令和３年度公益財団法人下松市文化振興財団事業計画書

１

令和３年度基本方針
新型コロナウイルス感染症の流行は、いまだ収束の兆しが見えず、先行
きは不透明な状況です。本年度以降の文化事業については、いわゆるコロ
ナ前のような事業運営を図るには困難が予想されます。しかしながら、こ
のような危機的状況下においても、文化芸術の灯を絶やさぬよう、文化の
発信と交流の拠点施設としての役割を果たすべく、感染拡大防止ガイドラ
インに則った予防対策に万全を期し、市民の皆様に安全で安心な環境の中
で、文化芸術の鑑賞機会と文化活動及び発表の場を提供できるよう努めて
まいります。
また、長引くコロナ禍の影響で、地域の文化活動の衰退が深刻化してお
ります。さらに、有名アーティストによるライブ配信等、新しいエンター
テイメントの確立により、劇場の客離れが懸念されます。コロナ後を見据
え、地域の文化活動の再興とお客様に生の舞台に出会う素晴らしさを再認
識していただき、安心して文化芸術を楽しむことができる体制を整えます。
次に、本市に限らず全国的に文化団体の高齢化が進み、文化の継承者が
育成されていない中、早期文化教育の必要性が増していると考えます。地
域に根差した伝統芸能の体験や文化芸術に触れる機会を提供するため、教
育機関において、下松市文化協会及び地域文化団体による出張公演や出前
講座等の実現に向けた準備に取り組みます。
さらに、親子を対象にした事業を数多く企画・提供するとともに、鑑賞
型事業のチケット親子割引等を適用することで、催し物への参加促進を図
り、子ども達の豊かな感性と想像力を育んでまいります。
また、少子高齢化が進む中、高齢者の文化芸術への参加意欲を高め、活
動の場を創出することが、地域の文化活動の振興に寄与すると考えること
から、鑑賞型事業のチケット割引適用や高齢者の文化サークル活動への助
成など有効な施策を検討します。
市民の誰もが公平に文化芸術に親しむことができるよう、地域文化団体
等の協力のもと保育園、幼稚園、介護施設等への訪問コンサートを実施し、
ホール以外の場における文化事業の展開を図ります。
市民の文化活動の発表及び参加の場をより多く提供できるよう、引き続
きハート・フロアーコンサート、ワークショップ及び住民参加型事業を積
極的に展開し、文化による市民交流の促進と下松市における文化芸術の振
興を図ります。
隣接する商業施設においては、催事スペースを活用したワークショップ
や作品展示等を企画し、買い物ついでに気軽に文化芸術に親しむことがで
きる環境を創出することで、下松タウンセンターが文化の薫り高く、市民
の憩いの場となるよう商業施設と連携を深めてまいります。
施設の管理運営については、今後も安全面の向上とランニングコスト削

減を推進し、引き続きコロナウイルス感染予防対策を講じつつ、安全で安
心な施設を提供できるよう、良好な環境維持に努めてまいります。
最後に、下松タウンセンターを構成する各社との協同・連携による事業
展開を図り、賑わいを創出するとともに、とりわけ防災面においては下松
タウンセンターが安全で安心な施設として市民に位置づけられるよう積極
的に行政と連動し、自主防災組織の一層の機能強化に努めることで、下松
タウンセンターの一員としての役割を果たしてまいります。
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るとともに、多種多彩な事業を
市民協働で実施し、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。
〇令和 3 年 6 月 18 日
『Wacci 47 都道府県ツアー 2020-21』
〇令和 3 年 7 月上旬
『春風亭一之輔 独演会』
〇令和 3 年 7 月 22 日
『柏木広樹&光田健一“二人旅”
アルバム「MAJESTIC」リリース記念ツアー 2021』
○令和 3 年 9 月 4 日
『劇団四季 The Bridge～歌の架け橋～』
〇令和 3 年 10 月下旬
『キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー夢の 3 大バレエ』
〇日程未定
『OWARAI LIVE GIG TOUR
～ライブハウス 『ぺこぱ』へようこそ ピューウ♪～』
○日程未定
『森永康夫ピアノリサイタル ～第 5 回ふるさとコンサート～』
〇日程未定
『室内楽のひととき in スターピア シリーズ VI』
〇日程未定
『宝くじ文化公演（内容未定）』
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、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の幼稚園・保育園、福祉施設等への訪問型コ

ンサートを実施します。さらに、アート展やワークショップの開催等、
展示部門における発表の場としての活用を図ります。加えて、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。この他、コロナ禍で
の新しい生活様式における安全安心に配慮したソーシャルディスタンス
コンサートを実施し、市民の皆様に文化芸術を通じて元気をお届けしま
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、子どもたち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。
○令和 3 年 5 月 22 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。
〇令和 3 年 10 月中旬
『スターピアくだまつ青少年育成事業』
市内の中学生を対象に、和太鼓パフォーマンスチーム「倭」による
学校巡回公演を実施。
○令和 3 年 11 月 14 日
『吹ダン！フェスティバル in スターピア season.4』
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。
○令和 3 年 12 月 25 日
『KRY クリスマスこどもフェスタ 2021』
親子 2,000 名を招待し、クリスマスコンサートや演劇等を実施。お
子様には、お菓子等の詰め合わせをプレゼント。
○令和 4 年 3 月中旬
『増田いずみ 子育て家族のための HAPPY モーツァルト』
下松市出身のオペラ歌手増田いずみの親子で楽しめるクラシックコ
ンサート。
〇日程未定
『第 5 回親子で楽しむジャズコンサート』
バンドの演奏に朗読や子ども達のダンス等を取り入れた親子で楽し
めるジャズコンサート。
④本物の楽器等芸術を体験する機会の提供
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。また、音楽をより身近に感じ
ていただくため、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。
○令和 3 年 8 月 22 日
『スターピアくだまつ バックステージツアー2021』

○令和 4 年 1 月 14 日～16 日
『第 29 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。
①NPO 法人子ども劇場くだまつ
〇令和 3 年 7 月上旬
『NPO 法人子ども劇場くだまつ 創立 30 周年記念（仮）
人形劇 エルマーの冒険』
NPO 法人子ども劇場くだまつの創立 30 周年を記念し、人形劇を上演
するにあたり、その会場利用料を助成。
②（公財）美育文化協会の活動支援
○令和 3 年 9 月 10 日～14 日
『第 51 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ども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。
③下松市文化協会の活動支援
○令和 3 年 11 月 20 日～21 日
『文化ジョイント 2021 下松市文化協会創立 70 周年記念事業』
下松市文化協会の創立記念事業を全館で開催し、その会場利用料を
助成。
④切山歌舞伎保存会
〇令和 3 年 11 月 28 日
『伝統をつなぐ 島田人形浄瑠璃芝居・切山歌舞伎 共演』
下松市の切山歌舞伎と光市の島田人形浄瑠璃芝居による公演を実施
するにあたり、その会場利用料を助成。
⑤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。
○令和 3 年 9 月中旬～下旬
『令和 3 年度芸術家(作家)活動支援事業』
公募により選考された芸術家（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。当事業への参加促進を図るた

め、応募資格をはじめ、助成内容等の検討を継続して行います。
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した令和 2
年度支援対象者「デジタルアート版画作家 小林功於」の個展を実施。
（４）施設貸与
地域住民の文化活動の場として、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サービス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
設との連携を強化し、相互の公演の PR やチケット販売促進に努めます。
この他、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。
○令和 3 年 7 月 4 日
『令和 3 年度会員のつどい アレッサンドロ・カルボナーレ（クラリ
ネット）& 黒田亜樹（ピアノ）』
スターピアくだまつの会員特典事業として実施。
○令和 3 年 11 月 23 日
『第 20 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
等の公演を実施。

（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
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。訓練により職員一人ひとりが的確な
状況判断と行動ができるよう防災スキルの向上を図ります。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。
近年、地震や台風、豪雨等による自然災害の多発に加え新型コロナウ
イルス等伝染性の感染症の蔓延に対し、公の施設として市民の安全を確
保するため、緊急避難所の開設や感染予防について、関係機関と連携し、
防災対策を講じます。
また、下松タウンセンターを構成する各団体と共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
ルの更新を行うことで、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。
このほか、不特定多数の方が利用する施設である文化会館が、テロの
標的となることを想定したテロ対策訓練や不審者侵入時の対応訓練を下
松警察署と共同で計画、実施します。
（２）運営改善
利用率向上を図るため、ホームページ等を活用し、施設の PR に努めま
す。また、会場利用料及びチケットの支払い方法について、消費市場に
おいて急速にサービス規模が拡大し、普及しているキャッシュレス決済
の導入を検討します。
このほか、動画共有サイト YouTube の活用は、若年層の文化芸術活動
への参加や文化団体への入会促進を図る上で有効な手法と考えます。近
隣地域及び本市ゆかりの個性ある芸術家や文化サークルによる演奏、創
作活動及びワークショップ等様々な配信内容の研究や動画配信に向けた
環境の整備を検討します。
（３）施設環境保全
平成 30 年に実施した大規模改修工事により、老朽化に伴う改修工事
が概ね完了しました。今後も、常に良好な施設環境維持に努めるため、
突発的な故障に対するリスク管理、バックアップ体制の確立と備品の経
年劣化、機能劣化を適切に判断し更新スケジュールを作成する等、先を
見据えた修繕計画を下松市へ継続的に提案していきます。
また、新型コロナウイルス感染症予防対策として、職員による施設・

設備の消毒、利用者への施設利用時の換気や手指消毒の徹底等、安全面、
衛生面への取組みを強化した施設管理に努めます。
（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、職場内においても業務の遂行に必要な専門的知識・技術の習得
や接遇研修を実施し、職員一人ひとりの成長を促し、実践力向上を図り
組織力強化に努めます。
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、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。

令和３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

5/22(土)

6/18(金)

7/4(日)

事業･行事名

内

★0 才からのジャズコンサート

Wacci 47 都道府県ツアー

2020-21

容

ニューヨークで活躍するピアニスト、クニ三上に
よる赤ちゃんから大人まで楽しめるジャズコンサ
ート。
オフィスヨコタとの共催。
現在人気上昇中のバンド“wacci”の全国ツアー。

現在、サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦
令和 3 年度会員のつどい
楽団の首席クラリネット奏者を務める“アレッサン
アレッサンドロ・カルボナーレ
ドロ・カルボナーレ”と世界各国で活躍するピアニ
（クラリネット）& 黒田亜樹（ピアノ）
スト“黒田亜樹”のコンサート。会員様無料ご招待。

7 月上旬

春風亭一之輔 独演会

7 月上旬

NPO 法人子ども劇場くだまつ
創立 30 周年記念（仮）
人形劇 エルマーの冒険

7/22(木)

★柏木広樹&光田健一“二人旅”
ｱﾙﾊﾞﾑ「MAJESTIC」ﾘﾘｰｽ記念ﾂｱｰ 2021

8/22(日)

スターピアくだまつ
バックステージツアー2021

9/4(土)

★劇団四季
The Bridge ～歌の架け橋～

9/10(金)
～14(火)

第 51 回世界児童画展山口県展

9 月中旬
～下旬

★令和 3 年度
芸術家(作家)活動支援事業
小林功於 個展

10 月中旬

青少年育成事業
和太鼓パフォーマンスチーム「倭」
による市内中学校巡回公演

10 月下旬

★キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー夢の 3 大バレエ

11/14(日)

吹ダン！フェスティバル
in スターピア season.4

11/20(土)
～21(日)

文化ジョイント 2021
下松市文化協会創立 70 周年記念事業

落語家 春風亭一之輔の独演会を開催。
yab 山口朝日放送との共催。
文化団体等支援事業の一環として、NPO 法人子ど
も劇場くだまつの活動を支援。「人形劇 エルマー
の冒険」を上演。
チェリスト柏木広樹とピアニスト&シンガーソン
グライター光田健一によるコンサート。
キャンディープロモーションとの共催。
スターピアくだまつの舞台業務を体験できる教
室を開催。
劇団四季の新作「The Bridge～歌の架け橋～」
を上演。
KRY 山口放送との共催。
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
ら応募された子どもたちの絵画作品約 10 万点の内、
入選等の作品約 300 点を展示。
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。デジタルアート版画作家「小林功於」
の個展を展示ホールにおいて開催。
未来を担う子ども達の豊かな情操を育むため、市
内の中学生を対象に生の舞台芸術鑑賞会（巡回公
演）を開催。
バレエ界に燦然と輝くクラシックバレエの名作
を名場面集で一挙上演。
KRY 山口放送との共催。
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。
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。下松市文化協会創立 70 周年記念
事業を全館において開催。

開催日

事業・行事名

11/23(火)

第 20 回下松市中小企業勤労者フェスタ

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。

文化団体等支援事業の一環として、切山歌舞伎保
★伝統をつなぐ
11/28(日)
存会の活動を支援。切山歌舞伎と光市の島田人形浄
島田人形浄瑠璃芝居・切山歌舞伎 共演
瑠璃芝居の共演。
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
12/25(土)
KRY クリスマスこどもフェスタ 2021
ート・おたのしみ抽選会・演劇等を実施。お子様に
は、お菓子の詰め合せをプレゼント。
KRY 山口放送との共催。
開館以来実施している大ホールのスタインウェ
1/14(金)
第 29 回スタインウェイを弾く会
イピアノを一般に開放し、自由に弾いていただく
～16(日)
会。
下松市出身のオペラ歌手増田いずみの親子で楽
★増田いずみ 子育て家族のための
しめるクラシックコンサート。
3 月中旬
HAPPY モーツァルト
子育て家族のための HAPPY モーツァルト実行委員
会との共催。
OWARAI LIVE GIG TOUR
お笑い人気タレント「ぺこぱ」を中心としたお笑
日程未定
～ライブハウス
いライブ。
『ぺこぱ』へようこそ ピューウ♪～
KRY 山口放送との共催。
下松市出身のピアニスト森永康夫のピアノリサ
森永康夫ピアノリサイタル
日程未定
イタルを開催。
～第 5 回ふるさとコンサート～
森永康夫ピアノリサイタル実行委員会との共催。

日程未定

室内楽のひととき in スターピア
シリーズ VI

日程未定

第 5 回親子で楽しむジャズコンサート

日程未定

宝くじ文化公演

随

年

年

時

間

間

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

下松市出身のヴァイオリニスト相本朋子を中心
とした室内楽のコンサート。
室内楽のひととき in スターピア実行委員会との
共催。
バンドの演奏に朗読や子ども達のダンス等を取
り入れた親子で楽しめるジャズコンサート。
ミュージック＆ダンス親子の会との共催。
宝くじ助成事業。内容未定。
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。

＊文化芸術体験ワークショップ

ハート・フロアーにおいて、定期的にフロアーコ
ンサートの開催や、市内保育園、幼稚園児等の作品
を展示。また、文化協会加盟団体等による文化芸術
体験ワークショップを実施。

アウトリーチ事業
＊訪問コンサート

地域文化団体等による市内幼稚園、保育園、福祉
施設への訪問コンサートを実施。

＊市内保育園、幼稚園児の作品展示

文化団体等支援事業の一環として、下松市吹奏楽
年 間
下松市吹奏楽団活動支援
団の活動を支援。
リハーサル室の会場利用料を助成。
コロナ禍での新しい生活様式における安全安心
ソーシャルディスタンスコンサート
に配慮したコンサートを企画することで、市内文化
臨 時
団体等の活動の成果を発表する場を提供するとと
ハートフル💛コンサート
もに、市民の皆様に文化芸術を通じて元気をお届け
することを目的とした事業。
※★の公演については、令和 2 年度中に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大
に伴い、令和 3 年度に延期するものです。
※ハート・フロアーコンサート及びアウトリーチ事業については、新型コロナウイルス感染症の収束
後に再開します。

