平成２９年度公益財団法人下松市文化振興財団事業計画書

１

平成２９年度基本方針
本年度は、これまで培ってきた文化事業に関する運営ノウハウを活用す
るとともに、文化芸術の継承を念頭に県内の文化団体と地元の地域伝統芸
能団体との交流が深まるよう環境づくりに努めます。
文化事業については、文化の裾野を広げるため、未来を担う子どもたち
へ舞台芸術の鑑賞機会を提供することで、子どもの豊かな感性と創造力を
育んでまいります。また、広く市民の皆様に文化・芸術への興味や関心、
参加意欲を高めていただくために、引き続き住民参加型事業や青少年育成
事業を中心に展開いたします。
次に、施設運営については、利用者の要望や意見を集約し、誰もが安全
で安心してこの施設を利用できるよう、平成３０年１１月に迎える開館
２５周年までに改修工事を完了するべく努めます。
また、下松市文化会館が、文化・健康・商業が一体となった「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る
ことを最大限に活用し、今後も、商業施設と連携して魅力あるまちづくり
に取り組んでいきます。

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、本市で活動
する芸術文化団体や地域との相互連携を図り、多種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 29 年 8 月 14 日～15 日
『ディズニー・ライブ！ミッキーのフォーエバーマジック！！山口公演』
○平成 29 年 11 月下旬
『青島広志 オーケストラとバレエの愉快なお話（仮）』
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、
地域の文化団体によるミニコンサートを月１回程度開催し、気軽に鑑賞
できる場を提供します。また、市内の幼稚園・保育園の園児等による作
品展を年２回開催します。

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むとともに、
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 29 年 4 月 30 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 29 年 12 月 23 日
『ＫＲＹ クリスマスこどもフェスタ 2017』
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、お菓子等の詰め合わせをプレゼント。KRY 山口
放送との共催で実施。
○日程未定
『スターピアくだまつ青少年育成事業』
こころの劇場「劇団四季ミュージカル」又はクラシックアンサンブ
ル演奏会を開催予定。市内の小学生又は中学生を対象に舞台芸術鑑賞
会を無料で実施。
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。また、舞台芸術の舞台裏を知
る機会を提供するため、舞台設備の準備から操作までの体験ができる教
室を開催します。
○平成 29 年 8 月中旬～下旬
『バックステージツアー（舞台体験教室）』
○平成 29 年 9 月 8 日～10 日
『第 25 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、地域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 29 年 9 月 8 日～12 日
『第 47 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下松市文化協会の活動支援
○平成 29 年 4 月 15 日
『文化ジョイント 2017 下松市文化協会謡曲連盟
第 50 回下松市民謡曲・仕舞発表会』

下松市民謡曲・仕舞発表会を展示ホールで開催し、その会場利用料
を助成。
③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 29 年 9 月中旬～下旬
『平成 29 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、財団自らが施設を利用し主催公演を
実施することで、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。引き続き、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、自主文化事業のチケット販
売促進に繋がる効果的な手法を研究します。さらに、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。また、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。
○平成 29 年 11 月 23 日
『第 17 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。
○日程未定
『平成 29 年度会員のつどい』
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。
（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
災害発生時に、職員が迅速かつ適切な対応ができるように防災訓練
を実施します。勤務形態により緊急時には少人数での対応が必要なこ
とから、常日頃から起こり得る状況を想定して、職員一人ひとりが何
をするべきかを的確に判断し対応できるように努めます。さらに、利
用者や来館者にも防災意識を高めていただくため、主催者との事前打
合せの際、災害時の対応について協議するとともに利用者向けの防
災・危機管理マニュアルを整備し、啓発に努めます。
また、下松タウンセンターを構成する各団体と合同で防災訓練を実
施し、その反省点を基に、災害発生時の連携や連絡網についてのマニ
ュアルの改善を行うことで、下松タウンセンター自主防災組織のさら
なる強化を図ります。
（２）運営改善
イベントの際のアンケートや施設利用者の要望等から、運営上の問
題点や課題を把握して、改善を図ります。今後も、常に市民の声に耳
を傾け、心のこもったおもてなしと安全で安心な利便性のよい施設の
提供を目指します。
また、舞台設備操作では、安全第一をスローガンに安全確認を徹底
し、かつ施設・設備に関する知識を深めることにより、安全管理教育
に努めます。
さらに、
「最小の経費で最大の利用者満足度」を目指して、職員一人
ひとりがコストカット意識を持って、省エネルギー対策や業務委託の

内容を見直す等、全体的な経費削減と指定管理料の有効活用に努めま
す。
（３）施設改修
会館全体のリニューアルを含めた大規模改修工事を平成３０年３月
１日から平成３０年８月３１日までの期間で実施する予定です。工事
期間中は、利用者の安全を最優先するため、全館休館することとして
おります。利用される市民の皆様への影響を最小限に抑えられるよう、
事前の周知や近隣他施設への利用案内などを行い、スムーズな対応に
努めます。
（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へ積極的に出席
し、その成果を職員が職場で活用して専門知識の共有を図り、文化芸
術を支える担い手の育成に努めます。
また、利用者にとって親しみやすい文化会館を目指して、接遇研修
を実施するとともに、危機管理能力及び職務遂行能力を高めるための
意識改革研修を行い、事業目標を達成できるよう努めます。

平成 29 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

4 月 15 日(土）

4 月 30 日(日)

事業･行事名

文化ジョイント 2017
下松市文化協会謡曲連盟
第 50 回下松市民謡曲・仕舞発表会

ＫＲＹ ＤＡＮＣＥ
ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ｉｎ スターピア

内

容

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
協会謡曲連盟との共催により「下松市民謡
曲・仕舞発表会」を展示ホールにおいて開催。
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。技術を競い合うだけでなく、
ゲストアーティストとの触れ合いを通して、
夢を持つことの大切さや楽しさを感じられる
イベント。ＫＲＹ山口放送との共催。

8 月 14 日(月)
～15 日(火)

ディズニー・ライブ！
ミッキーのフォーエバーマジック！！
山口公演

ディズニーのストーリー、キャラクター、
そして音楽が最新の舞台技術で紹介される良
質のライブエンターテイメント。親子でキャ
ラクターと一緒に歌ったり踊ったりしながら
子供も大人も楽しめる公演。
ＫＲＹ山口放送との共催。

8 月中旬～下旬

バックステージツアー
（舞台体験教室）

舞台芸術の舞台裏を知る機会を提供するた
め、舞台設備の準備から操作までの体験がで
きる教室を開催。

第 25 回スタインウェイを弾く会

開館以来実施している大ホールのスタイン
ウェイピアノを一般に開放し自由に弾いてい
ただく会。

第 47 回世界児童画展山口県展

文化団体等活動支援事業の一環として、
（公
財）美育文化協会の活動を支援。国内及び海
外約 30 カ国から応募された子供たちの絵画作
品約 10 万点の内、入選等の作品約 300 点を展
示。

平成 29 年度芸術家(作家)活動支援事業

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。
選定された作家の展示会を展示ホールにお
いて開催。

9 月 8 日(金)
～10 日(日)

9 月 8 日(金)
～12 日(火)

9 月中旬～下旬

開催日

事業･行事名

11 月 23 日（木） 第 17 回下松市中小企業勤労者フェスタ

11 月下旬

12 月 23 日（土）

日程未定

内

容

下松市中小企業勤労福祉協議会との共催に
よる公演。

青島広志の楽しいトークとシアターオーケ
ストラトーキョーの室内合奏団による演奏で
青島広志
バレエの名曲とともに地元バレエ団の踊りを
オーケストラとバレエの愉快なお話（仮）
交えながらお届けする、観て聴いて楽しめる
コンサート。
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
ＫＲＹクリスマスこどもフェスタ 2017
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。
未来を担う子ども達の豊かな情操を育むた
め、市内の小学生又は中学生を対象に生の舞
スターピアくだまつ青少年育成事業
台芸術鑑賞会を無料により開催。
内容未定

＊こころの劇場「劇団四季ミュージカル」又は
「クラシックアンサンブル演奏会」を実施予定。

日程未定

随

時

年

間

平成 29 年度会員のつどい
内容未定

その他事業
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

年

間

下松市吹奏楽団活動支援

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。
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開
催予定。
ハート・フロアーにおいて、定期的にフロ
アーコンサートを開催。年２回、市内保育園、
幼稚園児等の作品を展示予定。
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助成。

