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平成２７年度公益財団法人下松市文化振興財団事業計画 

 

 

１ 平成２７年度基本方針 

本年度は、財団設立から２０数年が経過した中で培ってきた文化事業に関する

運営ノウハウを集約し、活用することにより、更なる本市の文化・芸術の振興に

寄与してまいります。 

  また、公益財団法人移行後、３年目を迎えることから、公益財団法人として社

会的に認知されるよう、積極的に情報公開に努めるとともに、公益事業の積極的

な展開を図り、その責任と役割を全うしてまいります。 

文化事業としては、広く市民の心の中に文化・芸術への興味や関心、参加意欲

を高めるため、特に住民参加型事業や青少年育成事業を展開し推進します。 

次に、施設運営においては、利用者の要望や意見を集約し、誰もが安全で安心

に、この施設を利用できるよう良好な環境維持に努めます。 

また、下松市文化会館は、文化施設と商業施設が隣接した「下松タウンセンタ

ー」という全国的にも稀少かつ恵まれたコミュニティの中にあります。今後も、

商業施設と連携して一体となった事業の展開を図るとことで、文化会館を含めた

下松タウンセンターの活性化に努めます。 

 

２ 公益目的事業 

（１）主催公演等 

市民文化の向上と文化の薫り高いまちづくりを基本理念に、本市における芸

術文化団体、地域との相互連携を図り、より多彩な事業を市民や団体と協働で

実施し、市民が文化にふれる機会を提供します。 

 

①文化芸術の鑑賞の機会を提供するコンサート等の開催 

   音楽、演劇、芸能等様々なジャンルの舞台芸術の鑑賞機会を提供します。 

○平成 27 年 10 月 2 日 ＨＹコンサート 

○平成 27 年 11 月 13 日 由紀さおり・安田祥子童謡コンサート 

○平成 27 年 9 月～平成 28 年 1 月 宝くじ文化公演  「桂文枝独演会」（予定） 

宝くじの助成事業として実施。 

    

②ハート・フロアーでのミニコンサート等の開催 

  日常のわずかな時間でも市民の皆様に文化を感じていただけるよう、ハー    

 ト・フロアー（市民ロビー）において、気軽に参加できるミニコンサートを

月に１回程度開催します。また、季節の行事として、市内の幼稚園・保育園

の園児による七夕飾りやクリスマス飾りなどの展示を行います。 
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③青少年育成のための文化活動 

舞台芸術を無料で鑑賞する機会やダンスコンテストで舞台に立つ機会を 

提供することにより、子ども達の豊かな感性や創造力を育み、かつ青少年期 

から文化・芸術に親しむ土壌作りに努めます。 

   ○平成 27年 4月 26日 KRY DANCE EVOLUTION in スターピア 

    県内の小学生から高校生を対象としたダンスコンテスト。ＫＲＹ山口放送

との共催で実施。 

   ○平成 27年 11月 27日 スターピアくだまつ青少年育成事業 

               劇団四季こころの劇場 ミュージカル鑑賞会 

    市内の小学生（高学年）を対象に舞台芸術鑑賞会を無料で開催。 

      ○平成 27年 12月 23日 KRYクリスマスこどもフェスタ 2015 

    親子 2,000名を招待し、クリスマスコンサートやマジックショー等を実施。

お子様には、お菓子の詰め合わせをプレゼント。ＫＲＹ山口放送との共催 

で実施。 

    

④本物の楽器等芸術を体験する機会の提供 

    音楽をより身近に感じてもらうため、大ホールのドイツ製スタインウェイ

ピアノを自由に弾く会を開催します。 

   ○平成 27年 8月 21日～23日 第 23回スタインウェイを弾く会 

     

（２）文化団体等支援事業 

市民の文化活動の活発化と発展を図るため、下松市内を中心に活動する地 

域の文化団体等が実施する文化振興活動を支援します。 

   

  ①（公財）美育文化協会の活動支援 

○平成 27年 9月 11日～15日 第 45回世界児童画展山口県展 

国内及び海外から応募された子供たちの絵画作品の内、入選等の作品約 

300点を展示し、その会場利用料を助成。 

 

②地元劇団「市民劇団キラリ☆≡」（演劇大学実行委員会）の活動支援 

○平成 27年 12月下旬 演劇大学 inくだまつ 

国内外で活躍する演出家を講師に迎え、演劇に関する短期集中セミナーや 

ワークショップを開催し、その会場利用料を助成。 

 

  ③下松市文化協会の活動支援 

   ○平成 28年 3月 20日 文化ジョイント 2015 下松市文化協会邦楽連盟 

              第 55回下松市民邦楽祭 

    下松市民邦楽祭を展示ホールで開催し、その会場利用料を助成。 
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  ④下松市吹奏楽団の活動支援 

   年間を通じて、下松市吹奏楽団の練習会場としてリハーサル室を確保し、そ

の会場利用料を助成。 

 

（３）芸術家（作家）活動支援事業 

市内で活躍する芸術家（作家）の創作活動の発表に対する助成事業を実施 

します。 

  ○平成 27年 9月 20日～27日 平成 27年度芸術家(作家)活動支援事業 

公募により選定された芸術家（作家）の創作作品の展示会を約８日間にわた 

り展示ホールで開催し、その会場利用料を助成。 

 

（４）施設貸与 

   地域住民の文化活動の場を提供するため、施設を貸与することにより地域文

化の振興を図ります。また、当財団が施設を利用し主催公演を行うことで、市

民に文化芸術の鑑賞の機会を提供します。 

 

（５）その他 

   自主文化事業の参加者の増加と財団事業の円滑な推進には、財団会員の増加 

が不可欠です。現在の会員制度を見直すとともに、会員特約施設と連携、協調 

することで、会員特典を更に充実させ、減少傾向にある財団会員の増加を図り 

ます。また、市民の声を自主文化事業の企画や運営に反映させるため、公演時 

にアンケートを実施します。 

 

３ 収益目的事業 

  施設の貸館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ます。また、会員のつどいや地域団体と文化に関する共

催事業を実施することにより、会員サービスの充実を図るとともに、地域住民へ

文化芸術の鑑賞の機会を提供し地域文化の振興を図ります。 

  これらの事業から得た収益は、公益目的事業のさらなる充実を図るために活用

します。 

 

（１）文化施設貸与事業 

    文化施設の効率的な管理運営を図るため、公益目的外で地域の団体及び個

人等へ施設を貸与します。 

  

（２）会員のつどい及び共催事業 

    会員のための文化事業を開催し、無料招待で鑑賞の機会を提供します。 

    地域団体と文化事業を共催することにより、地域住民へ鑑賞の機会を提供

します。 
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○日程未定 平成 27年度会員のつどい 内容未定 

 スターピアくだまつの会員特典事業として、講演会やコンサートを実施。 

○平成 27年 11月 23日 第 15回下松市中小企業勤労者フェスタ 

下松市中小企業勤労福祉協議会との共催により、歌謡ショーや漫談などの 

公演を実施。 

 

 （３）物品販売等事業 

    施設利用者の利便性を図るため、県内各地の公演チケットを受託販売する 

ほか、文化事業に伴うＣＤ、グッズ等の物品販売及び飲料サービス等を業者

に委託し、手数料を徴収します。 

 

４ その他 

 （１）防災対策 

    下松市文化健康センター内において防災会議を定期的に開催し、防災・危

機管理マニュアルの整備や防災訓練の計画を立案、実施することで、緊急時

の対応を習得し、万一の場合でも冷静に対応できる体制を作り、利用者に安

全で安心な施設環境を提供します。さらに、利用者にも防災意識を高めてい

ただくため、災害時の対応について催物の打合せの際に説明を行うなどの啓

発に努めます。また、災害時、利用者を避難誘導する際に必要とされるメガ

ホンを館内の主要場所に設置するなどの安全対策を講じます。 

下松タウンセンターにおいては、構成する各組織と相互に連携を取りなが

ら定期的に防災訓練を実施し、災害発生時の対応、措置等についてより綿密

な計画書の整備に活かすよう努め、下松タウンセンター自主防災組織の充実

を図ります。 

 

（２）運営改善 

平成２５年に実施した市民アンケート調査の結果から明らかになった問

題点や課題について、各係が現状をより改善、充実させるための具体策を検

討し、改善の取り組みを進めています。今後も、常に市民の声に耳を傾け、

市民の目線に立った施設の管理運営に努め、心のこもった丁寧なサービスと

安全で安心かつ快適な施設の提供を目指します。 

さらに、これまで掲げてきた「最小の経費で最大の利用者満足度」を基本

に、職員一人一人がローコスト化、コストカット意識を持ち、省エネルギー

対策・業務委託の内容見直し等の全体的なコスト削減と指定管理料の有効活

用に努めます。 

   

（３）施設改修計画 

     経費を抑えつつ利用者の利便性、安全性の向上を考慮した効果的な改修

を計画し、工事期間中の閉館等による利用者への影響を最小限に抑えるよ
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う実施時期や期間において、下松市及び下松市教育委員会と協議し、改修

を進めます。また、ホール関係の改修工事が完了した際は、改修の成果を

市民にＰＲするため、照明や音響機材の舞台演出技術を駆使したバックス

テージツアーなどのイベントを企画します。 

  

 （４）職員研修 

公立文化施設協会や文化庁等が実施する各種研修会に積極的に参加させ、

経験を積ませることで専門知識を有する人材育成を図ります。会館の業務は

サービス業であることを常に意識し、接遇研修等を継続して実施することで、

利用者の立場を尊重し、親切かつ丁寧な応対を心掛けることができるよう努

めます。 

これらの研修を通して、知識や能力の習得と役割認識を醸成し、仕事に対

する責任と自覚ある行動を取れるプロ意識の高い職員の育成に努めます。 
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平成２７年度公益財団法人下松市文化振興財団 

自主文化事業計画 
 

開催日 事業･行事名 内    容 

4月 26日（日） 
ＫＲＹ ＤＡＮＣＥ  

ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ｉｎ スターピア 

4回目となる県内の小学生から高校生を対

象としたダンスコンテスト。今回から、当コ

ンテストへの参加者の裾野を広げるため、レ

ベルを問わず、ダンスが好きで踊ることに興

味があればエントリーできる「ENJOY DANCE 

部門」を新設。夢を持つことの大切さや参加

者同士の交流を目的としたイベント。 

ＫＲＹ山口放送との共催。 

8月 21日（金） 

 ～23日（日） 
第 23回スタインウェイを弾く会 

開館以来、大ホールのスタインウェイを一

般開放し自由に弾いていただく会を開催。 

毎年、県内各地から約 100名の参加がある。 

9月 11日（金） 

 ～15日（火） 
第 45回世界児童画展山口県展 

国内及び海外約 28カ国から応募された子供

たちの絵画作品約 15万点の内、入選等の作品

約 300点を展示。 

（公財）美育文化協会との共催。 

9月 20日（日） 

 ～27日（日） 

 

平成 27年度芸術家(作家)活動支援事業 

（○○ ○○展） 

地域文化の振興と活性化を図るため、市内

で活躍されている作家の創作活動の発表に対

して助成、支援するとともに、その作品を広

く市民の皆様に鑑賞いただくことで、市民の

文化向上に資することを目的とした事業。 

公募し、選定された作家の展示会を約 8 日

間にわたり展示ホールにて開催。 

 

10月 2日（金） 

 

 

ＨＹコンサート 

 

今年デビュー15 周年を迎え、更なる音楽活

動を展開していく人気グループＨＹのコンサ

ートを昨年に引き続き開催。 

キャンディープロモーションとの共催。 

11月 13日（金） 由紀さおり・安田祥子童謡コンサート 

“これから生きる子ども達に美しい日本の

歌を伝えていきたい”という二人の思いから

始まった童謡コンサート。歌い継がれる日本

の歌や愛唱歌を息の合った二人の歌声でお届

けする 10年ぶりの下松公演。 

11月 23日（月） 第 15回下松市中小企業勤労者フェスタ 
下松市中小企業勤労福祉協議会との共催に

よる公演。 

11月 27日（金） 

 

スターピアくだまつ青少年育成事業 

“劇団四季こころの劇場” 

 

未来を担う子ども達の豊かな情操を育むた

め、市内の小学校高学年(一部全校)児童を対

象に劇団四季ファミリーミュージカルの鑑賞

会を無料にて開催。 
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開催日 事業・行事名 内    容 

12月 23日（水） ＫＲＹクリスマスこどもフェスタ 2015 

毎年大好評のクリスマスイベント。 

親子 2,000 名をご招待し、クリスマスミニコ

ンサート・おたのしみ抽選会・演劇等を実施。

お子様には、お菓子の詰め合せもプレゼント。  

ＫＲＹ山口放送との共催。 

日程未定 

（9月～1月） 

宝くじ文化公演 

「桂文枝独演会」（予定） 

桂文枝による独演会。 

＊宝くじの助成事業。 

12月下旬 演劇大学ｉｎくだまつ 
昨年度に引き続き、文化庁、(一社)日本演 

出者協会主催による演出家・俳優養成セミナ

ーを開催。演劇大学実行委員会との共催。 

3月 20日(日) 

文化ジョイント 2015 

下松市文化協会邦楽連盟 

第 55回下松市民邦楽祭 

文化団体等支援事業の一環として、下松市

文化協会の活動を支援。 

今年度は下松市文化協会邦楽連盟との共催

で下松市民邦楽祭を展示ホールにて開催。 

1月～3月 
平成 27年度会員のつどい 

内容未定 

スターピアくだまつの会員特典事業。 

コンサートや講演会等を実施予定。会員様

を無料ご招待。 

随 時 その他事業 

ポップス系のコンサートをはじめとする、

幅広い年齢層に楽しんでいただける催物を検

討中。 

 

年 間 

 

ハート・フロアー事業 
＊ハート・フロアーコンサート 

＊市内保育園、幼稚園児の作品展示 

ハート・フロアーにて、定期的にフロアー

コンサートを開催。年 2 回、市内保育園、幼

稚園児の作品を用いた展示を開催予定。 

年 間 下松市吹奏楽団活動支援 

文化団体等支援事業の一環として、下松市

吹奏楽団の活動を支援。リハーサル室の会場

利用料を援助。 

 


