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平成27年度事業計画及び予算

1.基本方針

指定管理者として「下関市民会館Jr下関市生涯学習プラザJr下関市立近代先人顕彰

館Jの3施設を有効利用できるように努めるとともに、定款に沿って下関市における文

化芸術および生涯学習の振興を図り、市民の自主的かつ創造的な文化活動と生涯学習活

動を支援促進し、心豊かな生活の向上に寄与することを目的として次の事業を行います。

( 1)文化芸術及び生涯学習の振興に寄与する公演、講座及び展示等

市民が文化芸術や生涯学習にふれる機会を提供し、心豊かな生活の向上に寄与する

とともに、市民の自主的かっ創造的な文化活動と生涯学習活動を支援及び促進するため

に、音楽、演劇、古典芸能、各種講座等さまざまなジャンルの公演、講座を開催いたし

ますa また、文学・芸能においてすぐれた業績を収めた下関とゆかりの深い先人たちに

関する資料の公開展示を行い、市民の歴史や文化に対する理解を深め、ふるさとの文化

芸術の振興を図ることに寄与します。

(2)文化芸術及び生涯学習活動の支援促進、育成及び助成

より多くの市民に文化芸術および生涯学習にふれる機会を提供するため、財団が主

催・共催・後援等を行い、地域における活動の支援促進を図ります。また、文化芸術の

育成・普及を目的として学校公演、地域公演を開催します。

(3)文化芸術及び生涯学習の交流活動、普及及び情報発信

釜山市民を招騰し、下関市民と共に約 400年前の歴史絵巻をおりなす朝鮮通信使行

列の再現及び、両国の文化図体による文化交流公演を行い、当時の顕彰をはじめ相互理

解と友好を深め地域の文化振興に寄与いたします。また、市民の自発的な文化活動の推

進や自主学習グ、ループの育成を目指し、団体相互間の連絡・調整・広報等の業務を行う

とともに情報紙を毎月発行して文化・学習団体の活動状況の紹介やPRを行うことによ

り、地域文化の情報発信に努めます。

(4)文化芸術に資する調査研究並びに資料の調達・収集

下関にゆかりのある文学・芸能等に関する関係資料の調査、収集を行うとともに、

デ}タベースの充実や展示紹介により、地域の文化芸術の発展に努めます。

( 5)文化芸術及び生涯学習の拠点施設の管理運営

当財団が主催公演において施設を利用するほかに、地域の小学校・中学校及び高等

学校による合唱・吹奏楽・管弦楽等の練習や定期演奏会及び文化協会を始めとする地域

の文化活動団体による発表や活動の場として施設を貸与します。さらに、さまざまな学

習グループの学習・発表の湯としても活用することにより、地域の文化芸術・生涯学習

の振興に努めます。

(6 )その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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II. 地域の文化芸術の振興を図る事業(市民会館)

事業概要

下関市民会館の各ホールや展示室を活用して、財団が行う主催事業により文化芸術

に触れる機会を提供するとともに、市民自らが行う文化芸術活動を通じ、地域におけ

る文化芸術の振興を図ります。

( 1 )主催公演等

ア.市民への鑑賞の機会の提供

下関市民会館及び菊)1凶もれあい会館において、市民に文化芸術に触れる機会を

提供し、心豊かな生活の向上に寄与するとともに市民の自主的かつ創造的な文化

活動を支援、促進するために、音楽や演劇等さまざまなジャンルの公演を開催し

ます。子供を対象とした、しまじろうコンサートをはじめ隔年事業の杉並児童合

唱団公演、恒例の第 15回市民会館名画劇場、レ・フレールコンサート、おもし

ろオベラ塾など、世代別・ジャンル別に多彩な公演を企画しています。また、菊

川ふれあい会館では森山良子コンサートを開催します。

イ.青少年育成のための事業

小・中学校でのコンサートや演劇等の開催(学校公演)、並びにファミリー

コンサートを開催し、地域の文化芸術の振興を図るとともに青少年の育成に努め

ます。

-学校公演

市内の小・中学校で、コンサートや演劇j等の公演を開催します。

.ファミリーコンサート

橋元才平翁記念第 18回ファミリーコンサートは、実績のあるアーテイスト

と市内の小・中・高校の青少年たちが共演します。

ウ.より多くの人々に文化芸術に触れる機会を提供するための地域公演

地域の文化芸術の振興を図ることを目的とし、各地域の音楽祭や各総合支所管内

の文化施設等へ出張公演を行います。また、市役所のロビーにおいても年3回程度、

コンサート m シティホールを開催します。

(2)体験活動等

舞台芸術の魅力をより身近なものとするため、舞台芸術ワークショップ、ミュージ

カル体験等を経験してもらい、市民の自主的な文化活動の支援を行います。

(3)特別文化交流事業

下関市からの委託事業である朝鮮通信使行列再現事業は、本年度も(財)釜山文化

財団の協力を得て、約400年前の朝鮮通信使行3YIJの再現及び両国の文化団体による

文化交流公演を行います。
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(4)施設貸与事業

当財団が主催公演において施設を利用するほかに、地域の中学校や高等学校による

吹奏楽・管弦楽等の練習や定期演奏会、また文化協会を始めとする地域の文化活動 団

体による発表の場として施設を貸与することにより、地域の文化芸術の振興に寄与し

ます。また、これらの文化活動の活性化及び推進のため、財団が各文化活動団体との

共催や後援等の方法で側面から支援するとともに、情報発信基地としての役割を果た

すため、21団ホームベージの充実をはじめ、毎月発行の情報誌「かるちゃあ GUIDEJ、

新聞等メアイア、タウン情報誌、市報等により文化団体の活動状況を広く市民に紹介

し、その活動の支援を行います。

(5)文化芸術の拠点施設の管理運営事業

市民会館の施設の効率的な運用や地域住民の利便等を図る目的で、公益目的以外で

も文化施設を貸与するとともに、レストラン及び自動販売機の設置、及び他団体チケ

ット取扱い業務を行います。また、管理運営を行う上で、市民会館の安全性のより一

層の向上を図るため、舞台設備・電気・空調・防災等の諸設備の修繕及び有資格者に

よる保守点検の実施、館内外環境保全のため害虫駆除・空気環境測定・庭園の樹木の

葉定・除草などを実施し万全な維持管理に努めます。施設の有効利用として、ホワイ

エでの企画展など貸館以外のスペースについても有効利用し、文化振興に努めます。

ill，地域の文化芸術の振興を図る事業(生涯学習プラザ)

事業概要

下関市生涯学習プラザの各ホールや諸室を活用じて、財団が行う主催事業により文化芸

術および生涯学習に触れる機会を提供するとともに、市民自らが行う文化芸術および生涯

学習活動のための場を提供することにより、地域における文化芸術および生涯学習の振興
を図ります。

( 1) 主催公演等

アー 市民の鑑賞の機会の提供

下関市生涯学習プラザの「海」・「風」・「宙Jのホーノレにおいて、市民に文化芸術

に触れる機会を提供し、心豊かな生活の向上に寄与するとともに、市民の自主的か

;創造的な文化活動を支援促進するために、さまざまなジャンルの公演を開催しま

本年度は、岩崎宏美コンサート、千住真理子グアイオリン・リサイタル、古典芸

能としておもしろ狂言塾、新宿歌声喫茶ともしびを迎えての歌声喫茶、など多彩な
公演を開催します。

イ.生涯学習の機会の提供

生涯学習プラザ内にある、料理教室、レクレーシヨン室、大練習室、学習室など

を有効活用して、幅広い年齢層の市民を対象に、下関市内外の講師を招聴して講座

を開催し、地域における生涯学習活動の支援促進に努めます。本年度は小学校ノ号ソ
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コン教室、竹細工教室や体操教室など子供から大人まで学べるさまざまな事業を計

画しています。さらに毎年10月に生涯学習プラザを活動の拠点としている団体等

の学習成果発表の場とするとともに、利用者の相互交流と研鎮の場とすることを目

的としてドリームシップ祭りを開催します。

ワーにぎわいの創出事業

エントランス、カフェデ、ツキ等のパブリックスペースを有効活用して、催事等の

広報宣伝に努めるとともに、ミニ豆ンサートの開催や生涯学習活動にまつわる企画

展示を行いドリームシップを中心とした交流人口の増加に努めます。

(2) 体験活動等

日頃見ることのできない大ホールの舞台裏全てを公開することにより、ホールに奥

味と理解を深めていただくとともに、舞台芸術のワークショップも開催します。また、

海のホールにおいてスタインウェイピアノを気軽に演奏体験できるレッツプレイスタ

インクエイを開催し、市民の文化活動の支援を行います。また、伝統芸能を身近に感

じていただくための狂言体験や、吹奏楽コンクールの事前練習として「みんなのオン・

ステージJを開催します。

(3) 施設貸与事業

当財団が主催公演において施設を利用するほかに、地域の中学校高等学校による吹

奏楽・管弦楽等の練習や定期演奏会、また文化協会を始めとする地域の文化活動

団体による発表の場として各ホール・諸室を貸与することにより、地域における芸術

および生涯学習の振興に努めます。

(4)文化芸術及び生涯学習の拠点施設の管理運営事業

生涯学習プラザの施設の効率的な運用や利用者および地域住民の利便等を図る目的

で、公益目的以外でも施設を貸与するとともに、軽食・喫茶および複数の自動販売機

の設置と他団体チケット取扱い業務を行います。また、生涯学習プラザの安全で円滑

な管理運営を行うため、舞台設備、電気・空調・防災等の諾設備の保守点検や有資格

者による月例点検の実施に加え、図書館を含めた館内外環境保全のため空気環境測

定・害虫駆除・植栽保守管理等を実施し万全な維持管理に努めます。

N.ふるさとの文化芸術の普及振興に関する事業(顕彰館)

事業概要

下関市立近代先人顕彰館は、博物館機能を有する施設として、展示、資料の調査及び収

集事業を行うほか、施設の貸与及びふるさと文化事業を実施し、下関が輩出した文学、芸

能における先人の功績を顕彰いたします。

また、地域の文化芸術活動の振興に寄与するため、広報誌「顕彰館れぽーとJ、ホームペ

ージ、市報、各メディア、タウン情報誌による情報を発信いたします。

に
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( 1 ) 博物館等の展示

映画女優「田中絹代」を核とし、文学・音楽・芸能においてすぐれた業績をおさめ

た下関とゆかりの深い先人たちの、調査・研究による展示や、データベースの蓄積に

より、広く一般への情報公開を行い、市民が歴史や文化に対する理解を深めていただ

けるよう努めます。

ア.ふるさと文学館

所蔵品展及び企画展を開催し、下関にゆかりのある作家とその作品及び下関

が描かれている作品の紹介を行います。

イ 田中絹代記念館

田中絹代の遺品 1，000 点余及び膨大な写真・映画資料等により所蔵品展・

企画展を開催し、田中絹代の功績を顕彰します。

(2) 資料の調査及び収集事業

下関ゆかりの人物及び作品等の調査、資料の収集、寄託及び寄贈資料の収集保管、

データベースの充実を図るとともに展示紹介に努め、文化振興に努めます。

(3) ふるさと文化事業

田中絹代と繋がりのある女優や監督作品の映像鑑賞、レコード鑑賞、講演会、特別

講座等を開催し、文化芸術に触れる機会を提供し、市民の文化活動の活性化に努めま

す。

(4) 施設貸与事業

地域の文化団体や自治会等に、文化活動会議や講座の場として施設を貸与すること

により、先人を顕彰する情報をはじめ様々な文化に触れていただく機会を拡げ、地域

の文化芸術の振興に努めます。

(5)ふるさとの文化芸術の普及振興の拠点施設の管理運営事業

近代先人顕彰館においても、地域住民の利便性を図るという観点から公益目的以外

での施設の貸与、自動販売機の設置のサービスを行います

また、施設の維持管理においては館内の温湿度の調整、害虫駆除のための爆蒸を実

施、収蔵品及び展示資料等の保全管理を適切に行います。さらに、電気・空調・給排

水防災等各設備の保守点検の実施により、安全で快適な環境の維持に努めるとともに

文化財保護の観点から機械警備、監視装置によるセキュリティーも含め建物の維持管

理に努めます。
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平成27年 度 公 益 リ 財 団 法人下関市文化振興財団文化事業実施計画書

事業名 憧物 名 公回演量 公横田 会場 入場料 公演種目 関連団体等 備考

主催公演等 ア.市民への鑑賞の機会の提供

しまじろうコYサート 1回 4月25日(二日 市大民ホー会ル館 1，960円 ミ;;z.--:;;j})レ 醐アイエヌジー 市事民業会館

千住真理子ずァイオpン.yサイタJレ 1回 5}l9日(土)
ドリ F ムシフプ

高校大生人以2下.0005円00円 クラシシク 開Yャパン・アーツ揮のホール

レ・フLr-)vQuatre in SHIMONOSEKI 1回 6月7日{日} 市大民ホー会ル瞳 5，000円 クラシック 側キヨードー西日本 市事民会業館

森山良子アコースティックコンサート 1回 7月2s(木} 多ア目プ的エホーールル 5，000円 ポピュラー 伺オフセンター

#並児童合唱団下関公演 1回 8月日目〈火)
市民会館

1，000円 合唱とミュージカル杉下並関児少童年少合唱女団合唱障 市民事会業館
大ホール

優第秀15映田画市鑑民会賞推鶴進名事画劇業場 6回 9月
市民会館

1s券 500円 映画 東フイ常Jレ国ム立セ近ン代ター員荷館 市事民会業館
大ホール

おもしろオベラ塾
市民会館

1，000円 オペラ 藤図卓也 市事民会業曲1回 10月
中ホール

岩崎宏美コンサート 1回 11月 揮トヲの】ホムシー7ル7' 未定 ポピュラー 開夢番地

新措眠戸喫茶ともしび i回 1月
ト.~】ムνタフ・

未定 市民参加型 闘ともしび梅田ホール

第2回下関おもしろ狂言塾 1回 3月 揖ドリのームホシーッフル・ 未定 缶統芸能 野高村在官万揖九町州会支部

誘致事業 通年

主催公演等 イ.青少年の育成のための事業

学校公演 程15回度 通年 ，j、・中学唖 一部負担あり 昔車・演劇等 下関音書人の会等

揖元才平曲記念第四回フアミ9ーコンサー l回 3}l 
ド9ームシフフ・

未定 音車 (一財}下田市民会曲協力会
ト 揮のホール

主催公演等 ワーより多くの人々に文化芸術に触れる機会を提供するための地域公演

地塙公演
9回

通年 地墳各所 無料 音車等
程度

コンサートi"句ンティホー《 3回 7月・12月・3}l 市役所ロピー 無料 音楽等 下関市

にぎわいの創出事量 3回 通年 未定 音車等

体験活動 等

体験学習事業 通年 無料 体験学習

みんなのオン・ステージ2015 2回 12月 揮ト.，のームホYー，7ル・ 参加料 500円 体験学習 下関音楽教育明究会

レッツプレイスタインウェイ 通年
ドリームシッ7'

未定 体験学習
揮のホール

パックステージツアー 通年 梅トリ田ムホノータプル 未定 体験学習

特別文化交流事業

朝鮮通信使行列再現 l回 8月22日(土)
馬閉まつり

行列再現 市民会館
会場

岡下笹関市山文化財団
事業

市民会詰
市民事会業館日韓文化主流公演ふれあいステージ 1回 8月23日(目、

大ホール
話料 費税公揖
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事業名 植物名
公揖

公横目 会場 入場料 公揖種目 関連団体等 備考回数

生涯学習の機会の提供

夏体み小学生パソヨン瞳室 3回 8月 ハツコノル戸ム 材料費 200円 生涯学習 東翠大学

冬休み小学生パYコン教室 1回 12，.月 ハ?ソコンかーム 材料費 200円 生霊学習 東軍大学

竹細工教室 1回 12月 工作工芸室 未定 生在学習

野菜をたっぷり憤った容の献立 1回 3月 料理教室 未定 生産学官

瞳葺体揖・足操術 I 3回 6月
レクレーノョン室 受講(全料3回1，分50)0円 生涯学官1 

クレヨン画教室 1回 8月 多目的ホール 畳材講料料費 1，000円
400円 生在学官

色えんびつ血りえ教室 1回 10月 学①習・@室 受講科 900円 生涯学習

クリスマスリース教室 1閏 12月 学習室① 材量料購費判 500円
1，000円 生涯学習

手編みの講習会 2回 1月 学習室① 受講料 1.200円 生涯学習

幼児向けPトミック 6回 6Jl'7月 大槙習室 受講f全料3回L分50}0円 生涯学習
日月・12月

子供お菓子教室{夏休み・冬休み) 2回 7月・12月 料理教室 畳講料 1.300円 生涯学官

在のお菓子教室{クPスマス・パレンタイノ) 2回 12月 2月 料理教室 材畳料講費料 500円
1，000円 生涯学習

ピラティス体操教室 1回 2月・3月
レクレー河ン室

受講料 1.000円 生程学習
l 

行事の料理教室 1回 未定 料理教室
受講料 500円

生涯学習
材料費 800円

円一ムシップ捺り 1回 10月 全館 需料 生涯学習

施設貸与事業(共催)

下第3回7少回年スプ少リ女ン合グ唱チ隊ャPティーコンサート 1回 4月四日{土) 市大民ホー会ル館 1，000円 ミュー合ジ唱カル 下関少年少女合唱障 市事民会業瞳

平課題成2幽7年措度官N会HK全国学校音串コンクール 1回 5月10日(日) 市大民ホー会ル館 未定 合唱講習会 下IMI&~~少女合唱障 市事民会業館

下関市民オーケストラ定期画審会 1¥ 回 5月17日(日}
市民会館 一学般生 I5，50000円円 オーケストラ 下関市民オ』ケストラ 市事民会業館
大ホール

The 9th Music Revolution下聞大会 1回 7月5日{日}
市民会館

500円 軽音楽コンクール しものせきライブプロYェクト 市事民業会苗
中ホ-)レ

第ポピ四z回ラフーレピツアノノュコサンタサンーズト 1回 7 JJ 20日(月・祝〕 市中民ホー会ル館 無料 ピアノコンクール 下回音車教育研究会 市事民業会館

下関ウインドアンサンブル定期揖奏会 1回 8月8日(土) 市大民ホー会ル鯖 999円 吹審楽 下関ウインドアンサンヴル 市民事業会館

下関市民ミュージカル町会定期公演 4回 8月予定 市大民ホー会ル館 未定 ミュージカJレ 下関市民ミュージカルの会 市民事会業館

憧かしの股声喫茶第60回日間 2回 6/I65bAk) ) 市民会苗
800円 合唱 ボ下ラ関ン市テ文ィ化ア振の会興財団 市事民会業館

9/1 大ホール
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平成27年度下関市立近代先人顕彰館事業実施計画表

事業名 催事名 回数 会期 会場

博物館等の展示

展示「春季所蔵品展J 3月 31 日 ~6月 28 日 ふるさと文学館

展示「夏季所蔵品展J 6月 30 日 ~9月 27 日 ふるさと文学館

展示f秋季所蔵品展」 9月 29 日 ~12月 27 日 ふるさと文学館

展示「冬季所蔵品展J 1月 5 日 ~4月 3 日 ふるさと文学館

展示「春季所蔵品展」 2月 24 日 ~5月 31 日 問中絹代記念館

展示「夏季所蔵品展J 6月 2 日 ~8月初日 問中絹代記念館

展示「秋季所蔵品展』 9月 1 日 ~11月 23 日 問中絹代記念館

展示f冬季所蔵品展J 11月 25 日 ~2月 21 日 問中絹代記念館

企画展示「田中絹代と映画監督⑤熊井啓J 11月 25 日 ~2月 21 日 田中絹代記念館

ふるさと文化事業

田中絹代賞を受賞Lた女優回出演作品等のDVD上映会 12回 毎月l回 ミニホーノレ

蓄音機で聴く昭和流行歌の歴史 12回 毎月1回 ミェホーノレ

田中絹代ぶんか館勉強会 4回 4月・6月・10月・12月 ミニホーノレ

夏休み特別講座 4回 7月・8月 ミニホーノレ

下関市文化協会生活文化部会展 l回 9月 ミニホール

田中絹代生誕記念 DVD上映会 1回 11月 ミエホーノレ

顕彰館開館記念公演 1回 2月 ミエホーノレ
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科目

ドl経常増按の部

(1)経常収益

「一一言荷重蓬用益
| 基本財産運用益

! 畳取会費

l 会費収益

事業阻韮

入場料収益

雑入

経常収益計

(2)経常費用

報酬

結軒

手当

ill時給付費用

法定福利費

賞金

報慣費

旅漬空通費

摘耗品費

融調費

宜糧費

印制製本費

光熱水料費

l 修繕費

| 通信運搬費

1 広告料

i 手数料

! 保険料

L一一一三笠笠一一
使用料及び貫借料

原材料費

負担金

公演料

助成金

公課費

経常費用計

S事価損益等萌盛岡

! 評価損益等計

当期経常増減額

2経常外増減畑師

[1)経常外収益

経常外収益計

(2)経常外費用

経常件費用計

当期経常外増減額

l 他会計振替額

! 当期般正時財産増減額

l 一般正味財産期首残高

l 一般正酷財産期末残高

In指定正味財産増減の部
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平成27年度公益財団法人下関市文化振興財団一般会計収支予算書
(自平成27年4月1日~至平成28年3月31日)
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平成27年度公益財団法人下関市文化振興財団特別会計収支予算書

(自平成27年4月1日~至平成28年3月31日)

収益の部 (単位:千円)

大|中 小科目 本年度予算額 前年度予算額 比較増ム減

事業収益 24，353 19，608 4，745 

|文化事業収益 24，353 19，608 4，745 

入場料収益 24，353 19，608 4，745 

補助金収益 11，000 10，000 1，000 

|補助金収益 11，000 10，000 1，000 

補助金収益 11，000 10，000 1，000 

受託料収益 6，500 7，000 ム500

1蚕託料収益 6，500 7，000 ム500

受託料収益 6，500 7，000 ム500

雑収益 2，300 1，310 990 

l~fM支益 2，300 1，310 990 

受取利息 3 10 ム 7

雑入 2，297 1，300 997 

会費収益 1，000 1，450 ム450

|会費収益 1，000 1，450 /'， 450 

会費収益 1，000 1，450 ム450

繰越金 。 1，501 ム 1，501

|繰越金 。 1，501 ム 1，501

繰越金 。 1，501 ム 1，501
収益合計 45，153 40，869 4，284 

支出の部

犬|中 小科目 本年度予算額 前年度予算額 比較増ム減

事業費 45，153 40，869 4，284 

|文化事業費 45，153 40，869 4，284 

賃金 1，031 999 32 

報酬 165 200 ム 35

報償費 1，321 1，125 196 

旅費交通費 2，717 1，911 806 

消耗品費 561 617 /'， 56 

燃料費 20 10 10 

食糧費 2，733 3，014 ム281

印刷製本費 2，556 4，084 /'， 1，528 

通信運搬費 958 1，204 ム246

広告料 3，498 4，007 ム509

手数料 3，691 2，554 1，137 

保険料 10 。 10 

委託料 。 140 ム 140

使用料及び賃借料 3，233 2，918 315 

負担金 20 4 16 

公演料 22，315 18，065 4，250 I 
助成金 300 。
公課費 24 17 7 I 

支出合計 45，153 40，869 4，284 I 
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