公益財団法人下松市文化振興財団

平成２６年度事業計画

１ 平成２６年度基本方針
当財団は、山口県知事から公益財団法人の認定を受け、平成２５年４月１日か
ら「公益財団法人下松市文化振興財団」として新たにスタートを切りました。本
年度も、公益財団法人として公益目的事業の適正な実施による公益の確保を図る
べく、公益事業運営を推進し、職員一丸となって公益財団法人としての責任と役
割を全うしてまいります。
下松市文化会館が公の施設であることを常に念頭に置き、市民の交流の場とし
て誰もが気軽に利用できる環境づくりを目指し、市民に「親しまれ・喜ばれ・愛
される」ホールとなるよう努めます。
文化事業としては、市民文化の向上と文化の薫り高いまちづくりを推進するた
め、文化芸術の振興、住民参加型事業や青少年育成事業の推進、文化団体等への
支援等に関する事業を展開します。
次に、施設運営においては、スターピアくだまつ（下松市文化健康センター）
の指定管理者として「最小の経費で最大の利用者満足度」を基本方針に経費節減
を図り、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、アンケート調査等から利用者の要望や意見を集約し、会館運営や施
設の営繕に反映させます。
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、開館以来、商
業施設とも良好な関係を築いています。今後もこの環境を最大限に活かすため、
商業施設と連携して一体となった事業の展開を図るとともに、複合施設ならでは
の新たなサービスの創出ができるよう研究、協議に努めます。
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、音楽、演劇、芸
能等様々なジャンルのイベントを開催し、市民が文化にふれる機会を様々な手
法を持って提供します。開館当初から主要事業として取り組み、数多くの催物
を提供してきた「鑑賞型事業」により、市民の文化･芸術への鑑賞意欲は着実に
高まっているものと考えます。しかし、プロによる有料公演が主体となる「鑑
賞型事業」は、誰もが気軽に参加できるものではなく、いまだに限られた方た
ちの参加にとどまっているように感じます。
下松市文化会館が開館して２０周年を迎えた今、市民の中で高揚している文
化に対する意識をさらに強固なものとするために、今後は、より敷居の低い開
かれた会館を目指します。
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その為には、いわゆる「鑑賞型事業」だけでなく、後述の「ハート・フロア
ーコンサート」に象徴されるように、市民自らが演じる側となって文化・芸術
活動に参加する喜びを感じていただく「住民参加型事業」や生の舞台芸術の無
料鑑賞を通じて未来を担う子どもたちの豊かな情操を育み、文化・芸術への興
味や関心、参加意欲を高め、青少年期から文化に親しむ土壌づくりを目指す「青
少年育成事業」にも重点を置き、これら３事業を主催公演等の主たる事業とし
て展開します。
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
ａ．「ＨＹコンサート HY HAI-SAI GLOCAL TOUR 2014」
・・・平成２６年６月７日（土）
幅広い世代に届く楽曲と親近感溢れるライブ活動で多くのファンを
魅了する人気グループＨＹ のコンサート。キャンディープロモーショ
ンとの共催で実施。
ｂ．
「クリス・ハートコンサート」
・・・平成２６年７月１７日（木）
ハートフルな歌声と見事な歌唱力で人気上昇中のクリス・ハートのコ
ンサート。
ｃ．「宝くじまちの音楽会
南こうせつ with ウー・ファン ～心のうたコンサート～」
・・・平成２６年１１月下旬
南こうせつのヒット曲を中心としたステージと古箏奏者ウー・ファン
並びに地元合唱団との共演によるコンサート。宝くじまちの音楽会の助
成事業として実施。
ｄ．「スターピアくだまつ名曲シリーズⅩⅢ 読売日本交響楽団演奏会」
・・・平成２６年１２月中旬
日本を代表するオーケストラ読売日本交響楽団の１３回目となる下
松公演を開催。
②ハート・フロアーでのミニコンサート及び作品展示の開催
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。
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
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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。
ａ．「ＫＲＹ ＤＡＮＣＥ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ｉｎ スターピア」
・・・平成２６年４月２７日（日）
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。
ｂ．「こころの劇場

劇団四季ファミリーミュージカル鑑賞会（予定）」
・・・平成２６年１０月下旬
市内の小学生（高学年）を対象に生の舞台芸術の鑑賞会を無料で開催。

ｃ．
「下松市制施行７５周年記念受託事業

浅野祥

学校巡回公演（予定）」

・・・日程未定
天才三味線プレーヤーとして国内外で活躍中の浅野祥による、市内全
中学校での巡回公演。
ｄ．「ＫＲＹクリスマスこどもフェスタ２０１４」
・・・ 平成２６年１２月２３日（火）
親子２，０００名を招待し、クリスマスミニコンサート・演劇等を実
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。
ａ．「第２２回スタインウェイを弾く会」
・・・平成２６年８月２２日（金）～２４日（日）
（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。
ａ．「第４４回世界児童画展山口県展」
・・・平成２６年９月１２日（金）～１６日（火）
国内及び海外約３０ヵ国から応募された子供たちの絵画作品約１３
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
共催で実施。
ｂ．「文化ジョイント２０１４

第３５回下松市民吟詠発表会」
・・・平成２６年１１月３０日（日）
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下松市文化協会詩吟連盟９団体による下松市民吟詠大会を展示ホー
ルにおいて開催。下松市文化協会とのジョイント企画として実施。
ｃ．「演劇大学ｉｎくだまつの計画・開催」
・・・日程未定
平成２５年３月に発足した「市民劇団キラリ☆≡」等と共同で新進演
出家の養成や地元演劇団体及び団員の交流を目的とした事業を計画。劇
団の活動を推進し、次代の人材育成を図るべく、ベテラン演出家による
講座やワークショップを開催する事業に対し助成。
ｄ．「下松市吹奏楽団活動支援」
年間を通して練習場（リハーサル室）を確保し、その会場利用料を援
助。
ｅ．「降松星太鼓活動支援」
発足２０周年を迎える「降松星太鼓保存会」の記念演奏会への参画と
支援。
（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。
ａ．「平成２６年度芸術家（作家）活動支援事業」
・・・平成２６年９月２０日（土）～２８日（日）
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９日間
にわたり展示ホールにおいて開催。
（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
自主事業の参加者の増加と財団事業の円滑な推進のため、財団会員の増加を
図ります。また、市民の声を自主事業の企画や運営に反映させるため、自主文
化事業の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
- 4 -

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。
ａ．
「平成２６年度会員のつどい（内容未定）」
・・・日程未定
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。
ｂ．「第１４回下松市中小企業勤労者フェスタ」
・・・平成２６年１１月２３日（日）
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、防災会議を立ち上げ、防災・危機管
理マニュアルの整備を推進し、計画的に防災訓練や講習会を実施することで、
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。
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。
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（２）運営改善
昨年度実施した市民アンケートの結果を基に改善計画を作成し、市民の
目線に立った施設の管理運営に努めます。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
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。
（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、一過性のものとせず、常に高い意識レベルで接客を心掛けることが
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 26 年度自主文化事業計画
開催日

4 月 27 日（日）

6 月 7 日（土）

7 月 17 日（木）

8 月 22 日（金）
～24 日（日）

9 月 12 日（金）
～16 日（火）

事業･行事名

内

ＫＲＹ ＤＡＮＣＥ
ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ｉｎ スターピア

ＨＹコンサート
HY HAI－SAI GLOCAL TOUR 2014

クリス・ハートコンサート

昨年の紅白歌合戦にも出場し、ハートフル
な歌声と見事な歌唱力で人気上昇中のクリ
ス・ハートのコンサート。

第２２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。

第４４回世界児童画展山口県展

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 13 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。

平成２６年度青少年育成事業

11 月 23 日（日） 第１４回下松市中小企業勤労者フェスタ

11 月 30 日（日）

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。
幅広い世代に届く楽曲と親近感溢れるライ
ブ活動で多くのファンを魅了する人気グルー
プＨＹのコンサート。
キャンディープロモーションとの共催。

下松市制施行 75 周年記念
9 月 20 日（土）
平成２６年度芸術家(作家)活動支援事業
～28 日（日）
（○○ ○○展）

10 月下旬

容

文化ジョイント２０１４
下松市文化協会詩吟連盟
第３５回下松市民吟詠発表会
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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。
本年度中に公募し、選定された作家の展示
会を約 9 日間にわたり展示ホールにて開催。
未来を担う子ども達の豊かな情操を育むた
め、市内の小学生（中学生）を対象に生の舞
台芸術の鑑賞会を無料にて開催。
＊こころの劇場「劇団四季ミュージカル」
を計画中。
下松市中小企業勤労福祉協議会との共催に
よる公演。
下松市文化協会とのジョイント企画。
下松市文化協会詩吟連盟 9 団体による下松
市民吟詠大会を展示ホールにて開催。

開催日

事業・行事名

内

容

11 月下旬

宝くじまちの音楽会
南こうせつ with ウー・ファン
～心のうたコンサート～

南こうせつのヒット曲を中心としたステー
ジに、古箏奏者ウー・ファンとの共演や地域
で活動している合唱団とのセッションなど盛
り沢山の内容でお届けするコンサート。
＊宝くじまちの音楽会助成事業。

12 月中旬

下松市制施行 75 周年記念
スターピアくだまつ名曲シリーズⅩⅢ
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」の演奏会。

12 月 23 日（火） ＫＲＹクリスマスこどもフェスタ２０１４

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。

27 年 1 月～3 月

平成２６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

下松市制施行 75 周年記念受託事業
浅野 祥 学校巡回公演

天才三味線プレイヤーとして国内外で活躍
中の浅野祥による、市内全中学校での巡回公
演。

演劇大学 in くだまつ

「平成 26 年度次代の文化を創造する新進芸
術家育成事業」として 3 日間にわたり、全国
区で展開されている演劇のワークショップを
開催。
演劇大学 in くだまつ実行委員会との共催。

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。

日程未定

随

時

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

年

間

下松市吹奏楽団活動支援
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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。
下松市吹奏楽団の活動支援。
リハーサル室の会場利用料を援助。

