
■第4回ワークショップまとめ Theatre Workshop

鈴虫チーム

事業 規則 組織 市民参加 その他

参加・育成・交流 〇開館日・休館日 〇直営・指定管理者
市民・高校生ファシリテーターの育成
場づくりまちづくりできる人材

茂原市長生群の広域の文化芸術交流センター

中高生の職業体験の場とする 休館日…年末年始・毎月曜 全国初の茂原オリジナルの運営法を提案・実施
ボランティアサポーター→実践を積み、サポート組
織実行委員会へ

舞台裏や楽屋の見学ツアー ホールはイベントのある日だけ会館
当初指定管理からノウハウを学び、市民、市直営で
の運営へ

運営について市民が研修を受けられる講座。新市民
会館で

観光客、市外の通勤通学者受入(災害避難所)

ホールに触れて、ホールとともに育った子ども 市民の居場所スペースはほぼ一年中 指定管理者制度に 運営人材の育成を図る事業

造園・庭の手入れに樟陽高校に依頼する 新市会館と公民館機能の一体的運営

年齢問わない参加型ワークショップ 〇開館時間 〇専門家・職員 見学ツアーガイド

体験型で、子ども・大人＞サイエンス am9:00～22:00 優れた企画者

普及・参加：子供が本物の楽器などに触れられる 優れた演出者

〇貸出区分 優れた広報者

茂原産天然ガスのPR 午前・午後・夜間＋諸室は時間制 優れた会計者

市外の人のシティプロモーションの場として活用
市の宣伝・広報・アンテナショップ

造園・庭の管理者 9万市民のための会館

音楽だけでない事業：幅広い、建築・歴史講演会・
企業の新商品

〇利用料金 人あたりの優しい、子ども好きな受付係

市民・市外料金設定 外国人も含めて、ママ・パパの交流の場

防災拠点としての活動 受益者負担

入場料金のX割を寄付(2割～4割) 館長の応募(公募) イベントの余興に高校ダンス部、音楽部のステージ

会館全体のデザインを新鮮・スタイリッシュなもの
に

運営管理委員会 七夕まつり、さくらまつり、冬の七夕PR

㈱新市民会館運営管理会社51%以上役所出資　市民
茂原六斉市を会館軒先などで活性化させる（マル
シェ）

当初指定管理(市民参加)→人材育成

NPO会館サポートセンター　(市民)が主

若い人、学生を大切に

若い方、茂原を愛する方達の就職先となる

参加者：正林・篠田・花崎・千林・塚崎・山本　〇片手にソロバン、片手にロマン

運営を手伝いたいけど、時間が無い、遠くて行けな
い→お金でサポート　特別サポーターみたいな。公
表する

システム・組織

イベント・使い方

システム・組織

人材
まち・企業

施設・ホール

文化



■第4回ワークショップまとめ Theatre Workshop

お月見チーム

事業 規則 組織 市民参加 その他

ピアノリサイタル 〇開館日・休館日 〇直営・指定管理者 Jリーグのチームの様な用心サポーター制度 天然ガス暖房とか！

ピアノフェスティバル 定期休館は火曜＋年末年始 指定管理者
サポート組織：自薦・他薦の本員を出す。各団体か
ら

音が響く木のホールとか？

ミュージカル 月か火が休み 財団・指定管理特命 サポート組織まで 木造とか？

コーラスの集い　27団体位　年1回 指定管理・NPO
市民参加サポーターによる友の会
草取り、掃除、ポイント制度

地元長柄町の杉の木でつくるとか？

学校の音楽部　コンクール　演奏会 〇開館時間 直営と指定管理の良い所が一緒にできる方法は？ 市民参加の運営会議の設置 ソーラーシステムの導入

七夕のよさこいなど 早朝延長有9:00～22:00
指定管理者の中に地元住民の雇用を・ボランティア
でも

高校生等の体験ボランティアの活用

市民合唱団演奏会 予約利用のない時は早く閉館 手伝い、ボランティアのポイント制度 有料テレビWOWOW

長生郡市内の小中学校の合唱コンクール 8:00~23:00,9:00~22:00 〇専門家・職員 →ケーブルテレビとの連携配信

千葉県吹奏楽コンクールの会場として(中学・高校) 週一日の定休日、年数日の連続点検日 必要：設備機器の使える職員を置く
会館側と利用するときだけしか交流ない。常に会う
機会

千葉TV

職員採用から特別枠

ステマネステージ係教室：スタッフ養成 〇貸出区分 財団と共働(共催)コンサート このホールの基本コンセプトは何か？

予約の一本化。他のホールや練習室。一ヶ所で予約
できる。受付

中房総地区を代表するホールとして周辺市町村との
連携企業体

テーマは何か？

貸館事業　アリーナとして　会議やセミナー等 ネット予約必要 文化＋スポーツ財団 100年後もそのまま使えるホール

ネット予約：利用日の〇ヶ月前とか？ 中房総や外房を代表するホール

鑑賞
ネーミングライツ（命名権）イオン房総芸術ホール
とか

普及 〇利用料金

文化芸術 チケット料金に寄らない一律料金 現状、権限のないシルバーでらちがあかない

使用頻度・時間による違った料金

市内・市外・都市の別料金

平日の活用→格安料金設定

人気のある競合日は別料金(ホテルのように)

年に数回の競合日は抽選？

利用料にポイントが付く。ワオン・Tポイント・ポ
ンタ・スイカ等

クレジットカード払い、ICカード払いが出来ると良
い

参加者：高山・谷木・廣田・丸岡・小川

イベント

システム・組織

イベント・使い方

建築

メディアとの連携

ホールの基本コンセプト

人材

システム・組織



■第4回ワークショップまとめ Theatre Workshop

サファイアチーム

事業 規則 組織 市民参加 その他

鑑賞事業　演劇　ミュージカル 〇開館日・休館日 〇直営・指定管理者 市民サポーターの育成 ボランティア育成

吹奏楽発表会 毎週月曜は休館日 直営　市民サポーター　プロのアドバイザー 事業運営の方法の勉強会
市民サポーターの育成がカギ　ここから茂原の街づ
くりに広げる

オーケストラ演奏会　邦楽　洋楽 休館日は必要。月曜か水曜くらい 指定管理者 サポーター制度

落語 休館日　平日のどれか ケースバイケース 運営に参加　働きたい！ カフェやコンビニ

能　歌舞伎などの古典芸能 年末のみ 運営委員会に参加する 道の駅

合唱祭(広域) 〇専門家・職員 広報・SNSとか　参加する

市内高校の総合文化祭・芸術祭 〇開館時間
運営委員(市民)←無料＋プロのアドバイザー　お金
がかかる

市民のカフェ
市民会館の建設中の見学会　構造がどうなっている
か知りたい

新劇の公演・バレー公演 9:00~21:00

のど自慢 am8:30~pm10:00 色々なジャンルの芸術家 認知症サポーターの育成

海外交流会　スピーチとか am8:30~pm9:30 福井敬様 認知症カフェ

ロックフェス am10:00~21:00 北川フラム

映画 宮本亜門 市民合唱祭

障害者のコンサート 〇貸出区分 高校演劇コンクールをやりたい

茂原に関わる外国人のコンサート
午前8:30~12:00 午後12:00~17:00　夜間
17:;00~21:30

著名な建築士を呼ぶ 演劇のワークショップをやりたい

芸術祭　市民の

バックステージツアー 〇利用料金

催事が有料か無料かで料金異なる カダーレの市民参加を参考にしたい

貸館事業・自主事業は両輪 料金は取る　市内市外

市民割引欲しい

参加者：坂口・横堀・杉田・篠田・新村・中村

イベント

システム・組織

人材

システム・組織

イベント・使い方

システム・組織



■第4回ワークショップまとめ Theatre Workshop

キキョウチーム

事業 規則 組織 市民参加 その他

大ホールは貸館 〇開館日・休館日 〇直営・指定管理者 ホールの草取り・植木刈りなどボランティア ネット決済

貸館メイン 火OR木休館
ホール・舞台・飲食店等は指定管理者。それ以外は
直営またはボランティア

ネット予約

年末年始12/28～1/3休館 指定管理者（民間企業・NPO ） ホール運営募金活動 LINE予約

芸能プロダクションとの連携の企画 お盆3日間休館
↑どこの企業が入札するかわからず、必ず専門家が
揃うとは限らない

スケジュールはネットで閲覧

教育機関との連携企画 ボランティアは必要

商工会議所・観光協会・民間企業等での共同開催事
業

〇開館時間
茂原市内の各団体のサポート組織化(各専門団体に
よる)

→サポーター立ち上げ登録制度 送迎システム(演者・客)

開館時間8:00(9:00)～22:00 NPO法人化は難しいのでは？

小中高の文化祭 シアターワークショップさんにお手伝い願う →サポーター立ち上げ

有名ダンサーさんのダンスWS 〇貸出区分

年1回は一緒に発表する
午前8:45~12:00/午後12:00~17:00
夜間17:00~20:00/深夜20:00~22:00

〇専門家・職員

文化部等の作品の展示 延長可能 常駐の受付

茂原大茶会(体験コーナー) 前のりも可
第3セクターもありかも。半民半官。早期立ち上げ
出来る

七夕落語祭り 館長は寄付金集めの得意な人

七夕まつりとの共用 〇利用料金 副館長　館長の補佐　苦手な人への対応

利用日数に応じての料金減免 設備関係に対応可能な人

茂原市の歴史の舞台化　市民参画 学校利用は利用料減免 市の体育館・運動場・会館の一元管理

学生は一般の人より割引 ステマネ　舞台袖で各種指示を出せる人

市民割引

生涯学習等の団体の利用料金は割引制度を適用

市内小中高校生は無料　市の補助に期待

文化庁からの依嘱事業など子供教室は無料

利用機器の数量等での料金体系

練習室等は1時間単位で設定

参加者：小池・林・石川・米倉・大塚

イベント

連携企画

貸館

インターネットの利用

割引制度

システム・組織
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