
事業計画 資料１
久喜市教育振興基本計画

　【現状・課題】

　【事業の方向性】

　【事業の取組】 生涯学習係 　※は新規事業です。
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施　　　策 主な取組

　自己啓発や生活の充実のための学びの環境を整
え、市民のニーズに応える質の高い学習機会を提供
するとともに、その成果を生かすことができる、生涯
学習社会づくりに努める。

１多彩な生涯学習機会の提供 １　生涯学習の機会などの充実　２　生涯学習情報の収集と提供

２生涯学習環境の整備・充実 １　生涯学習施設の利用促進　２　生涯学習環境の整備・充実

日時：平成２８年２月６日、（土）７日（日）
会場：菖蒲文化会館(アミーゴ)
テーマ：「えがおとあいさつで まなびの街づくり」
来場者：約３，１００名

成果：菖蒲地区を会場に、「本多静六博士に学ぶまちづく
り」をテーマにした講演やパネルディスカッション、作品展
示、まなびすと発表会等を通じて、成果を発表する喜びや
生涯学習意欲の向上が図られた。

家庭教育フォーラム
　子育てへの思いや悩みを共有し、子育てへの不安
を解消すべく、学校・家庭・地域が一体となって子育て
を応援する事業として実施する。

日時：平成２９年１１月下旬
場所：鷲宮西コミュニティセンター
対象：市内小中学生の保護者等
講演：未定

日時：平成２８年３月１１日（金）
場所：菖蒲文化会館（アミーゴ）
講演：「いのちを大切にするということ」
講師：竹内助産院院長　竹内理恵子氏
参加者：５３名（定員１００名）

成果：フォーラムを通して、保護者、学校関係者が情報共
有するため、いのちの尊さやつながり、思春期の性や男女
の役割等について学習した。

平成２８年度　 生涯学習課

生涯学習推進大会
まなびすと久喜

　毎年策定する大会スロ－ガンのもと、生涯学習に関
わる市民が学習成果の発表等を行う。併せて、まちづ
くりフォーラムや各種イベント等を実施する。

日時：平成２９年２月４日（土）～５日（日）
場所：中央公民館
テーマ：未定

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画

５市民大学・高齢者大学の充実 １　市民大学の充実　２　高齢者大学の充実

６放課後子ども教室の推進 １　放課後子ども教室の推進　

  生涯学習に対する市民のニーズ対応するため、出前講座、生涯学習人材バンク、市民大学・高齢者大学等、さまざまな学習機会を提供している。しかし、これら学習機会の認知、また活用が十分ではない
ため、活用の拡大を図る必要がある。特に市民大学、高齢者大学は、学生を確保するための広報のあり方や魅力ある講座の取組が課題となっている。
　また核家族化や少子化等の社会構造の変化の中で家庭教育の充実が求められていることから、子育て講座や家庭教育学級の拡大が課題となっている。
  放課後子ども教室では、市内23校全校が開校し運営を進めているが、企画・運営する実施委員会の体制づくりの強化が重要となっている。

平成２７年度の成果

生涯学習研修大会
まなびすとフォーラム

　様々な生涯学習に取り組んでいる市民の方々が、
グル－プ討議を行い、それぞれの立場から、まちづく
りについて意見交換を行う。

日時：平成２８年６月１１日（土）１３：００～１６:３０
会場：栗橋北彩高校
テーマ：未定

日時：平成２７年６月１３日　（土）
会場：鷲宮高校
テーマ：「コミュニティ豊かなまち」
参加者：２１７名

成果：テーマをもとに高校生、学校教育・社会教育関係
者、児童生徒の保護者、コミュニティ活動関係者等がグ
ループ単位で意見交換、発表を行い、生涯学習に対する
意欲を喚起することができた。

・多様化する学習ニーズに対応できるよう、講座・教室等の充実を図る。
・学習情報の提供、指導者の育成や確保など、生涯学習を推進するための体制を整備するともに、「生涯学習推進計画」に則った生涯学習活動の推進を図る。
・子育てについての意見交換の場を充実させるため子育て講座、家庭教育学級の拡大を図る。

基本目標5　豊かな生き方を築く生涯学習の推進
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家庭教育学級

　各家庭における子育てに関する課題を解決するた
めの学習機会を提供する。もって、子育ての悩みや親
子の関わり方等について、仲間と共に話し合える機会
を提供する。

・市内の小中学校のＰＴＡ及び幼稚園、保育園の保護
者会等が行う学級活動に対し、補助金を交付する。
・主な講座：講演会、人権教室研修会、料理教室、体
験学習、軽スポーツ、施設見学
・１学級における補助率１／２とし、上限30,000円を補
助する。

時期：６月～３月
補助団体数：２３団体
　（小学校１１校、中学校４校、保育園３園、幼稚園５園）
※実施期間中にて報告無し

生涯学習人材バンク
　市民の学習要求に応えるため、豊富な知識、優れた
技術を持った方を生涯学習の指導者として登録し、申
請のあった個人・団体に仲介・調整する。

・学習相談等に対し、人材バンクの紹介を行う。
・相談内容に応じ、登録者の意向を確認し紹介する。

相談・仲介件数：１１件（２月２９日現在）
登録者：２１５名

成果：生涯学習等の相談者に対し、講座等を希望する指
導者の仲介を希望講座等の開催に至った。
　また、現在、人材バンク登録者に更新の意向調査を行っ
ている。

生涯学習情報紙「まなびすと久喜」の発行
「自分づくり・仲間づくり・まちづくり」の学習情報を、広
く市民に提供する。

年２回発行（８月１日号・１月１日号）・全戸配布
内容：未定
編集：久喜市生涯学習推進部

年２回発行（８月１日号・１月１日号）・全戸配布（60,500部）
【８月１日号】
内容：中央図書館長あいさつ・まなびすとフォーラムの紹
介・生涯学習施設紹介・サークル紹介　他
【１月１日号】
内容：スポーツ少年団本部長あいさつ・まなびすと久喜の
紹介・生涯学習施設紹介・サークル紹介　他

生涯学習出前講座

　団体・グループが主催する学習会等に市の職員（講
師）を派遣し、市政の説明、専門的な知識をいかした
説明等を実施することにより、市政への理解及び協力
を促し、生涯学習によるまちづくりを推進する。

・生涯学習出前講座メニューの中から講座を選び申
請する。
・指定箇所に職員等が出向き実施する。
・市内10人以上の団体・グループが対象

２５回申請　（２月２９日現在）
主な講座　　「正しく知ろう認知症」、「介護保険のしくみ」、
「久喜市の財政」　等

成果：職員等が講師として、市民等に学習の機会を提供
し、市政への理解が図られた。

子ども大学くき
　市町村及び企業・団体、大学等が連携して、子ども
の知的好奇心を刺激する学びの機会を提供する。

　教育委員会、久喜青年会議所、東京理科大学から
成る実行委員会において企画・運営を行う。

日程　１０月～１１月の期間で３回を予定
対象　市内小学４年生～６年生
定員　１００人

１０月３日（土）　　入学式及び講義「トコトン考え、いろいろ
　　　　　　　　　　　工夫し、面白発見」
　　　　　　　　　　　講師　東京理科大学　秋山　仁 教授
１０月１７日（土）　講義「理科を楽しく」
　　　　　　　　　　　講師　東京理科大学　藤嶋　昭 学長
１１月２２日（土）　講義「ＫＵＫＩアポロ計画」
　　　　　　　　　　　講師　ＪＡＸＡ　木場田　茂 氏
                      　実習「ペットボトルロケットをつくろう」
　　　　　　　　　　　講師　中山　浩　氏
対象：市内の小学校４年生～６年生
参加者：１０６人(定員１００人)

成果：いろいろな学校・学年の子どもたちが、大学のキャン
パスを会場に子どもたちの学ぶ力や生きる力を育み、知
的好奇心の高揚が図られた。

子育て講座
　子育て中の保護者を対象に、家庭教育に関する学
習機会を提供し、子育てに必要な知識やスキルを学
ぶ機会を提供する。

期間：平成２９年１０月実施（就学健診時）
場所：各小学校
対象：新１年生の保護者
内容：各学校ごとに入学前の子育てのアドバイスや保
護者の心構え等について学習する。

期間：平成２８年１０月実施（就学健診時）
場所：各小学校
対象：新１年生の保護者
参加者：全23小学校で実施（延べ１，２０９名）
成果：保護者ひとりひとりが、親としての役割や責任を自
覚し、子育てに関する必要な知識等の習得が図られた。
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久喜市高齢者大学
　高齢者に対し、実生活に即した教養の向上を図ると
ともに、趣味活動や社会参加による生きがいを高め
る。

・市内在住６０歳以上（定員２２０人）
・４年制
・学習活動は２０回程度
※各種学校行事（体育祭、発表会、クラブ活動等）、
自主的なクラブ活動やボランティア活動学習がある。

平成２７年度卒業式・修了式
日時：２月１５日（月）
場所：久喜総合文化会館　大ホール
１学年修了者数：８５人
２学年修了者数：８３人
３学年修了者数：８０人
４学年卒業者数：８２人

成果：高齢者に実生活に即した学習の機会を提供したほ
か、趣味活動やボランティア活動を奨励することにより、仲
間づくりや生きがいづくりを支援できた。

放課後子ども教室（ゆうゆうプラザ）

  放課後や週末等に小学校の校庭・体育館・余裕教
室等を活用し、地域住民の参画を得て、子どもたちが
地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づ
くりを推進する。

・５月～６月に２３ゆうゆうプラザ開校予定
・各校の実施委員会組織にて運営
・主な講座：生け花、折り紙、絵手紙、ボール遊び、手
芸、昔遊び、囲碁将棋、手芸、工作等

　新規に栗橋西小学校のしずかっ子元気ゆうゆうプラザが
開校し、市内全２３小学校で実施した。
実施期間：６月～２月
参加児童数：２，８７９人
実施委員、サポーター数：２，６３１人

成果　参加した児童は普段体験できない活動を通して、異
学年や地域の方との交流が図られ、またサポータは生き
がいややりがいを感じながら取組み、地域コミュニケーショ
ンが図られた。

久喜市成人式
新成人の門出を祝うとともに、社会人としての自覚を
促す。

期日：平成２９年1月８日（日）予定
内容：第1部－式典
        第２部－二十歳のつどい（実行委員企画）
対象：平成８年４月２日から平成９年４月１日生の方
新成人予定：約１，５００名
※４地区の会場にて実施

日時：平成２８年１月１０日（日）
　　　　　　　　参加者　   出席率　　    会場
　久喜地区　　４９３人　 ７５．４％　　総合文化会館
　菖蒲地区　　１３９人　 ７７．２％　　アミーゴ
　栗橋地区　　２１４人　 ７５．６％　　イリス
　鷲宮地区　　２３８人　 ６６．１％　　おおとり
　　　計　　　１，０８６人　７３．４％

成果：新成人が大人としての自覚を考える機会を設けると
もに、新成人の門出を祝い励ますことができた。

ボランティア手帳 小中学生のボランティア意識の啓発及び向上を図る。

・ボランティア活動に参加した場合や地域や周囲の人
のために行う善行を行った時に、主催者からサイン等
をもらう。
・手帳が一定数(２０回)に達した場合、修了証及び記
念品を贈呈する。

実施期間：４月～３月
達成者：小中学生：１９２人（２月２９日現在）

成果：小中学生のボランティア意識の啓発及び向上が図
られた。

久喜市市民大学
  市民の生涯学習活動やボランティア活動への理解
を深め、まちづくりのリ－ダ－となる人材を育成する。

・３０歳以上の市民対象（定員４０人）
・２年制で大学院１年間
・学習内容は、基礎講座、教養講座、まなびすと講
座、特別講座あり、１学年は３０講座、２学年は２０講
座実施
※他に視察研修や体験発表、ボランティア活動があ
る。

平成２７年度卒業式・修了式
日時：３月６日（土）
場所：中央公民館　大集会室
１学年修了者数：１４人
２学年卒業者数：１６人
大学院修了者数：４人

成果：生涯学習活動やボランティア活動に多くの人材を輩
出するとともに、生涯学習リーダーとしての素養を高める
ことができた。
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事業計画
久喜市教育振興基本計画

　【現状・課題】

　【事業の方向性】

　【事業の取組】 人権教育係 　※は新規事業です。

1

平成２８年度　 生涯学習課

同和問題をはじめ、子供や女性、高齢者へ虐待などさまざまな人権問題が発生しています。その解決に向けて、人権感覚・人権意識を高めていく必要があることから、幼稚園・小学校・中学校のPTAや一般
市民を対象にPTA人権教育研修会を開催している。また、企業や事業者が、自ら人権学習等を実践し、雇用や待遇における差別を撤廃させていくために人権教育講座への参加等を積極的に働きかけてい
く必要がある。教育集会所は経年劣化により老巧化が進んでおり、今後は計画的な改修等が必要な状況であることが課題となっている。

・PTA等を対象とした人権教育研修会の開催や啓発冊子を作成配布することにより、広く人権問題に対する正しい理解と認識を深め、差別意識の解消を図るとともに人権意識の高揚を図る。
・教育集会所の整備充実に努めるとともに、教育集会所事業の内容を充実させ、地域住民の人権意識の高揚、地域住民相互の交流を図る。
・企業・事業者を対象とした人権教育指導者養成講座を開催し、また、啓発冊子、啓発品を活用することにより、人権問題に対する理解と認識を深め、差別意識の解消を図る。

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果

基本目標４　人権を尊重した教育の推進 施　　　策 主な取組

市民一人ひとりが、人権が尊重される社会を確立す
る担い手であることを認識し、さまざまな人権問題に
対する正しい理解と認識を深め、人権問題の解決に
主体的に取り組めるように人権教育を推進する。

１ＰＴＡ・児童生徒・教職員に対する
人権教育の推進

１　ＰＴＡ等への人権教育研修　　２　児童生徒への人権教育　　３　教職員への人権教育研修

２家庭・地域における人権教育の
推進

１　人権教育事業の推進　　２　教育集会所の整備充実　　３　教育集会所事業の充実

３企業・事業者に対する人権教育
の推進

１　人権教育指導者養成講座の開催　　２　啓発冊子、啓発品の活用

人権教育推進事業

主に幼稚園・小学校・中学校のＰＴＡほか、広く一般市
民を対象に人権教育研修会を開催し人権感覚・人権
意識を高める。また、企業・事業者を主な対象に講座
を開催し人権問題に対する理解と認識を深め差別意
識の解消を図る。

【PTA人権教育研修会】
ＰＴＡ及び一般市民を対象に、研修会を４回開催す
る。
【社会人権教育指導者養成講座】
企業の方を始め社会人を対象に、人権教育指導者養
成講座を開催する。

【PTA人権教育研修会】
・第1回：6月20日（土）栗橋文化会館（イリス）ホール
講師：森元美代治氏/NPO法人ＩＤＥＡジャパン理事長
参加者：239名
・第2回：8月21日（金）久喜総合文化会館小ホール
講師：松尾貴臣氏/音楽活動家
参加者：234名
・第3回：11月13日（金）菖蒲文化会館（アミーゴ）文化ホー
ル
講師：中野佐世子氏/ＮＨＫ手話ニュースキャスター、手話
通訳士
参加者：233名
・第4回：1月15日（金）鷲宮総合支所407・408会議室
講師：くきＣＡＰ 代表 増田知巳氏
参加者：71名
【社会人権教育指導者養成講座】
・2月5日（金）　久喜総合文化会館小ホール
講師：水島輝彦氏／部落解放同盟埼玉県連合会副執行
委員長
参加者：305名

成果　参加者の人権感覚・人権意識が高まり、また、人権
意識の高揚が図られた。また、企業・事業者の人権問題
に対する理解と認識が深まり差別意識の解消が図られ
た。
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3 人権教育推進事業
教育集会所で行う事業を通じて、地域の交流を促進
し、差別のない明るい地域社会を目指す。

【集会所事業】
集会所事業を通じて、地域住民の交流、人権感覚・人
権意識の向上を図るため、各種教室や講座、交流事
業等を開催する。
主な事業
・野久喜集会所（教育集会所）
学生を対象とした夏休み工作教室、算数教室等7事
業及び成人を対象とした人権学習講座、集会所まつ
り等16事業、内下集会所との交流事業を開催する。
・内下集会所（教育集会所）
児童・生徒を対象とした夏休み仲良しクラブ、クリスマ
ス会及び成人を対象とした絵手紙教室、フラワーアレ
ンジメント教室、野久喜集会所との地域交流事業等を
開催する。
・しょうぶ会館
しょうぶ会館と共催で、ふれあい教室（年間）及び工作
教室、夏休みこども学習会等6事業を開催する。

【集会所事業】
・野久喜集会所（28.2.18現在）
学生対象事業：8教室、参加延べ人数370名
成人対象事業：17事業、参加延べ人数1,019名
・内下集会所（28.2.18現在）
児童・生徒対象：夏休み仲良しクラブ、参加延べ人数198
名
成人対象事業：3事業、参加延べ人数72名
地域交流事業：ふれあいまつり（クリスマス会）、参加者数
83名
・しょうぶ会館（28.2.18現在）
ふれあい教室：63回、参加延べ人数516名
人権教育推進事業：6事業、参加延べ人数837名

成果：集会所事業等を通じて、地域住民の交流が促進さ
れ、人権意識の高揚が図られた。

人権教育推進事業
人権教育の取組結果を広く周知し、人権教育・啓発を
図る。

【人権啓発冊子の発行】
平成２８年度実施予定の人権教育に関する取組結果
を取り纏め、人権啓発冊子「久喜市の人権教育」を
2,000部発行する。

【久喜市の人権教育の発行】2,000部、３月発行予定
PTA、幼稚園、小・中学校、企業・事業所等に配布を行
い、人権啓発を図る。

成果　人権意識の高揚が図られ、人権について正しい理
解が深められた。
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事業計画
久喜市教育振興基本計画

　【現状・課題】

　【事業の方向性】

　【事業の取組】 文化振興係 　※は新規事業です。

1

平成２８年度　 生涯学習課

基本目標6　歴史・文化の継承と活用 施　　　策 主な取組

　多様な芸術・文化活動を支援するとともに、市民が
芸術・文化に触れることができる機会の充実を図りま
す。また、市の文化的・歴史的資産を未来に継承す
るとともに、地域の活性化に役立てる。

１芸術・文化団体の支援及び育成 芸術・文化団体の活動支援及び育成

２文化活動等の充実 芸術文化に親しみ発表する機会の充実

久喜市美術展
　久喜市の文化の向上を図るとともに、文化活動
の一層の振興を促すため、広く市民に発表と鑑賞
の機会を提供する。

(絵画ほか）
期日：H28.9.29(木)～10.3(月)

会場：久喜総合文化会館広域文化展示室

(書)期日：H28.10.27(木)～31(月)

会場：久喜総合文化会館広域文化展示室・視聴
覚室・研修室３

(写真）
期日：H28.11.16(水)～21(月)

会場：久喜総合文化会館広域文化展示室

(絵画ほか）
期日：H27.10.1(木)～5(月)

会場：久喜総合文化会館広域文化展示室
出品数：108点　入場者数：853人

(書)

期日：H27.10.15(木)～19(月)

会場：久喜総合文化会館広域文化展示室・視聴覚
室・研修室３
出品数：182点　入場者数：643人

(写真）
期日：H27.11.11(水)～16(月)

会場：久喜総合文化会館広域文化展示室
出品数：137点　入場者数：636人

成果：それぞれの分野で活動する一般市民や文化団
体に発表の機会を設けるとともに、市民に素晴らしい
芸術作品鑑賞の機会を設けることにより、久喜市の
文化振興を推進することができた。

留意点：各部門ともに全市民を対象としているが、久
喜地区以外からの出品が少ないので、各文化団体を
通じ他地区からの参加を呼び掛けている。

芸術文化の発表及び鑑賞の機会を提供することを目的に文化祭事業及び文化振興事業を企画・実施するとともに、個々の文化団体が実施する事業を後援している。

・文化団体等の自主的な活動支援・育成を行う。
・文化芸術鑑賞、発表の機会を充実するため、文化振興につながるさまざまな文化事業を実施する。
・多様な芸術・文化に触れることができる機会の充実を図る。

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果
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3

市民文化祭

　菖蒲、栗橋及び鷲宮地区の各文化団体連合主
催による市民文化祭で、加盟団体の日頃の活動
を成果発表するとともに、広く市民に鑑賞の機会
を提供する。

(菖蒲地区）
期日：H28.10.30(日)～11.6(日)

会場：菖蒲文化会館(アミーゴ)

補助金：820,000円

(栗橋地区)

期日：H28.10.29(土)～31(月)

会場：栗橋文化会館(イリス)・栗橋Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター
補助金：820,000円

(鷲宮地区）
期日：H28.10.22(土)～23(日)

会場：鷲宮総合支所及びコミュニティ広場
補助金：620,000円

(菖蒲地区）
期日：H27.11.1(日)～8(日)

会場：菖蒲文化会館(アミーゴ)

補助金：820,000円

(栗橋地区)

期日：H27.10.31(土)～11.2(月)

会場：栗橋文化会館(イリス)・栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター
補助金：820,000円

(鷲宮地区）
期日：H27.10.24(土)～25(日)

会場：鷲宮総合支所・コミュニティ広場
補助金：620,000円

成果：文化祭を実施することにより、各地区ともに住
民相互の親睦と文化意識の推進を図ることができ
た。

留意点：各地区の文化団体が、高齢化等により加盟
団体や参加者の減少が見られるため、今後は各文化
団体の運営状況により事業内容を見直す必要があ
る。

市民芸術祭
　市内で活動する文化芸術団体(表現芸術団体)

の発表の場と、市民の皆様に優れた文化芸術を
鑑賞する機会を提供する。

期日：H29.1.22(日)

会場：久喜総合文化会館小ホール
出演予定団体数：22団体（一般20、市内中学校
演劇部1、市内幼稚園1）

期日：H28.1.24(日)

会場：久喜総合文化会館小ホール
出演団体数：24団体（一般22、市内中学校演劇部
（久喜東中学校)、市内幼稚園（あけぼの東幼稚園））
入場者数：652人

成果：日頃、接することが少ない表現芸術について、
市民に発表と鑑賞の機会を設けることにより、久喜市
の文化振興を推進することができた。

留意点：出演団体の地域、回数、演目のジャンル等に
偏りがないよう、選考委員会で慎重に出演団体を決
定している。
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5
埼玉県美術展覧会
久喜市入選作品展

　「埼玉県美術展覧会」（通称　県展）に出品した
久喜市民の作品の中で、入選以上の作品を市内
で再展示を行うことにより、制作者の栄誉を称え
ると共に、広く市民文化の高揚に役立る。

期日：H28.11.25(金)～28(月)

会場：久喜総合文化会館広域文化展示室

期日：H27.11.27(金)～30(月)

会場：久喜総合文化会館広域文化展示室
出品数：54点
入場者数：265人

成果：久喜市民の優れた作品を再展示することにより
製作者の栄誉を称えるとともに、市民に鑑賞の機会を
設けることにより、久喜市の文化振興を推進すること
ができた。

留意点：会場が久喜地区であるとともに久喜地区の
対象者が多いことから、現在、運営の準備は久喜地
区美術協会にお手伝いいただいているが、対象者は
全市域に及んでいることから、今後は対象者による実
行員会を組織して、各地区で開催することを検討して
いく。

吹奏楽フェスティバル

　埼玉県芸術文化祭地域文化事業として県との
共催により開催するもので、吹奏楽団体の発表
の場と、市民及び県民の皆様に質の高い音楽を
鑑賞する機会を提供する。

期日：H28.11.13(日)

出演予定団体：15～16団体（12ステージ）
（①市内中学校８校：久喜中学校、久喜東中学
校、久喜南中学校、太東中学校、菖蒲中学校、栗
橋東中学校、鷲宮中学校、鷲宮西中学校
②市内高校2校：久喜高校、鷲宮高校
③市内社会人楽団：未定
④県内ゲスト高校：不動岡高校、花咲徳栄高校）
会場：久喜総合文化会館大ホール

期日：H27.11.8(日)

会場：久喜総合文化会館大ホール
出演数：16団体（12ステージ）
（①市内中学校8校：久喜中学校、久喜東中学校、久
喜南中学校、太東中学校、菖蒲中学校、栗橋東中学
校、鷲宮中学校、鷲宮西中学校
②市内高校2校：久喜高校、鷲宮高校
③市内社会人楽団3団体：久喜市民吹奏楽団、しょう
ぶ・しみん吹奏楽団、鷲宮ウインドアンサンブル
④県内ゲスト高校3校：花咲徳栄高校、不動岡高校、
春日部共栄高校）
入場者数：1,950人

成果：市民や県民に良質な音楽を提供するとともに、
地域文化の振興を図ることができた。

留意点：部員数の増減により単独演奏、又は合同演
奏に適さない状況も考えられるので、毎年、新学期に
入り部員数が固まった時点で、出演構成を決定した。
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