川津小学校 1～6年生 
658人 

山陰フィル・ 

ミニ・オーケストラ 

(27名：特別編成) 

2019.10.3(木) 

9:35～10:20 
（鑑賞ワークショップ型） 

来待小学校 1～3年生 
58人 

SAN-IN弦楽 

アンサンブル 

(5名：特別編成) 2019.10.3(木) 

10:40～11:25 
（鑑賞ワークショップ型） 

来待小学校 4～6年生 
66人 

2019.10.15(火) 

11:00～12:00 
（鑑賞ワークショップ型） 

恵曇小学校 1～6年生 
75 人 

出雲フィルハーモニ 

木管五重奏 

2019.11.6(水) 

10:45～11:30 

（鑑賞ワークショップ型） 

古江小学校 1～3年生 
127人 

うた仲間五人衆 

2019.11.7(木) 

10:45～11:30 

（鑑賞ワークショップ型） 

古江小学校 4～6年生 
119人 

   【助成金】しまね社会貢献基金を活用（350,000円） 

     ※本事業開催のために寄附活動を実施。 
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３．施設管理事業 

（１）貸館事業   【指定管理】 

  ①貸館に関する業務 

   (1) プラバホールの施設及び設備の利用に関する業務 

     プラバホールの開館開錠、施設の開錠、設備の貸し出し等の管理を実施。来館者への対応

及び案内、電話対応、利用相談、施設予約、利用許可に関する業務、施設及び設備の説明

等の業務を実施。 

   (2) プラバホールの施設及び設備の利用料金に関する業務 

     利用料金の徴収等に関する業務、減免対象者に対する減免に関する業務を実施。 

   A.大ホール実績 

月 日単位 

利用率 

区分単位 

利用率 

入場人数 

(人) 

利用額(円) 減免額(円) 収益(円) 

R1.7月 96.2% 83.3% 2,852 1,210,690 939,549 271,141 

８月 81.5% 72.8% 3,522 627,490 430,496 196,994 

９月 92.3% 82.1% 3,229 1,106,610 969,057 137,553 

10 月 77.8% 66.7% 5,413 1,078,770 798,452 280,318 

11 月 88.5% 87.2% 5,361 989,250 951,240 38,010 

12 月 91.7% 79.2% 4,700 795,760 692,205 103,555 

R2.1月 91.7% 76.4% 3,205 1,046,845 794,724 252,121 

２月 65.4% 57.7% 3,612 510,570 403,639 106,931 

３月 53.8% 41.0% 524 660,265 479,548 180,717 

４月 10.0% 3.3% 1 271,450 174,135 97,315 

５月 27.3% 15.2% 14 126,240 113,325 12,915 

６月 32.0% 24.0% 133 141,540 179,515 -37,975 

合計 67.4% 57.4% 32,566 8,565,480 6,925,885 1,639,595 

   B.全館実績 

月 日単位 

利用率 

区分単位 

利用率 

入場人数 

(人) 

利用額(円) 減免額(円) 収益(円) 

R1.7月 70.9% 42.7% 6,102 5,691,666 3,904,823 1,786,843 

８月 63.0% 41.8% 7,172 2,703,065 1,699,210 1,003,855 

９月 70.3% 49.1% 6,452 4,735,005 3,559,051 1,175,954 

10 月 68.8% 47.8% 9,843 4,491,775 3,114,594 1,377,181 

11 月 67.0% 48.5% 8,534 4,504,107 3,856,776 647,331 

12 月 61.3% 40.5% 7,069 3,659,743 2,892,505 767,238 

R2.1月 61.9% 40.1% 5,399 4,519,580 3,243,250 1,276,330 

２月 47.8% 30.0% 6,436 2,884,245 1,867,973 1,016,272 

３月 36.3% 18.9% 1,617 3,176,585 2,165,563 1,011,022 

４月 20.0% 8.1% 98 1,138,811 615,506 523,305 

５月 16.9% 7.8% 143 610,879 514,663 96,216 

６月 28.0% 14.3% 1,080 702,305 727,895 -25,590 

合計 51.0% 32.5% 59,945 38,817,766 28,161,809 10,655,957 

       ※金額はその月の現金収受を基準としており、その月の利用実績を表すものではない。 

 



  

- 20 - 

   主な状況 

・大ホールの日利用率が７０％を下回った。 

・来館者数は対前年２５％減少した。 

・全館利用額は対前年６％減少した。 

・全館収益額は対前年１５％減益となった。 

 

  ②管理運営業務 

   (1) プラバホールの施設等の維持管理に関する業務 

     施設や設備の日常点検、施設の修繕に関する調査及び軽微な修繕業務を実施。必要な

消耗品等の補充に関する業務を実施。快適な施設利用を実現するための利用者サポート

業務を実施。 

   (2) 安全管理に関する業務 

     来館者の日常の安全管理（定員管理、避難情報の提供、設備等の確認）を実施。消防

避難訓練（年２回）を実施した。 

 

設備や備品の老朽化にともなって、施設利用者から指摘事項が増えているため、安定

稼働の管理に重点をおいて運営した。また、新型コロナウイルス感染防止に伴う館内の

消毒や感染リスクを避ける対策を行った。 

 

③その他管理運営業務（委託） 

   (1)夜間受付業務 

     来館者への対応及び案内、館内巡視、安全確認及び施錠、電話対応、その他館内管理に

必要な業務を委託実施。 

   (2)設備管理業務 

     空調等設備機器の運転操作及び監視、設備機器の日常点検管理及び定期点検管理、作

業日誌及び記録報告書作成、設備管理業務を委託実施。 

   (3)清掃業務 

     日常清掃：床掃除、壁及び窓掃除、備品・什器等掃除、館外敷地清掃、便所・湯沸室清掃

及び洗浄、灰皿清掃及び洗浄、ごみの分別・搬出、その他建築物の衛生管理上必要な清掃

を委託実施。 

     定期清掃等について害虫防除定期点検、床ワックスかけを委託実施。 

   (4)舞台業務 

     対象：大ホール、小ホール、大会議室、視聴覚室 

     業務：音響・照明・映写・舞台設備操作等に関する利用者との調整、音響・照明・映写・舞台

設備の操作、催物に必要な設備器具等の仕込み・解体・復元、設備器具等の管理・日常点検、

外注する音響設備・舞台機構・舞台照明設備保守点検に関わる作業監理、催物の進行補助、

催物に関する機材搬入業者等への指示及び立会を委託実施。また、大会議室、視聴覚室音

響設備についても専門知識を生かし利用者の便宜を図った。 

   (5)舞台音響設備保守点検業務 

     対象：大ホール、小ホール 

     業務：音響調整卓、各種音響設備機器、各種放送設備、各種スピーカーの定期保守点検、

調整を委託実施。 

   (6)空調保守点検業務 
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     冷温水発生機：配管ブラッシング清掃、チューブブラッシング清掃、真空管理、運転点検の

保守点検を委託実施。 

   (7)消防設備保守点検業務 

     自動火災報知器、防火・排煙制御機器、屋内消火栓、誘導灯、消火器、非常用放送の定期

点検を委託実施。防火対象物定期点検業務を委託実施。なお、平成２９年１０月１日付防火

対象物点検報告特例認定を受けた。 

   (8)舞台照明設備保守点検業務 

     対象：大ホール、小ホール 

     業務：定期点検を委託実施。 

   (9)舞台機構装置保守点検業務 

     舞台機構装置の定期保守点検を委託実施。 

   (10)昇降機設備保守点検業務 

     昇降機の調整修理及び保守点検等を委託実施。 

   (11)防火シャッター保守点検業務 

     防火シャッター及び防炎パネル設備、スプリンクラー設備、ガス漏れ等設備の定期点検を委

託実施。 

   (12)自動ドア保守点検業務 

     自動ドアの定期点検を委託実施。 

   (13)非常用発電設備及び蓄電設備の保守点検業務 

     非常用発電設備及び蓄電設備の保守定期点検業務を委託実施。 

   (14)自家用電気工作物保安管理業務 

     自家用電気工作物の維持及び運用に関する保安管理を委託実施。 

     デマンドシステム管理業務を委託実施。 

   (15)夜間機械警備業務 

     対象：建物及び駐車場 

     業務：夜間の設備異常、侵入異常、火災警報、非常警報、ガス漏れ警報の機械警備業務を

委託実施。 

   (16)パイプオルガン保守点検業務 

     パイプオルガンの保守定期点検の委託実施。 

   (17)ピアノ保守点検業務  

     ピアノの調律、定期点検を委託実施。 

   (18)樹木管理業務 

     市民の杜の定期的植栽剪定、除草及び芝刈りを委託実施。 

   (19)プラバホールホームページ運用業務を委託実施。 

   (20)事業系一般廃棄物運搬処理を委託実施。 

 

今年度は、消費税増税に伴う条例改正により施設利用料金等が改定となり、その影響が心配された

ものの、新規取り組みにより、利用者数、利用料収入共に前年比を大きく上回る傾向と見込めていた。 

しかし全国的に拡大している新型コロナウイルスの影響により３月末以降、予約取り消しや休館に

伴い、利用率、入場者数共に昨年度を大幅に下回る結果となった。 

 

  



  

- 22 - 

 

（２）駐車場事業   【指定管理】 

  ①駐車料金収受に関する業務 

   A.実績 

月 施設利用者

以外(件数 

施設利用者 

無料(件数 

施設利用者 

割引(件数 

合計件数 収益(円) 

R1.7月 1,088 653 6,864 8,605 847,850 

８月 1,055 676 6,170 7,901 849,250 

９月 1,049 823 6,299 8,171 850,600 

１０月 1,007 837 6,286 8,130 826,750 

１１月 953 773 5,565 7,291 741,400 

１２月 1,067 665 5,481 7,213 782,850 

R2.1月 996 538 5,208 6,742 696,150 

２月 955 684 4,028 5,667 646,900 

３月 910 348 4,834 6,092 446,900 

４月 440 81 1,327 1,848 135,500 

５月 243 43 525 811 33,950 

６月 678 188 3,446 4,312 334,500 

合計 10,441 6,309 56,033 72,783 7,219,600 

利用件数がやや減少し、対前年度比１９％減収となった。 

 

  ②その他管理運営業務 

   (1)駐車料金精算装置の定期保守点検業務及び駐車料金精算装置に関する日常トラブルに

係る補修業務を委託実施。 

   (2)カーゲートシステム障害対処業務を委託実施。 
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４．活動支援事業 

（１）参加型音楽イベント事務支援サービス  【自主】 

音楽団体等が実施するコンクールや演奏会等を支援する事務サービスとして、「Webコンク

ール事務支援システム」を開発し、その利用サービスを提供して音楽団体の事務軽減に寄与

することを目的とした事業。 

① サービス提供に関する業務 

   2020.6.30現在     稼働実績 

会員事務支援サービス「繋」 

鳥取県合唱連盟 1件 

島根県合唱連盟 2件 

 岡山県合唱連盟 1件 

 広島県合唱連盟 2件（中国合唱コンクール含む） 

山口県合唱連盟 1件 

しまねカンタート 2020 １件   合計 8件 

② システム開発に関する業務 

今年度は、次期システム更新に向けての一部機能改善を行った。 

 

 

（２）イベント運営支援事業  【自主】 

各種音楽催事における演出ニーズの多様化が進む中、主催団体においては運営ノウハウや人材

が不足している場合もあり、プラバホールでの通常運用者や常設の演出機材のみでは、主催者の

ニーズをかなえることができないことがある。このニーズに応えるため、催事に対する下記の支

援をＮＰＯが人的、物的に支援を行う。 

＜演奏会支援＞ 

  今年度は実施しなかった。 

＜機器貸出等＞ 

①DMX照明コントローラー24ｃｈ一式（６件） 

夕涼みコンサート、光の杜プロジェクト（３件）、出会いいっぱいプロジェクト、しま

ねカンタート 2020 

②LEDパーライト PAR300（７件） 

夕涼みコンサート、プラバ光の杜（３件）、出会いいっぱいプロジェクト、しまねカンタ

ート 2020、喫茶 MG 

③LEDパーライト PAR200（６件） 

夕涼みコンサート、プラバ光の杜（３件）、出会いいっぱいプロジェクト、しまねカンター

ト 2020 

④デジタルビデオカメラ HC-WX995M（３３件）  

パイプオルガン学園、オルガン探検隊、オルガンコンサート、リサイタル支援、光の杜プ

ロジェクト、音楽コンクール、音楽の学校、しまねカンタート、ヴォイススペース、混声

合唱団みずうみ、松江市内中学校、島根大学、松江市消防音楽隊、喫茶 MG 他 
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５．コミュニケーション事業 

（１）団体交流事業   【指定管理】 

第 8回利用者懇談会 

日時 会場 内容等 人数 

―    ― ※新型コロナウイルス感染拡大防止により【中止】 ― 

 

 

（２）来館者促進事業（プラバ光の杜プロジェクト）   【指定管理】 

２０１５年よりリニューアルした「プラバ光の杜プロジェクト」は今年 5 年目を迎え､‘み

んなで創る’コンセプトに、より市民参加型となるよう努めた。公募されたイルミネーショ

ンのデザインを松江工業高等学校電子科・電気科の生徒の皆さんが中心につくりあげた。ま

たボランティアや学校法人坪内学園山陰中央専門大学校の皆さんのご協力で、ホワイエやエ

ントランスの装飾はイルミネーションとともに来館者を喜ばせた。この事業では、イルミネ

ーションの飾り付け等を中心に、来館者促進のための事業を実施する。 

今年度は、１２月１日（日）から１２月２５日（水）まで実施した。 

○屋外イルミネーション 

・島根県立松江工業高等学校の電気科、電子科の生徒、教諭による飾り付け 

 技術支援：有限会社名友電設、山代電気工業株式会社 

・大幸電設株式会社（昇り庭） 

○屋内飾りつけ 

・ボランティアスタッフ（空間演出） 

・学校法人坪内学園山陰中央専門大学校（ホール飾り付け） 

○イルミネーションデザイン募集 

 より多くの市民の皆様に参加していただけるよう、一般市民から屋外イルミネーション

の一部のデザインの募集を行った。 

     

 

（３）地域団体連携事業   【指定管理】 

地域課題解決の一助として地域の NPOなどと連携して催事を実施する事業。 

日時 名称、連携団体、内容 人数 入場料等 

2019.9.25(水) 

10:00～12：00 

プラバ出会いっぱいプロジェクト 

ほっと♡ちょこっとカフェ  

坂野知恵さんのわらべうたライブ♪ 

主催：NPO法人おやこ劇場松江センター 

共催：NPO法人松江音楽協会 

遊びの動きをともないながら、子どもとわらべうた
を歌い、心を育む子育て支援活動。 

出演：坂野智恵（東京在住のわらべうたうたい） 

20組 大人¥600 

2019.12.20(金) 

18:00～19:00 

プラバ出会いっぱいプロジェクト 

松江工業高等学校吹奏楽部 コンサート 

主催：松江工業高等学校 

共催：NPO法人松江音楽協会 

出演：松江工業高等学校吹奏楽部  

66人 入場無料 
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（４）地域団体連携事業（しまねカンタート２０２０交流会）   【自主】 

しまねカンタートの参加者の交流会を通じて合唱活動活性化を図る。 

日時 名称、連携団体、内容 人数 入場料等 

2020.1.11(土) 

18:30～20:30 

しまねカンタート2020参加者による交流会 
【主催】NPO法人松江音楽協会 
【出席】 [講師] 栗山文昭、寺島陸也、信長貴富、藤井
宏樹、青山恵子 他 
【会場】プラバホール・ホワイエ 
【内容】地元食材を使った料理や飲み物でもてなし 

各団体のPRなど 

大人171人
子供 53人
合計224人 

大人 

5,000円 

子供 

3,000円 

 

（５）ブランド広報事業   【自主】 

NPOの活動を広く紹介するとともに松江市の音楽情報の発信を行う事業。 

① オリジナル品販売 

プラバホールのオリジナル（クッキー・缶バッチ・ボールペン）商品と共に主催事業の

チラシを配布し、催事の認知効果を高めることができた。 

② ＮＰＯ法人ホームページ等の運用 

ホームページの一部ページ（「わくわく★音楽体験事業」及び「寄付金募集」）を追加し

た。今年度から定期的にブログやフェイスブック等ＳＮＳでの情報発信を強化した。併

せて公式 YouTube チャンネル（※参照）を開設し、アクセス数の増加に繋がっている。 

③ 会報の発行 

法人の活動状況を会員にむけて発信（年２回）し、会員への情報提供を行った。 
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※YouTube 配信リスト     

配信

NO. 
配信日 事業区分 出演者名 曲目等 

1 2020.3.30 

【自主】 

ブランド広報   

松江プラバ少年

少女合唱隊 フォルテは歩む 

2 2020.4.8 

【指定管理】 

オルガン事業 オルガン学園 

パイプオルガン

学園生 Festive Trumpet Tune／David German 

3 2020.4.16 

【指定管理】 

オルガン事業 オルガン学園 

パイプオルガン

学園生 

「8 つの小プレリュードとフーガ」より ト短

調 BWV558／J.S.Bach 伝 

4 2020.4.22 

【指定管理】 

オルガン事業 オルガン学園 

パイプオルガン

学園生 

幼子がお生まれになった、今日は幸せな

日／S.B.スタルジンスキー 

5 2020.4.29 

【指定管理】 

オルガン事業 オルガン学園 

パイプオルガン

学園生 

「第２旋法による組曲」より ナザール（5 度

管）のレシ／L-N.クレランボー 

6 2020.5.5 

【指定管理】 

オルガン事業 

0 歳から入れるオル

ガンコンサート 練習バージョン しまうまおやこ 

7 2020.5.9 

【指定管理】 

オルガン事業 

0 歳から入れるオル

ガンコンサート 

プラバ・スタッフ

バージョン しまうまおやこ 

8 2020.5.20 

【自主】 

ブランド広報   スタッフから ≪松江音楽協会≫って？ 

9 2020.5.27 

【指定管理】 

音楽ﾗｰﾆﾝｸﾞ事業 オルガンスクール 

オルガニスト米山

麻美 

７つの贈り物 ～Seven holy gifts of 

Pentecost ／坂本日菜 

10 2020.6.3 

【指定管理】 

オルガン事業 

0 歳から入れるオル

ガンコンサート メイキングビデオ しまうまおやこ 

11 2020.6.10 

【指定管理】 

音楽ﾗｰﾆﾝｸﾞ事業 音楽の出前講座 

イクサ（辺見／松

村） チャールダーシュ 

12 2020.6.17 

【指定管理】 

音楽ﾗｰﾆﾝｸﾞ事業 音楽の出前講座 

イクサ（辺見／松

村） トロイメライ 
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６．その他の事業 

 

（１）物品販売事業   【その他】 

① 自動販売機運営事業 

プラバホール来館者に飲料の販売を行うもの。プラバホール東屋に設置した飲料自動販

売機１台で運用｡「その他事業」の物品販売事業として実施した。 

② プリザーブドフラワー等販売事業 

専門家に依頼し制作したプリザーブドフラワーをプラバホール来場者等に販売するも

の。今年度は合計 3個を販売した。 

また、ばいこう堂の楽器型落雁やあかつきファーム今在家の豆菓子「まめなかね」の販

売を行った。今年度の販売数は、ばいこう堂が合計 109個、まめなかねが合計 398個だっ

た。 
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Ⅳ 組織運営 

 

１．会員          （2020年 6月 30日現在） 

正会員   37名  

    当期入会 2名  当期退会 0名 

賛助会員  86名 17 団体  

    当期入会 4名  当期退会 24名 １団体 

サポート会員 49 名、ボランティア会員 34名、協賛会員個人 3名 17団体   

 

２．役員等 

顧問 2名、理事 7名、監事 2名 合計 11名  （2020年 6月 30日現在） 

種別 役職 氏名 勤務・肩書等 

顧問 
 

二宮 玲子 
松江市音楽団体連絡協議会顧問 

顧問 
運営アドバイザー 

吉岡 哲郎 
大阪市立加美小学校校長 

理事長 
 

原   敏 
松江市文化協会 前会長 

副理事長 施設管理事業委員会委員長 

施設管理事業部長 
友森  勉 松江市美保関公民館長 

常任理事 事務局長 

企画事業部長 
大隅 宏明 プラバホール統括マネージャー 

 

常任理事 振興事業委員会委員長 勝部 俊行 合唱指揮者 島根県合唱連盟理事長 

常任理事 鑑賞事業委員会委員長 三木 厚子 非常勤国家公務員 

理事  井上  透 有限会社井上楽器店代表取締役社長 

理事  渡邊志津子 松江プラバ少年少女合唱隊代表 

監事  高見 浩史 松江市役所職員 

監事  藤原 邦弘 (特非)ネクサクしまね理事長 

(株)テクノプロジェクト社員 
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３．委員会委員  （2020 年 6月 30日現在） 

委員会名
称 

主な担務 担当理事 
(◎は委員長) 

委員（会員） 
※委員会重複可 

委員（その他） 
※委員長の出席依頼に
より出席する者 

企画財政 

委員会 

・各種規程 

・財務計画 

・広報宣伝 

・ファンドレイジング 

◎原理事長 
・友森副理事長 
・大隅理事 
・渡邊理事 

 

 
・高見監事 
・藤原監事 
・吉岡顧問 
・西尾副統括ﾏﾈｰｼﾞｬ 
・森山ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

鑑賞事業 

委員会 

・ﾌﾟﾗﾊﾞ音楽祭 

・企画公演 

・共催公演 

◎三木理事 
・井上理事 
 

定員【６】名 
・池田亮治 ・外浦直子 
・木村圭子 ・辺見康孝 
・金子健雄 ・原美和子 

・原理事長 
・長岡芸術監督 

・大隅統括ﾏﾈｰｼﾞｬ 
・平江職員 
 

振興事業 

委員会Ａ 

 

・オルガン事業 (0歳ｺﾝ

ｻｰﾄ除く) 

・ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝｽｸｰﾙ 

･室内合唱ｺﾝｸｰﾙ 

・ﾘｻｲﾀﾙ支援 

・しまねｶﾝﾀｰﾄ 

・音楽の学校 

◎勝部理事 
・渡邊理事 

定員【６】名 
・荒尾徹志 ・池田亮治 
・金子健雄 ・寺津豪佐 
・友田雅夫 ・庄司 晃 

・二宮顧問 
・大隅統括ﾏﾈｰｼﾞｬ 
・西尾副統括ﾏﾈｰｼﾞｬ 
・森山ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
・平江職員 
 

振興事業 

委員会Ｂ 

 

・音楽コンクール 

・ｵﾍﾟﾗｺﾝｻｰﾄ・講習会 

・学校支援・音楽出前 

・0 歳・未来フェス 

・演奏家企画・光の杜 

・各種ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業 

◎渡邊理事 
・勝部理事 
 

定員【６】名 
・岡田 順 ・小瀧武治 
・竹田尚子 ・外浦直子 
・野津節子 ・平山哲也 
 

・吉岡顧問 
・大隅統括ﾏﾈｰｼﾞｬ 
・西尾副統括ﾏﾈｰｼﾞｬ 
・松浦職員 
 

 

 

４．事務局及び職員 

事務局 4名  （2020 年 6月 30日現在） 

役職 氏名 担務等 

事務局長 大隅 宏明 総括・財務管理・会務運営 

事務局次長 西尾 智子 会計管理(指定管理)･労務 

事務局員 藤田 満江 会員管理・会計管理(自主) 

 

職員(プラバホール) 12名  （2020年 6月 30日現在）    

役職 氏名・人数 担務等 

統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 大隅 宏明 事業統括管理・財務会計責任者・安全管理・人事管理等 
 

副統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

兼務)音楽事業推進
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

西尾 智子 予算管理・出納・決算・労務管理等 

音楽事業管理 

音楽事業推進 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｽﾀｯﾌ 

スタッフ３名 

(うちﾊﾟｰﾄ１名） 

鑑賞事業チーム（鑑賞事業） 広報チーム 

音楽の街づくり推進チーム（振興系事業）  

施設ｻ-ﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

飯塚  瞳 施設管理・貸館サービス 

施設ｻ-ﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ｽﾀｯﾌ 

スタッフ６名 

(うちﾊﾟｰﾄ３名） 

貸館サービスチーム（夜間受付、オルガン事業含む） 

施設管理チーム（施設管理、駐車場管理、日常点検等） 
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５．総会 

日時・会場 
名称 
回次 

議決 
番号 

議題 結果 

2019. 8.29(木) 

18:30～20:30 

松江市総合文化セ

ンター青少年室 

通常 

第７回 

第１号 2018(平成 30)年度（第 7 期）事業報告の件 承認 

第２号 2018(平成 30)年度（第 7 期）決算報告の件 承認 

第３号 2018(平成 30)年度（第 7 期）監査報告の件 承認 

  

６．理事会 

日時・会場 
名称 
回次 

議決 
番号 

議題 結果 

2019.8.7(日) 

18:30～20:30 

松江市総合文化セ

ンター 青少年室 

第 1 回 第１号 2018(平成 30)年度（第７期）事業報告の件 承認 

第２号 2018(平成 30)年度（第７期）決算報告の件 承認 

第３号 2018(平成 30)年度（第７期）監査報告の件 承認 

第４号 2019(令和元)年度（第８期）役員体制の件 承認 

第５号 旅費規程改定の件 承認 

2019.11.28(木) 

18:30～20:30 

松江市総合文化セ

ンター 青少年室 

第 2 回 第１号 2019 年度～2020 年度 事業計画変更の件 承認 

第２号 2019 年度（第８期）補正予算の件 承認 

第３号 処務(文書管理)に関する規則改定の件 承認 

2020.1.20(月) 

18:30～20:00 

松江市総合文化セ

ンター 青少年室 

第 3 回 第１号 2020 年度指定管理事業計画の件 承認 

   

   

2020.6.25(木) 

18:30～20:30 

松江市総合文化セ

ンター 青少年室 

第 4 回 第１号 次期役員選任の件 承認 

第２号 2020(令和 2)年度（第 9 期）事業計画の件 承認 

第３号 2020(令和 2)年度（第 9 期）予算の件 承認 
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７．委員会        

名称 日時 回次 議題 

企画財政 

2019.10.22(日) 

13:00～14:30 

第１回 ・プラバホール事業運営体制について 
・文書管理について 

2020. 6. 8(月) 

16:00～17:30 

第２回 ・新型コロナ感染症対策について 
・広報活動について 
・次期事業計画及び予算について 

鑑賞事業 

 

2019.7.12(金) 

18:30～20:30 

第１回 ・2020 年度第３５回松江プラバ音楽祭(企画) 

2019.11.22(金) 

18:30～20:30 

第２回 ・2020 年度第３５回松江プラバ音楽祭(単価等) 

2019.4.12(日) 

※書面対応 

第３回 ・2019 年度事業報告 
・2020 年度事業販売状況 
・2020 年度松江プラバ音楽祭一部開催延期について 

振興事業 A 

 

2019.9.19(木) 

18:30～20:30 

第１回 ・2019 年度振興事業計画について 
 

振興事業 B 

 

2019.9.11(水) 

18:30～20:30 

第１回 ・2019 年度振興事業計画について（光の杜等） 
 

2019.10.17(木) 

10:30～12:00 

第２回 ・2019 年度振興事業計画について 

2020.5.27(水) 

10:00～12:00 

第３回 振興事業委員会Ａ・Ｂ合同開催 
・2019 年度振興事業報告 
・2020 年度振興事業計画(コロナ対策含む)について 
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８．その他主な実績 

日付 種別 内容・結果 

2019. 6.28 事務 役員変更登記 

2019. 8. 4 運営 監査会 

2019. 8.30 事務 法人税申告 

2019. 8.30 運営 しまね子育て応援企業 (こっころカンパニー)認定 

2019. 9. 5 事務 平成 30年度事業報告書所轄庁提出 

2019. 9. 5 事務 Webサイト公告（CANPAN） 

2019. 9.11 運営 労働基準監督署監査 

2019.10. 3 運営 会報第 12号発行 

2020. 1.17 運営 松江市副教育長面談（原、友森、大隅） 

2020. 1.17 事務 Ｒ２年度指定管理者申請書提出（松江市） 

2020. 1.31 運営 2020年度ソニー音楽財団子ども音楽基金助成金贈呈式(東京) 

2020. 2. 6 運営 Ｒ２年度しまね社会貢献基金 提案説明会（県庁） 

2020. 3.25 運営 松江市文化条例に関するヒアリング 

2020. 3.26 事務 Ｒ２年度委託業者入札会（空調、清掃、樹木） 

2020. 3.27 事務 Ｒ２年度松江市総合文化センター指定管理者指定通知 

2020. 4. 1 運営 辞令交付式 

2020. 4. 1 事務 Ｒ２年度しまね社会貢献基金支援金の交付決定 

2020. 4.25 運営 プラバリニューアル後のコンセプト作りの会 

2020. 4.30 事務 平成 31年度松江市総合文化センター指定管理事業報告書提出 

2020. 4.30 事務 令和２年度指定管理事業変更協議書提出（オルガン事業等） 

2020. 5. 7 運営 会報第 13号発行 

2020. 5. 21 運営 次期役員選任委員会 

2020. 6. 1 事務 令和２年度指定管理事業変更協議書提出（振興事業） 

2020. 6.29 事務 令和２年度指定管理事業変更協議書提出（音楽祭等） 

 

９．定款・規程・規則の改廃 

規程・規則名 区分 施行日 内容 

旅費規程 改定 2019. 7. 1 助言者への旅費支給に関するものを追加 

処務に関する規則 改定 2020. 1. 1 文書の種類および保管期間の改定 

以上 

 

 


