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一般財団法人上里町文化振興協会 

令和３年度事業報告書 

 

令和３年度は次の事業を実施したので報告します。 

 

Ⅰ．役員会等に関する事項 

 

(1)理事会 

 令和３年度 第１回理事会（みなし理事会） 

 提案日  令和３年４月３日（土） 

 提案内容 第１号議案 事務局長について 

 提案者  理事長 山下 博一 

 決議があったものとみなされた日 令和３年４月１０日（土） 

 

 令和３年度 第２回理事会 

 開催日時 令和３年６月１５日（火） 午後３時から午後３時５２分 

 開催場所 上里町役場３階 教育委員会室 

 出欠席数 出席理事６名 出席監事２名 出席事務局員３名 

 議決事項 第１号議案 令和２年度事業報告について 

      第２号議案 令和２年度決算について 

      第３号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認について 

      第４号議案 令和３年度補正予算第１号（案）について 

      第５号議案 定時評議員会の開催について 

      第６号議案 定時評議員会に提出する役員名簿（案）について 

 

令和３年度 第３回理事会 

 開催日時 令和４年３月２３日（水） 午前１０時から午前１０時３５分 

 開催場所 上里町総合文化センター 会議室 

 出欠席数 出席理事５名 出席監事２名 出席事務局員３名 

 議決事項 第１号議案 令和４年度事業計画（案）について 

      第２号議案 令和４年度予算（案）について 

 

(2)評議員会 

 令和３年度 第１回定時評議員会（みなし評議員会） 

提案日  令和３年６月１８日（金） 

提案内容  第１号議案 令和２年度事業報告の承認について 

      第２号議案 令和２年度決算の承認について 

      第３号議案 公益目的支出計画実施報告について 

      第４号議案 理事の選任について 

      第５号議案 評議員の選任について 

 提案者  理事長 山下 博一 

 決議があったものとみなされた日 令和３年６月２５日（金）
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(3)監 査 

 令和３年度 決算監査 

 開催日時 令和３年５月２８日（金） 午前１０時から午後１２時 

 開催場所 上里町総合文化センター 会議室 

 出欠席数 出席監事２名 出席事務局員３名 

 監査事項 令和２年度（一財）上里町文化振興協会の決算監査 

      公益目的実施計画実施報告書に関する監査 

確認事項 令和２年度事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、  

     財産目録、令和２年度会計帳簿及び証書類、公益目的支出計画実施報告書 

 

Ⅱ．事業に関する事項 

1．自主文化事業（継続事業１） 

（会場：上里町総合文化センター他） 

当財団が指定管理者として管理運営を行っている上里町総合文化センター及び他会場等に

おいて地域の文化の振興に関する事業及び地域文化活動の支援に関する事業として下記の

自主文化事業を開催した。 

№ 事業名 開催日 対象 参加人数 内容 

1 上里町町制施行50周年記念 

NHK公開収録 

「民謡をたずねて」 

5月 8日（土） 全般 0人 上里町と NHKさいたま放送

局の主催によるラジオ番組

「民謡をたずねて」の公開

収録。財団は運営協力。 

新型コロナウイルス感染拡

大防止のため中止とした。 

 

2 ワープ上里 

グランドピアノ試弾会 

あなたもピアニスト！ 

 9月 23日（木・祝） 

 10月 30日（土） 

12月 26日（日） 

1月 15日（土） 

 3月 13日（日） 

3月 26日（土） 

参加者 48人 

 

グランドピアノ試弾会を開

催することにより参加者に

楽器の演奏を楽しみながら

演奏技術の向上を図ってい

ただいた。 

 

 

3 上里町町制施行50周年記念 

第 18回ワープ上里 

フェスタ 

 

9月 26日（日） 

延期日 

2月 27日（日） 

全般 0人 地域の方々に文化活動の発

表の機会を与え、地域文化

活動の推進と地域のコミュ

ニティづくりを推進する。 

ステージ発表、模擬店、歌

謡ショー等。作品展示等も

開催する祭典。新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のた

め 2月に延期したが再度、

感染状況が悪化したために

中止とした。 
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№ 事業名 開催日 対象 参加人数 内容 

4 第 11回ワープ上里 

ピアノリレー 

 12月 12日（日） 参加者 

聴衆者 

70人 あなたもピアニスト！のコ

ンサートヴァージョンとし

てピアノをリレー方式で弾

いていただくコンサートを

開催した。 

5 上里町町制 50周年記念 

みんなで楽しむわいわい 

クリスマスチャリティー

コンサート 

12月 19日（日） 全般 620人 年齢、障害者、国籍、貧困

等の差別なく誰でも出入り

自由のコンサートを開催す

ることで参加者同士のコミ

ュニケーションと音楽文化

の向上を図るため K.C.E.

（上里室内アンサンブルエ

トランジュ）、上里中学校吹

奏楽部、上里北中学校吹奏

楽部に出演を依頼してクリ

スマスチャリティーコンサ

ートを開催した。（3部制） 

12/18（土）リハーサル 

7名 

6 上里町町制施行50周年記念 

第 1回ワープ・ 

フレッシュコンサート 

1月 22日（土） 一般 

学生 

100人 地域の若い音楽家の発掘、

育成、応援を目的として地

域で活躍している音楽家や

音大生によるコンサートを

開催した。コンサート前に

審査会を行い 8名がコンサ

ートに出演した。 

審査会 

11/14（日）審査会 

19名（申込者9名他伴奏者） 

7 演劇ワークショップ 

「演劇を作ろう!!」 

 1月 23日（日） 

 1月 30日（日） 

2月 6日（日） 

 2月 13日（日） 

 2月 19日（土） 

  

参加者 46人 演劇を通じて地域住民のコ

ミュニケーションを図るこ

とを目的として講師に NPO

法人演劇百貨店の柏木 陽 

氏を迎えて演劇を作って体

験する体験型ワークショッ

プ。上里町の偉人である女

性初の水上飛行士「西崎キ

ク」をテーマに演劇を作成

した。新型コロナウイルス

感染拡大防止のため 5回の

予定を 4回とした。 
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№ 事業名 開催日 対象 参加人数 内容 

7 

 

演劇ワークショップ 

「演劇を作ろう!!」発表

会 

2月 20日（日） 

 

参加者 

聴衆者 

39人 演劇ワークショップの成果

発表を舞台上で行った。新

型コロナウイルス感染拡大

防のため観覧は関係者の

み。 

8 上里町町制施行50周年記念 

上里町公民館定期利用 

団体合同発表会＆上里町

郷土芸能祭 

 2月 20（日） 全般 0人 地域の文化・芸術に寄与し

ている伝統芸能の団体に出

演を依頼して郷土芸能祭を

開催して郷土芸能の普及に

努める。上里町公民館定期

利用団体合同発表会との共

同開催。新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止

とした。 

9 

 

ホール無料開放事業 

「ワープ上里感謝デー」 

2月 23日（木・祝） 

2月 24日（金） 

参加者 

聴衆者 

0人 ワープ上里フェスタ参加申

込者を対象にコロナ禍で練

習が予定通りに出来ていな

い文化団体を応援する企画

としてホールでの練習を無

料で行える感謝デーを設定

した。新型コロナウイルス

感染拡大防止のため中止と

した。 

10 上里町町制施行50周年記念 

宝くじ文化公演 

「吉田兄弟×レ・フレー

ルスペシャルコラボコン

サート」 

3月 20日（日） 聴衆者 250人 文化事業を通して地域住民

の福祉の増進を図るために

鑑賞型事業として宝くじの

助成による軽三味線の吉田

兄弟、ピアノデュオ レ・

フレールのコンサートを開

催した。令和 2年度に予定

した事業だが新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため

令和 3年度に延期して開催

した。感染対策のためにホ

ール客席収容人数を 50％

とした。 

11 第 12回ワープ上里 

ピアノリレー 

 3月 27日（日） 参加者 

聴衆者 

38人 あなたもピアニスト！のコ

ンサートヴァージョンとし

てピアノをリレー方式で弾

いていただくコンサートを

開催した。 
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№ 事業名 開催日 対象 参加人数 内容 

12 ワープ上里バックステー

ジツアー 

 3月 27日（日） 参加者 

 

2人 普段、あまり見ることが出

来ない舞台裏の見学や、舞

台業務を体験してもらうこ

とにより会館に興味を持っ

てもらうことを目的として

春休みの親子向け企画とし

て開催した。 

13 ワープ上里アウトリーチ 

 

コンサート 

12月 16日（木） 

2月 14日（月） 

演劇 

2月 7日（月） 

対象者 ｺﾝｻｰﾄ 

100人 

演劇 

0人 

ワープ上里以外の場所にア

ーティストを派遣してコン

サートやワークショップを

開催することでワープ上里

の芸術活動を知っていただ

くことを目的にアウトリー

チを開催した。新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のた

めコンサート 1件（町内小

学校）及び演劇アウトリー

チは中止とした。 

14 ワープ上里ロビー 

活性化事業 

飾り（通年） 

ﾛﾋﾞｰﾘｻｲﾀﾙ 

12月 21日（火） 

懐音再生 

3月 15日（火） 

来館者 

 

 

来館者 

ﾛﾋﾞｰ 

ﾘｻｲﾀﾙ 

16人 

懐音再生 

1人 

ロビーに季節に合わせた飾

り等をして来館者に観覧い

ただいた。また、ロビーリ

サイタルとしてﾏｯｸﾆｰﾙ･ﾌﾞﾗ

ｳﾝ氏他によるコンサートを

開催した。また、アナログ

レコードを持ち寄り再生し

て懐かしむ懐音再生を開催

した。 

15 ちびっこファッション 

ショー 

令和 3年度 親子 0人 客席が収容できるホールの

特性を活かして親子に参加

いただき無料のファッショ

ンショーを行うことで施設

を身近に感じていただく。 

新型コロナウイルス感染拡

大防止のため中止とした。 

16 ふるさと文化・芸術人材

バンク運営事業 

令和 3年度 

 

全般 

― 

文化・芸術人材バンクの登

録者をホームページで紹介

してバンクの活用を図っ

た。令和 3年度はワープ上

里アウトリーチコンサート

で活用した。 
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２．学級講座（継続事業２） 

（会場：上里町総合文化センター） 

当財団が指定管理者として管理運営を行っている上里町総合文化センターにおいて地域の文

化の振興に関する事業及び地域文化活動の支援に関する事業として下記の学級講座を開催し

た。 

№ 事業名 開催日 対象 参加人数 内容 

１ ワープ上里学級講座 

和太鼓体験教室 

令和4年3月1日～ 

3月29日 

毎週火曜日4日間 

参加者 59人 乾武神流川太鼓との共催

により、日本の伝統楽器で

ある和太鼓の体験教室を

開催した。 

2 ワープ上里学級講座 

フラワーアレンジメント講座 

令和4年3月17日（木） 

令和4年3月24日（木） 

参加者 6人 1年を通して飾れるリース

とお洒落に使えるチャー

ムを作成する講座を開催

した。 

 

３．上里町総合文化センターの管理運営業務（その他の主要な事業１） 

上里町から指定管理・委託された上里町総合文化センターの管理運営、施設使用料金の徴収 

〔施設の利用状況〕 

上里町総合文化センター利用状況 

 令和３年度 令和２年度 比較増減 

開館日数 （日） ※228 ※187 41 

利用件数 （件） 298 198 100 

利用人数 （人） 9,386 4,009 5,377 

施設使用料（円）注 676,450 279,050 397,400 

使用料徴収額（円） ※685,750 ※264,450 421,300 

注：施設使用料は徴収額ではなく利用に対する使用料金の額（使用料金前納制） 

  使用料金は町会計に直接納入 

※令和 3 年度は安全改修工事のために令和 3 年 6 月 8 日（火）から令和 3 年 9 月 5 日（日）

まで臨時に休館した。 

※令和3年度は利用者都合による解約あり。（この額より5,500円返金しています。） 

※令和 2 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止による解約金 2 件あり（この額より 25,500

円返金しています。） 
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4．ゆるきゃらグッズの販売（その他の主要な事業2） 

こむぎっちグッズ販売（上里町総合文化センターで販売） 

項  目 
令和３年度 令和２年度 比較増減 

個数 売上金額（円） 個数 売上金額（円） 個数 売上金額（円） 

こむぎっちﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ 5 1,000 13 2,600 △8 △1,600 

こむぎっちｼｬｰﾌﾍﾟﾝ 5 1,000 0 0 5 1,000 

こむぎっちメモ帳 5 1,250 1 250 4 1,000 

こむぎっちﾋﾟﾝﾊﾞｯｼ  ゙ 31 7,750 91 22,750 △60 △15,000 

こむぎっち缶ﾊﾞｯｼ  ゙ 1 100 0 0 1 100 

こむぎっち缶ﾏｸﾞﾈｯﾄ 2 200 2 200 0 0 

こむぎっちﾏﾌﾗｰﾀｵﾙ 2 800 5 2,000 △3 △1,200 

こむぎっちﾄｰﾄﾊﾞｯｸ  ゙ 1 700 5 3,500 △4 △2,800 

※こむぎっちｽﾃｯｶ  ー 1 400 3 1,200 △2 △800 

合  計 53 13,200 120 32,500 △67 △19,300 

上記合計金額の10％が財団の手数料収入 

 

5．上里町が開催するまつりへの模擬店出店（その他の主要な事業3） 

 

模擬店出店（2020かみさとふれあいまつり及び2021かみさとふれあいまつりは、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため中止） 

項  目 
令和３年度 令和２年度 比較増減 

販売数 売上金額（円） 販売数 売上金額（円） 販売数 売上金額（円） 

フランクフルト 0 0 0 0 0 0 

飲料 0 0 0 0 0 0 

だんご 0 0 0 0 0 0 

合  計 0 0 0 0 0 0 

 

 


