
 

平成３０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３０年度基本方針 

本年度は、スターピアくだまつ開館２５周年を迎えます。周年記念事業

の実施を前に大規模改修工事を完了させ、９月のリニューアルオープンに

向け準備を進めます。 

 文化事業については、開館２５周年の記念の年にふさわしい事業を展開 

し、文化芸術の鑑賞機会の提供を図ります。また、市民の皆様の文化芸術 

への興味や関心、参加意欲を高めるため、引き続き青少年育成事業や住民 

参加型事業を実施します。さらに、現在まで守り伝えられてきた地域の伝 

統文化の継承や発展に寄与すべく、環境づくりに努めます。 

次に、平成２４年度から計画的に進めてきました文化会館長期改修工事 

は、最終段階に入り、本年３月から８月までの半年間に渡る大規模改修工 

事をもって概ね完了します。開館以来初となる長期休館を伴う改修工事を 

円滑に進めるため、関連施設や団体との連携を図り、調整役に努めます。 

 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。また、下松市文化会館大規模改修工事後のリニューアルオープンイ 

ベントを実施します。内容は、本市の文化活動の象徴として広く市民に 

親しまれている「吹奏楽」と「童謡」に焦点を当て、その中心的な活動 

団体である下松市吹奏楽団と星のふるまち市民合唱団によるコンサート 

です。 

○平成 30年 9 月 2日  

『スターピアくだまつリニューアルオープンイベント  

吹奏楽と合唱の祭典』 

○平成 30年 9 月上旬   

『スターピアくだまつ名曲シリーズⅩⅤ 読売日本交響楽団演奏会』 

 

 



 

○平成 30年 9 月 20日 

      『劇団四季ミュージカル ソング＆ダンス６５』 

○平成 31年 1 月 26日 

      『室内楽のひととき ｉｎ スターピア シリーズⅢ』 

○日程未定 

      『森永康夫ピアノリサイタル 第２回ふるさとコンサート』 

○日程未定  

      『ＮＨＫ全国公開録画』 

○日程未定 

      『宝くじ文化公演 落語二人会』 

 

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、更なる展開として、ハート・フロアー出 

演団体を中心とした地域の文化団体による市内保育園、福祉施設等への 

訪問型コンサートを実施します。その他、市内の幼稚園・保育園の園児 

等による作品展を開催します。 

 

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コンテスト等で自ら舞台に立つ機会 

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 30年 11月 11日 

『吹ダン！フェスティバル in スターピア』 

    県内の高校生以下を対象とした吹奏楽とダンスをコラボしたフェス 

ティバル。 

   ○平成 30年 12月 2日 

     『0才からのジャズコンサート』 

    ニューヨークで活躍するジャズピアニストによる親子で楽しめるジ 

ャズコンサート。 

   ○平成 30年 12月 23日  

『ＫＲＹ クリスマスこどもフェスタ 2018』 

    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。 

   ○日程未定  

『スターピアくだまつ青少年育成事業』 

    市内の小学生高学年を対象に、こころの劇場「劇団四季ミュージカ 

ル」の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。 



 

○平成 31年 1 月 18 日～20日 

『第 26 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 30年 9 月 7 日～11日  

『第 48 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花岡歌舞伎の会の活動支援 

   ○平成 30年 10月 28日 

    『花岡歌舞伎 30周年記念公演』 

    花岡歌舞伎の会が創立 30 周年を記念し公演を開催するにあたり、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 30年 11月 24日～25 日  

『文化ジョイント 2018 下松市文化協会美術連盟 

     第 35 回下松美術文化展』  

下松市美術文化展を展示ホールで開催し、その会場利用料を助成。 

 

 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。なお、施設改修工事期間における休館中は、 

ほしらんどくだまつのサルビアホールを練習会場として確保することで 

対応。 

 

（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 30年 9月中旬～下旬 

『平成 30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。これまで以上に、会員特約施設との連携を強化し、 

会員特約施設による会員限定の期間サービス商品の提供の要請や新たな 

特約施設獲得に努め、会員特典の更なる充実を図ります。また、県内の 

公立文化施設の担当者会議において、各館が開設しているホームページ 

上で相互の公演のＰＲを図ることや、会員制度を有する文化会館同士で 

チケットの相互割引を適用する等、チケット販売促進に繋がる効果的な 

手法について積極的に提案をします。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 30年 11 月 23日  

『第 18 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 30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保健センタ 

ーと共同で防災訓練を実施します。緊急時の少人数での対応や劇場とい 

う特殊な空間における避難誘導等、具体的かつ実践的な訓練を積み重ね 

ることで、職員一人ひとりが何をするべきかを的確に判断し行動できる 

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 

平成 29年 4月に施設の利用率向上及び利用料金収入の増加を図るため、 

展示ホールの練習利用料金の新設、利用目的による加算率の改定、施設 

利用取消時の利用料金還付率の改定、備品料金の改定等、下松市文化会 

館利用料金の改正をしました。開館以来、高い施設利用率を維持し続け 

てはいますが、近隣に数多くの同様施設がある中で、他館にはない特色 

と存在感を打ち出すため、今後もこの改正内容を広く周知し、更なる利 

用率の向上を図ります。 

また、利用者の利便性と施設利用効率の向上のため、ホールの空き情 

報を定期的にホームページ等で提供するサービスを新たに始めます。 

この他、より市民に愛され、親しまれる文化会館となるためには、職 

員一人ひとりがスターピアの広告塔となって情報発信をすることが重要 

であると考えます。これを実現するにあたり、本年度も地域密着型の放 

送媒体であるＫビジョンで、職員自らが出演する情報番組を制作し、リ 

ニューアルした施設の紹介や公演のＰＲを行います。 

   

（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します。主な工事内容は、 

外壁改修、内装改修、空調設備改修、照明器具のＬＥＤ化、北側エント 

ランスホール及び大ホールホワイエ天井改修、トイレ改修（便器の洋式 

化）です。工事期間中は、利用者の安全を最優先するため、全館休館し 

ますが、窓口業務は通常どおり行います。 

     

（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の積極的な参加 

を通じて専門性を高め、文化芸術を支える担い手の育成に努めます。 

また、市民に親しまれ、気軽に利用できる身近な文化会館を目指して、 



 

接遇研修等を実施し、親切かつ丁寧な応対を心掛けるよう職員の意識向 

上に努めます。   



 

平成３０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 

（スターピアくだまつ開館２５周年記念事業） 
 

開催日 事業･行事名 内 容 

9月 2日(日) 

スターピアくだまつ 

リニューアルオープンイベント 

吹奏楽と合唱の祭典 

 文化会館改修工事後のリニューアルオープ

ンイベントとして、下松市吹奏楽団と星のふ

るまち市民合唱団によるコンサートを開催。 

9月 7日(金) 

～11日(火) 
第 48回世界児童画展山口県展 

文化団体等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。

（公財）美育文化協会との共催。 

9月上旬 
スターピアくだまつ名曲シリーズⅩⅤ 

読売日本交響楽団演奏会 

日本を代表するオーケストラ「読売日本交

響楽団」の 2年ぶり 15回目の演奏会。 

9月 20日(木) 
劇団四季ミュージカル 

ソング＆ダンス６５ 

劇団四季の代表的なミュージカルナンバー

をメドレーでつづった舞台。ＫＲＹ山口放送

との共催。 

 

9月中旬 

 ～下旬  

 

 

 

平成 30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。 

10月 28日(日） 花岡歌舞伎 30周年記念公演 

文化団体等支援事業の一環として、創立 30

周年を迎える「花岡歌舞伎の会」の活動を支

援。共催により記念公演を開催。 

11月 11日(日） 吹ダン！フェスティバル inスターピア 

山口県内の高校生以下を対象とした「吹奏

楽」と「ダンス」をコラボしたフェスティバ

ル。ＫＲＹ山口放送との共催。 

11月 23日(金） 第 18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 24日(土) 

～25日(日) 

文化ジョイント 2018 

下松市文化協会美術連盟 

第 35回下松美術文化展 

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。下松市文化協会美術

連盟との共催により「下松美術文化展」を展

示ホールにおいて開催。 

12月 2日(日) 0才からのジャズコンサート 

ニューヨークで活躍するジャズピアニスト

による親子で楽しめる本格的なジャズコンサ

ート。0才からのジャズコンサート実行委員会

との共催。 



 

開催日 事業・行事名 内 容 

12月 23日(日） 

 

ＫＲＹクリスマスこどもフェスタ 2018 

 

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。 

1月 18日(金) 

 ～20日(日) 
第 26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。 

1月 26日(土) 
室内楽のひととき inスターピア 

シリーズⅢ 

下松市出身のヴァイオリニスト相本朋子さ

んを中心としたメンバーで室内楽のコンサー

トを開催。 

日程未定 
平成 30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。 

日程未定 

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 

未来を担う子ども達の豊かな情操を育むた

め、市内の小学生高学年を招待し、劇団四季

のミュージカル鑑賞会を開催。 

日程未定 
森永康夫ピアノリサイタル 

～第 2回ふるさとコンサート～ 

下松市出身のピアニスト森永康夫さんのピ

アノリサイタルを開催。 

日程未定 
ＮＨＫ全国公開録画 

（内容未定） 
ＮＨＫの全国公開録画。 

日程未定 
宝くじ文化公演 

（落語二人会） 

春風亭昇太＆林家たい平、または、三遊亭

圓楽＆林家たい平の落語二人会。 

＊宝くじの助成事業。 

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開

催予定。 

9月～3月 

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・フロアーにおいて、定期的にフロ

アーコンサートを開催。市内保育園、幼稚園

児等の作品を展示予定。 

年 間 アウトリーチ事業 

ハート・フロアー出演団体を中心とした地

域の文化団体による市内保育園・福祉施設等

への訪問型コンサートを開催。 

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（休館中はサルビアホール）

の会場利用料を助成。 

 


