
事業計画書

１．自主事業

文化講座及びスポーツ教室事業、音楽、演劇等の様々な文化の鑑賞事業等を行うことにより、市民
の文化の向上及び体育の普及振興を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的として、各
施設の特性を活かした事業を実施します。

）大和郡山市総合公園施設１

健康のためにスポーツをするところ、競技スポーツをするところ、地域のプロスポーツの育成や
観戦をするところ。として多目的に利用していただいています。

さらに今年度から出初式が行われ、市民が消防団員に日頃の感謝の気持ちを伝える場を提供する
。ことができました。今後も大和郡山市の新たな事業の創造を応援していきます

① 文化講座及びスポーツ教室事業

文化講座やスポーツ教室を実施します。

予算概算額事 業 名 開 催 日 時 定 員 内 容 受 講 料

24人 1期3,200 80,000円木曜日 食品に対して正しい知識を学びな 円
料 理 講 座 9:30～12:00 がら、楽しく料理を作る (材料費別)

8回/期
（2期開講）

24人 1期3,200 80,000円土曜日 家庭で出来る簡単でおしゃれな菓 円
楽しい和洋菓子講座 9:30～12:00 子作りを学び、手作りの味の良さ (材料費別)

を体験8回/期
（2期開講）

月曜日 20人 毛筆を使用した仮名、漢字の基礎や 1期4,000円 100,000円
書 道 講 座 13:30～15:30 実用書道などを習得

10回/期
（2期開講）

水曜日 20人 手紙、葉書、一筆箋のほか、熨斗や 1期4,000円 100,000円
(教材費別)実用ペン習字講座 13:30～15:30 式次第などをバランスに留意し自分

10回/期 らしい手書きの良さを習得
（2期開講）

各 バ 1期5,200 260,000円月曜コース 35人 ドミントンを通して、仲間作り 円
バドミントン教室 13:30～15:30 と健康の保持に努める

13回/期
(2期開講)

水曜コース
9:30～11:30

13回/期
(2期開講)

各35 年齢に関係なく誰でも手軽にできる 1期5,200 260,000円月曜コース 人 円
卓 球 教 室 球で健康保持に努める13:30～15:30 卓

13回/期
(2期開講)

水曜日コース
9:30～11:30

13回/期
(2期開講)
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水曜日 22人 シェイプアップや美容にも効果があ 1期6,000円 120,000円
ヨ ガ 教 室 13:00～14:30 るとされている健康保持体操の教室

12回/期
（2期開講）

月曜日 22人 音楽にあわせて体を動かしながら楽 1期6,000円 120,000円
ソフトエアロビクス教室 12:45～14:15 しく有酸素運動を行い脂肪を燃焼さ

12回/期 せる運動
（2期開講）

水曜日 22人 ラテン音楽のリズムに合わせて骨盤 1期6,000円 120,000円
ラテンダンス教室 10:15～11:45 内のインナーマッスルをバランスよ

12回/期 く鍛えて、ゆがみで生じるポッコリ
（2期開講） 下腹や崩れたボディラインを引き締

める

② ふれあい事業

より多くの市民が郷土を愛し、心のふれあう機会を増やすため次の事業を実施します。

予算概算額事 業 名 開 催 日 時 定 員 内 容 受 講 料

お正月を遊ぼ！ 1月4日 凧揚げ等のお正月の遊び場として、
「親子ふれあいデ 9:00～16:00 多目的運動場を無料開放する。
ー」
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２）やまと郡山城ホール

① 文化活動育成事業

次世代の地域文化を担う子どもたちをはじめ、広く市民が文化活動に参加する機会を創出する
ため次の事業を実施します。

入場料等
定 員 (予定金額)事 業 名 開催日 内 容 使用施設

ＤＭＧ ＭＯＲＩ 7月1日 1013人 昔懐かしい「歌声喫茶」を大ホー 大ホール 500円
やまと郡山城ホール歌声喫茶 ルで再現

第１３回青少年吹奏楽コンサ 7月22日 921人 市内５中学と郡山高校の吹奏楽部 大ホール 無料
ート が一堂に会し、ダイナミックで多

彩な演奏を行い、日頃の成果と吹
奏楽の魅力を広く発信する

夏休み子ども舞台体験学習会 8月24日 50人 小学校の高学年を対象に音響、照 小ホール 無料
明などの舞台業務とミニ公演を体
験する学習会。専門家の指導のも
と、ホールの各設備を子どもたち
が実際に操作する

音楽のおくりもの’１７ 12月23日 311人 市音楽芸術協会の演奏家と子ども 小ホール 500円
たちが共演するコンサート。演奏
家との共演で普段の発表会とは違
う緊張感や達成感を体験、心豊か
で健全な精神と表現力の育成に役
立てる

第１３回大和郡山合唱フェス 3月24日 921人 市内で活動する合唱団が一堂に会 大ホール 無料
ティバル し、合唱技術の向上、団相互の親

睦を深めることを目的とする合唱
の祭典

少年少女マリンバ教室 9月～3月 A･Bｸﾗｽ 小学３～６年生が対象のマリンバ リハーサル 5,000円
(木曜日) 各20人 教室。温かみのある音色を持つマ 室

リンバで、様々なジャンルの曲に
挑戦。演奏を通じ、情操豊かな児
童を育成

合唱講座 4月～3月 100人 楽しみながら合唱を学び、美しい レセプショ 12,000円
(水曜日) ハーモニーを目指す混声合唱の講 ンホール

座。奈良県合唱祭、大和郡山合唱
フェスティバルにも出演

大和郡山市民劇団「古事語り 4月～3月 40人 新しい舞台作品を創造・発信する リハーサル 1,500円/月
部座」 ため発足した市民劇団。当市の歴 室

史や芸能をテーマに演劇を自主制
作、上演する。今年は、ちゃもり
公演に向けての稽古
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② 第３２回国民文化祭・なら２０１７参加事業

本年の秋、初めて奈良県で開催れます国民文化祭の参加事業です。

入場料等
定 員 (予定金額)事 業 名 開催日 内 容 使用施設

ちゃもり ９月２日 500人 西大寺の叡尊の異聞を松村武氏 大ホール 1,000円
～西大寺叡尊異聞～ ３日 ／回 脚本により、大和郡山市民劇団

『古事語り部座』が演ずる。 西大寺
1,000 ７月２２日にはプレイベントと

人 して西大寺にて歌を奉納

③ 文化鑑賞事業

市民が質の高い多彩な芸術文化に触れる機会を提供するため次の事業を実施します。

入場料等
定 員 (予定金額)事 業 名 開催日 内 容 使用施設

5月14日 1000人 ピアノを愛する人、ピアノに憧 大ホール 一般：ならピ！
れる人、ピアノと共に生きる人が 5,500円

Nara Piano Friends ＃５ 集まるピアノの祭典。ＭＢＳと共 小学生：
催、ＤＭＧ ＭＯＲＩが特別協賛 2,500円
としてホールで初開催

親と子の管弦楽コンサート 5月27日 921人 京都フィルハーモニー室内合奏団 大ホール 大人：
「京フィルといっしょ うた による０歳児から入場できるコン 2,000円
って！おどって！たのしい サート。楽器演奏への参加など、 子ども：
ね！」 随所に工夫をこらし、子どもたち 1,000円

も積極的に楽しめる内容

しまじろうコンサート 7月26日 921人 幼児向け教育教材から生まれた人 大ホール 2,400円
気キャラクターの着ぐるみショー

懐かしの映画会 8月18日 311人 文化庁による「優秀映画鑑賞推進 小ホール 一般：
事業」の実施に基づき、懐かしの 500円
優れた映画フィルムを借用して映
画会を開催。午前・午後２回上映

松本真理子ファミリーコンサ 11月12日 921人 マリンバ奏者の松本真理子とマリ 大ホール 一般：
ート'１７ ンバアンサンブル・テトラのメン 2,500円

バーによる演奏会。マリンバの魅 学生：
力を全面に打ち出した楽しいファ 1,500円
ミリーコンサート

桂文枝 創作落語独演会 11月27日 1013人 創作落語の第一人者、六代 桂文 大ホール S 4,000円
枝の独演会 A 3,500円

ライブハウスシリーズ 12月2日 130人 レセプションホールをライブハウ レセプショ 5,000円
スの雰囲気に演出し、アーティス ンホール
トの音楽を楽しむシリーズ
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入場料等
定 員 (予定金額)事 業 名 開催日 内 容 使用施設

しまじろう クリスマスコンサ 12月11日 921人 幼児向け教育教材から生まれた人 大ホール 2,400円
ート 気キャラクターの着ぐるみショー

アルケミスト 12月16日 921人 市内小･中学校でアウトリーチを 大ホール 4,000円
クリスマスコンサート 展開するアルケミストのコンサー

ト

奈良フィルニューイヤーコン 1月14日 840人 オペラの名場面やワルツ・ポルカ 大ホール 一般：
サート 2018 など心躍るような名曲が楽しめる 3,000円

コンサート。オーケストラ、オペ 学生：
ラ歌手が共演する新年に相応しい 1,500円
華やかなプログラム

スーパーキッズ 2月18日 921人 全国から集まったトップクラスの 小ホール 2,000円
オーケストラ 演奏技術を持つ小学生から高校生

までの弦楽オーケストラコンサー
ト。芸術監督は、世界的指揮者の
佐渡裕

ポップスコンサート 未定 大ホール 4,000円1013人 未定

子ども向けコンサート 未定 大ホール 3,000円921人 未定

奈良フィルサロンコンサート 5月～3月 各80人 アンサンブルから鑑賞機会の少な レセプショ 2,000円
「音楽の土曜日」 （9月･1月 い楽器まで、毎回違った音楽の組 ンホール

を除く） 合せによる幅広い内容のコンサー
ムジークフェストなら及びト。

奈良県大芸術祭にも参加

金曜トークサロン 6回／年 各80人 マリンバ奏者の松本真理子が各界 レセプショ 1,000円
～会いたい・知りたい・つな で活躍するゲストを迎え、多彩な ンホール
がりたい～ 視点からのトークを愉しみながら

文化や芸術について考えるサロン
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２．施設管理事業

平成２８年度から平成３２年度までの５カ年間、大和郡山市から２施設の指定管理者の指定を受
けています。

今後も施設管理の充実を図り、指定管理者として、より一層の市民サービスの向上と、利用者の
満足度を高めるよう努めます。

（管理運営施設）

① 大和郡山市総合公園施設（市営球場、多目的運動場、庭球場、多目的体育館）

敷地面積 ５０,５４８㎡

建築面積 ９,０９７㎡

② DMG MORI やまと郡山城ホール（文化会館、武道場、図書館（管理のみ））

敷地面積 １７,０４１㎡

建築面積 ８,１５５㎡


