
令和２年度（公財）川口総合文化センター事業報告書

１．基本方針

　公益財団法人川口総合文化センター（以下、「財団」という。）は、質の高い様々な芸術・文化に

を実施した。

　これら事業の周知、来場促進のための広報、宣伝業務として、財団広報紙「リリアプレス」を隔月

で25,000部発行し、行政及び教育機関、地元自治会、企業等約4,000箇所に送付。

　併せて川口市の広報紙や財団のホームページに催事情報を掲載するとともに、新聞広告、雑誌広告

等でＰＲに努めた。また施設内のチケットセンターにおいて、催事情報の提供、チケット販売を実施

し、利用促進に努めた。

接する機会や地域興隆を促進する催事等の場を提供することにより、芸術文化の振興とコミュニティ

の醸成を図り、もって豊かな市民生活の形成と地域社会の発展に寄与する。

２．事　　業

（１）公益目的事業

　各種文化催事を企画・実施し、芸術文化の振興を図る事業を行うとともに、施設を文化芸術活動や

地域活動を行う団体等に貸与することにより、文化芸術及び地域コミュニティ活動の振興を図る事業

②文化創造・育成事業（自主公演事業）

　青少年による主体的な芸術文化活動を促進し、川口市の芸術文化を支える裾野を拡大することを目

的として、平成２年７月の施設開館時に「川口少年少女ミュージカル団」を創立。

　現在、小学３年生から大学生までの４５名が在籍しており、発表会等に向けて、週３回、演技、ダ

ンス、歌、タップの練習を行っている。

①文化活動支援事業（助成（応募型）事業）

　施設を利用している川口市内の学校、アーティスト、文化活動を行っている文化団体及び個人に対

し、その活動費の一部を助成することにより地域文化の振興を図った。

　川口市立仲町中学校　 他 　　２件  ８４，０００円

「Ｔｈａｔ’ｓ Ｎｅｖｅｒ Ｌａｎｄ」

　なお、予定していた公演は新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、次年度へ延期とした。

会　場・日　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

音楽ホール
川口少年少女ミュージカル団公演 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、

令和３年度に公演延期。
公演延期

１２月２０日（日）



③芸術文化鑑賞・交流事業（主催公演事業）

　 ５月３１日（日） モーリス・ベジャール・バレエ団 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止
15：00開演 「バレエ・フォー・ライフ」

・主催事業

　財団が様々な芸術家及び芸術文化団体との協働により、創造的で質の高い芸術文化の効率的かつ

効果的な事業の提供を行った。

ａ．メインホール　１３事業　１３公演

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

　 ６月１４日（日）
髙橋真梨子コンサート vol.44 2020

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
令和３年度に延期後、公演中止。

公演中止
17：00開演

リリア開館30周年記念事業
　 ７月　４日（土） 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、

公演中止。
公演中止　埼玉ゆかりの名歌手たちによる

15：00開演
　　バースデイ・ガラ・コンサート

 　７月　５日（日） リリアの日
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止　フルオーケストラの華麗なサウンドで
14:00開演 　楽しむ映像音楽

 １０月　４日（日） 堀 俊輔 指揮 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止
開演時間未定 　東京交響楽団演奏会

 　９月２９日（火） 広上淳一（指揮）＆小山実稚恵（ピアノ） 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
令和３年度に公演延期。

公演延期
19：00開演 　読売日本交響楽団　特別演奏会

 １１月２８日（土） 親子のためのクラシックコンサート ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団 276/518
※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。15：00開演 　ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団 53%

 １１月１１日（水） クリスチャン・ツィメルマン（ピアノ）
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止　＆ ルツェルン交響楽団
19：00開演 　　指揮：ピーター・ウンジャン

　　親子３代揃っての祝い狂言の会～

 １２月１２日（土）
リリア第九演奏会

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止

開演時間未定

リリア開館30周年記念事業
野村万作、野村萬斎、野村太一郎
深田博治、石田幸雄、月崎晴夫
野村裕基

 １２月　６日（日）
　狂言特別公演 769/847
 　野村万作の至芸／野村萬斎の妙技

91%
15：00開演 　 ～野村万作・萬斎・裕基、

※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。



日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

大井剛史（指揮）
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
小川里美（ソプラノ）、藤田美奈子（ソプラノ）

増田のり子（ソプラノ）、光岡暁恵（ソプラノ）

小川明子（アルト）、坂本 朱（メゾ・ソプラノ）

林美智子（メゾ・ソプラノ）、高橋 淳（テノール）

大槻孝志（テノール）、友清 崇（バリトン）

原田勇雅（バリトン）、大林奈津子（司会）

２０２１年

 　１月１６日（土） 埼玉ゆかりの名歌手たちによる 524/591

938/938※１１/６（金）に予定されていた公演を
１/１４（木）に延期後の再振替公演。 　３月　６日（土） 　ＴＯＵＲ２０２１

100%

15：00開演 　ニューイヤー・コンサート 87%

※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。

２０２１年 リリア寄席
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
令和３年度に公演延期。

公演延期 　２月１９日（金） 　古今亭菊之丞　　桃月庵白酒

18：00開演 　「Ｔｏｇｅｔｈｅｒ Ａｇａｉｎ！」 ※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。

ｂ．音楽ホール　２０事業　２４公演　

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等）

18：30開演 　三遊亭鬼丸　　　玉川太福

東京スカパラダイスオーケストラ
２０２１年 東京スカパラダイスオーケストラ

 　５月２６日（火） サットマリーと三人の愛弟子による
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
令和３年度に延期後、公演中止。

公演中止

19：00開演 　オルガン・ガラ・コンサート

入場者数

リリア・ワンコイン 
 　５月１０日（日）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止
　パイプオルガン・コンサート2020

14：00開演 　“Towards Hope”～「希望に向かって」

　第１回　ヘンリー・フェアーズ

　Bamboo Flute Orchestra

 　７月　３日（金） リリア開館30周年記念事業
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止
19：00開演 　レ・ヴァン・フランセ

 　６月１８日（木）

前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止

18：30開演

 　６月２７日（土） 和楽器の魅力探訪〈シリーズ〉Vol.1
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止

15：00開演



田代万里生（テノール）　加耒 徹（バリトン）

坂下忠弘（バリトン）　御邊典一（ピアノ） 　９月　６日（日） リリア音楽ホールで聴くスペシャルな60分 552/564
※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で販売したうえで２回公演に
変更。

13：00／15：30開演 　「月と星の歌」 98%

 　７月　５日（日） リリアの日
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止　七夕コンサート　～虹の彼方に～
11:00開演 　　家族で楽しむ４歳からのコンサート

リリア・ワンコイン 
 １０月１０日（土）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止
　パイプオルガン・コンサート

14：00開演 　　シネマ＆オルガン

　第２回　モニカ・メルツォーヴァ

 １０月　８日（木） 中川晃教 Akinori Nakagawa Concert 2020
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止

19：00開演 　Message from the Music

 １０月２４日（土） 林 美智子が贈る
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
令和３年度に公演延期。

公演延期

15：00開演 　名曲の数々＆オペラ「カルメン」ハイライト

 １０月１１日（日） 小曽根 真（ピアノ）

小曽根 真（ピアノ）

544/567

15：00開演 　ＳＯＬＯ ＬＩＶＥ！ 96%

 １２月　５日（土）

村治佳織 ギター・リサイタル
村治佳織（ギター） 286/286

14：00開演
※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。 100%

 １１月　７日（土） 和楽器の魅力探訪〈シリーズ〉Vol.3
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
令和３年度に公演延期。

公演延期

15：00開演  本條秀慈郎（三味線）＆ＬＥＯ〔今野玲央〕（箏）

ＡＵＮ Ｊ クラシック・オーケストラ
（和楽器による８人組ユニット）２０２１年 和楽器の魅力探訪〈シリーズ〉Vol.2 218/237

 　１月　８日（金） ※９/１３（日）開催予定の振替公演。
※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。

　ＡＵＮ Ｊ クラシック・オーケストラ 92%19：00開演

２０２１年

小山実稚恵　ピアノ・リサイタル
小山実稚恵（ピアノ） 274/281

 　１月３０日（土）
※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。 98%15：00開演

イザベル・ファウスト（ヴァイオリン）

アレクサンドル・メルニコフ（ピアノ）

２０２１年 イザベル・ファウスト（ヴァイオリン）＆ 239/261
 　１月２３日（土） 　アレクサンドル・メルニコフ（ピアノ）

※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。 92%15：00開演 　　　　　　デュオ・リサイタル



２０２１年 加藤知子（ヴァイオリン）＆宮田 大（チェロ） 加藤知子（ヴァイオリン）、宮田 大（チェロ） 274/282
 　２月　６日（土）

　デュオ・リサイタル
※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。 97%15：00開演

２０２１年 リリアメンバーズ会員優待特別企画 山形由美（フルート）、榎本 潤（ピアノ） 238/285
 　２月１４日（日） 　バレンタインデーに贈る

※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。 84%14：00開演 　 山形由美 ハートフル・コンサート

２０２１年

郡 愛子の日本語ならばナンデモアリア
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止 　３月　７日（日）

開演時間未定

２０２１年

チェコ・フィル ストリング・カルテット
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止 　２月２７日（土）

14：00開演

小松亮太（バンドネオン）

近藤久美子（ヴァイオリン）、鈴木厚志（ピアノ）

鬼怒無月（ギター）、田中伸司（コントラバス）

２０２１年 ピアソラ生誕１００年記念に贈る 255/263
 　３月１４日（日）

　小松亮太 五重奏団 97%16：00開演 ※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。

日程未定

仲道郁代 ピアノ・リサイタル
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
令和３年度に公演延期。

公演延期

開演時間未定

日程未定

冨田一樹 オルガン・リサイタル
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止

開演時間未定

ｃ．催し広場　３事業　７公演 

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

 １１月　１日（日） リリアの室内楽 構成・お話・演奏：大須賀恵里（ピアノ） 92/125

15：00開演 　第１回　モーツァルトって何色？ 共演：渡辺玲子（ヴァイオリン） 74%

 １２月１９日（土） リリアピアノサロン ２０２０ 構成・お話・演奏：宮谷理香（ピアノ）

115/131
共演：毛利文香（ヴァイオリン）

14：00開演 　～ベートーヴェン不滅の名曲～ 第３回 88%
　　　笹沼 樹（チェロ）

２０２１年

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止
リリアの室内楽

 　１月１５日（金）
　第２回　弦楽器の魅力を探る

19：00開演

２０２１年 小松亮太 タンゴの世界 第１回 小松亮太（バンドネオン）

73/77
 　２月　７日（日） レオナルド・ブラーボ（ギター）

　タンゴの誕生、タンゴを彩る楽器 95%
15：00開演 ※５/９（土）開催予定の振替公演



２０２１年 小松亮太 タンゴの世界 第２回 小松亮太（バンドネオン）

70/75
２月１１日（木・祝） 　アルゼンチン・タンゴの魅力、 ＫａＺＺｍａ（ヴォーカル）

93%
15：00開演 　　日本・世界のタンゴ事情 ※９/５（土）開催予定の振替公演

２０２１年 リリアピアノサロン ２０２０ 構成・お話・演奏：宮谷理香（ピアノ） 109/136
 　３月１９日（金）

　～ベートーヴェン不滅の名曲～ 第１回 ※６/２６（金）開催予定の振替公演 80%
18：30開演

２０２１年 リリアピアノサロン ２０２０ 構成・お話・演奏：宮谷理香（ピアノ）

104/132
 　３月２６日（金） 共演：小林美恵（ヴァイオリン）

　～ベートーヴェン不滅の名曲～ 第２回

画家・原田泰治が“日本のふる里”を
テーマに描いた作品３２点と“日本の
童謡・唱歌”をモチーフとした絵画
３６点の合計６８点を展示した。

１０月２１日（水）～ リリア開館３０周年記念事業

延1473
１１月 ８日（日）

日本のふる里を描く 原田泰治の世界各日10：00～18：00

〔金・土は19:00まで〕

79%
18：30開演 ※９/２６（土）開催予定の振替公演

ｄ．展示ホール　　１事業

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

 　４月　２日（木） THE ALFEE Best Hit Alfee 2020　春の夢
※新型コロナウイルスの影響により、令和3年度に延期決定後、公演中止。

公演中止
18：30開演

 　４月　５日（日） アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止
13：30開演

・共催事業

　幅広い種々の文化事業を実施するため、催事を誘致し、芸術文化団体等が実施する公演に対し、

その内容を検討のうえ、共催することにより文化振興を図った。

ａ．メインホール　　２０事業

日　　時 事　業　名 入場者数

 　５月　２日（土）

それいけ！アンパンマン ミュージカル　勇気の花に歌おう♪
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止
11：00開演

13：30開演

16：30開演

 　４月１７日（金）

葉加瀬太郎 オーケストラコンサート2020
※新型コロナウイルスの影響により、17日公演は中止。18日公演は令和3年度
に延期。

17日
公演中止18：30開演

 　４月１８日（土） 18日
公演延期17：00開演



 　８月１１日（火）
ファミリー・ミュージカル（オペラショウ）「オズの魔法使い」（全２幕）
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

14：00開演

 　８月２０日（木）
ヤングアメリカンズジャパンツアー2020
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

18：00開演

 　８月　４日（火）

斉藤和義 KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2020 “202020＆55 STONES”
※新型コロナウイルスの影響により、令和元年度からの延期公演。感染拡大
防止の観点から、令和3年度に再延期。

公演延期
18：30開演

 　８月　５日（水）

18：30開演

 　９月　２日（水）
玉置浩二 CONCERT TOUR 2020 ～SOL～
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

18：30開演

 　９月１２日（土）
東西落語名人会　桂文珍・三遊亭円楽・林家たい平
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

16：00開演

 　８月２９日（土）

徳永英明　HIDEAKI TOKUNAGA CONCERT TOUR 2020
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止
16：00開演

 　８月３０日（日）

15：00開演

 １０月１７日（土）
松山千春 コンサート
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

開演時間未定

 １１月１７日（火） 郷ひろみ Hiromi Go Concert Tour 2020-2021“The Golden Hits”
※８/２５（火）開催予定の振替公演。
※新型コロナウイルス対策として、収容率５０％の配席で実施。

940
18：30開演

 　９月２５日（金） 劇団四季ミュージカル「コーラスライン」
※新型コロナウイルスの影響により、当初発表された「The Bridge ～歌の架
け橋」から演目を変更したうえで収容率５０％の配席で実施。

828
18：30開演

 １０月　８日（木） 存在理由 ～Raison de tre～ さだまさし コンサートツアー2020
※５/２３（土）開催予定の振替公演。
※新型コロナウイルス対策として、収容率５０％の配席で実施。

923
18：00開演

 １２月２０日（日）
グローリー・ゴスペル・シンガーズ
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

開演時間未定

２０２１年

ＴＵＬＩＰ コンサート
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止２月１１日（木・祝）

開演時間未定

２０２１年

新日本フィルハーモニー交響楽団 川口特別演奏会
指揮：大友直人　ピアノ：牛田智大

588 　２月２１日（日）

14：00開演

２０２１年

布袋寅泰 コンサート
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止 　３月　６日（土）

開演時間未定



２０２１年

小椋 佳 コンサート
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止 　３月１３日（土）

開演時間未定

 　６月１３日（土）
来生たかお Stand Alone 2020 ～Acoustic Tracks～
※新型コロナウイルスの影響により、令和3年度に公演延期。

公演延期
15：30開演

 　７月１１日（土）
椿三重奏団
※新型コロナウイルスの影響により、令和3年度に公演延期。

公演延期

14：00開演

公演日程未定
清水ミチコ コンサート
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

開演時間未定

ｂ．音楽ホール　　５事業

日　　時 事　業　名 入場者数

ダ・ヴィンチ音楽祭 in 川口 vol.2
（3/11～13の期間に音楽ホール・催し広場にて種々の公演を実施予定。）
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

２０２１年

３月１１日（木）～

３月１３日（土）

c．催し広場　　１事業

 １０月３１日（土）

バッハ協会管弦楽団ガラコンサート 177
14：00開演

２０２１年 アルゼンチン・タンゴ コンサート　～世界のタンゴ～
※１０/２８（水）開催予定の振替公演。
※新型コロナウイルス対策として、収容率５０％の配席で実施。

205 　１月２１日（木）

15：00開演

日　　時 事　業　名 入場者数

ダ・ヴィンチ音楽祭 in 川口 vol.2
（3/11～13の期間に音楽ホール・催し広場にて種々の公演を実施予定。）
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

２０２１年

３月１１日（木）～

３月１３日（土）



・後援事業　　５事業

　文化活動並びに文化振興を推進するため、芸術文化団体等が実施する事業を後援することにより、

本市の文化振興に資する事業を実施した。

日　　時 会　場 事　業　名 入場者数

５月２４日（日）～
展　示
ホール

第22回 埼玉一水会の人々展
※新型コロナウイルスの影響により、開催中止。

開催中止

５月３０日（土）

 　６月２０日（土）
音　楽
ホール

川口市民合唱団　第30回定期演奏会
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

14：00開演

 １２月　４日（金）
音　楽
ホール

吉武まつ子 彩の国チャリティーリサイタル2020
　大切なあなたへ　～いのちの歌～

延35815：00開演

18：30開演

 １０月１１日（日）
和　室 第39回全国競技かるた東京吉野会大会 80

 9：30開始

 １１月２９日（日）
音　楽
ホール

コール・エプタ 5周年記念　第1回演奏会
※新型コロナウイルスの影響により、公演中止。

公演中止

13：30開演

 　７月　４日（土）
リリア開館３０周年記念式典

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
開催中止。

開催中止
15：00開演

（イ）リリアの日　ＪＲ東日本 川口駅 presents ふれあいのりものフェスタ

・特別文化推進事業

　文化活動並びに文化振興を推進するため、特別文化推進事業として教育・啓蒙プログラム等の事業

を無料で実施した。

（ア）リリア開館３０周年記念式典

メインホール　　１事業　

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

展示ホール・催し広場・野外ステージ等　　１事業　

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

 　７月　５日（日） リリアの日 ＪＲ東日本 川口駅 presents
ふれあいのりものフェスタ

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
開催中止。

開催中止
時間未定



（ウ）リリア茶会

和室・茶室　　１事業　２公演

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 参加者数

 　７月１９日（日）
親子の茶道体験教室

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
開催中止。

開催中止
時間未定

２０２１年

リリア茶会
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
開催中止。

開催中止 　２月１４日（日）

延4380

８月１９日（水）～ 「日本の蝶・世界の蝶」展 貴重な種を含む豊富な標本と生態について
のパネル展示や昆虫の生体展示を行った。８月２５日（火）

　 併設「川口の自然と生きもの」各日10：00～19：00

時間未定

（エ）「日本の蝶・世界の蝶」展　併設「川口の自然と生きもの」

展示ホール　１事業　※併設展示は、川口市の主催にて催し広場で開催

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 参加者数

 １０月　３日（土）

ブラスフェスタ２０２０
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
公演中止。

公演中止

開演時間未定

（カ）パイプオルガン無料演奏会

（オ）ブラスフェスタ２０２０

メインホール　１事業　１公演

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

音楽ホール　１事業　１公演

日　　時 事　業　名 事業内容（出演者等） 入場者数

２０２１年 リリア音楽ホールの 井上圭子（パイプオルガン）、市原 愛（ソプラノ）
170/300

２月１１日（木・祝）

　市内の多くのアマチュア音楽団体が加盟している川口市民音楽協会並びに、傘下の音楽団体への

助成を行うことにより、地域の音楽文化の振興を図った。

　川口市民音楽協会　　　　１８１，０００円

　パイプオルガンで楽しむ ※新型コロナウイルス対策として、収容率
５０％の配席で実施。

57%

15：00開演 　　親と子のコンサート

④補助事業



⑤施設貸与事業

　川口総合文化センター・リリアのメインホール、音楽ホール、展示ホール、催し広場、ギャラリー、

他３２１件であった。

（２）収益目的事業

　施設の貸館事業及び駐車場管理運営事業を行うとともに、施設利用者の便宜を図るため、物品販売

等の利用サービス事業を実施した。

①施設貸館等事業

　施設利用の促進を図るため、リリアのメインホール、音楽ホール、展示ホール、催し広場、ギャラ

スタジオ、会議室、和室及び茶室を、文化芸術及び地域コミュニティ活動等を目的とした利用に供し、

文化芸術及び地域振興を図った。

　この施設貸与のうち、公益目的事業としての施設貸与とは、文化振興及び地域振興の趣旨に沿って、

広く不特定多数の者の利益の増進に寄与するものを区分している。

  総利用件数３，６８７件のうち、川口市として２２件、川口市以外の官公署６件、学校関係１９２

件、文化団体６１６件、地域団体２０７件、プロモーター・企業８３８件、個人教室８６１件、その

②利用サービス促進事業

　施設利用者の便宜を図るため、文化事業に伴う物品販売、受託チケット販売を行うとともに、飲食

サービス、イベント機材貸出を関係業者に委託し実施した。

リー、スタジオ、会議室、和室及び茶室を、各種団体等の利用に供するものであり、設置目的に沿っ

た貸出を行っている。

  総利用件数３，６８７件のうち、川口市として４件、川口市以外の官公署１件、学校関係３２件、

文化団体１０３件、地域団体３５件、プロモーター・企業１４０件、個人教室１４４件、その他５４

件であった。

　また、施設に併設している駐車場の管理運営を行った。


