
 

 

令令和和３３年年度度  事事業業計計画画及及びび予予算算書書  

  

１．基本方針 

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

館」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

化芸術及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芸術活動と生涯学習

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芸術活動と生涯学習活動を支援促進するた

めに、音楽、演劇、古典芸能、各種講座等様々なジャンルの公演、講座を開催します。

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

振興に努めます。 

 

（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及び生涯学習に触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 

釜山広域市民を招聘し、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、両国の文化団体による文化交流公演を行い、通信使の顕彰をは

じめ相互理解と友好を深め地域の文化振興に努めます。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、情報誌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、

デー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・中学校、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はじめとする地域の

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、様々な学習グ

ループの学習・発表の場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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２．地域の文化芸術の振興を図る事業（下関市民会館） 

事業概要 

 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 

    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、音楽や映画等の公演を

開催します。本年度は、DRUM TAO「祭響」をはじめ、杉並児童合唱団下関公演、

財津和夫コンサート with 姫野達也～All Izz Well～、岸谷香コンサート、第２０回市

民会館名画劇場、諏訪内晶子無伴奏ヴァイオリン・リサイタル、キエフ・クラシッ

ク・バレエ、第三回しものせき落語まつりなど、世代別、ジャンル別に多彩な公演

を開催します。また、このほかにもお笑いライブや財団友の会会員招待イベントを

企画しています。 

イ．青少年育成のための文化事業 

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。 

Ⅰ．学校公演 

  市内の小・中学校で、コンサートや演劇等の公演を開催します。 

Ⅱ．ファミリーコンサート 

  橋元才平翁記念第２４回ファミリーコンサートは、実績のあるアーティストと 

市内の小・中学校、高等学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、地域の文化施設や福祉施設等で出

張公演を行うとともに、市役所のロビーにおいても年３回、コンサート in 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、大ホールにおいて、日頃経験するこ

とのできない舞台技術を学びホールに興味と理解を深めてもらう演劇ワークショップ

や、杉並児童合唱団下関公演に出演し舞台で合唱やダンスを行うことで芸術表現を体

験してもらうミュージカルワークショップを開催します。また、ピアノや音楽コンク

ールの事前練習として、みんなのオン・ステージ響け大ホール！輝け自分!!を開催し、

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、㈶釜山文化財団の協力を

得て、約４００年前の朝鮮通信使行列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、市内の小・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及び文化協会をはじめとする地域の文化活

動団体による発表の場として各施設を貸与することにより、地域における文化芸術の

振興に努めます。さらに、これらの文化活動推進のため、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、財団ホームページの充実をはじめ、SNS（Twitter、Instagram）の活用、毎

月発行の情報誌「かるちゃあ GUIDE」・市報・新聞・タウン情報誌等により文化団体

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 

施設の効率的な運用や利用者及び地域住民の利便等を図る目的で、（４）以外でも施

設を貸与するとともに、喫茶及び複数の自動販売機の設置や他団体チケットの取扱い

業務を行います。また、安全で円滑な管理運営を図るため、舞台・電気・空調・防災

等の諸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、館内外環境保全のた

め空気環境測定・害虫駆除・庭園樹木の剪定・除草及び、感染症対策として定期的な

館内・備品の消毒やサーマルカメラでの検温等を実施し、万全な維持管理に努めます。 

 

 

３．地域の文化芸術及び生涯学習の振興を図る事業（下関市生涯学習プラザ） 

事業概要 

 生涯学習プラザの各ホールや諸室を活用して、財団が行う主催事業により文化芸術及び

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及び生涯学習活動の

ための場を提供することにより、地域における文化芸術及び生涯学習の振興を図ります。 

 

（１）主催公演等 

ア．市民への鑑賞の機会の提供 

     生涯学習プラザの「海」・「風」・「宙」のホールにおいて、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、様々なジャンルの公演を開催します。本年度

は、小原孝 CD デビュー３０周年記念コンサート、TSUKEMEN コンサート、こど

も♪クラシックなどを開催します。 

 

イ．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音楽等の公演の開催 

     エントランス、カフェデッキ等のパブリックスペースを活用することで、催事等

の広報宣伝に努めるとともに、にぎわいの創出事業としてミニコンサートや近隣地

域の歴史を振り返る展示、講座フェスタ等を開催し、生涯学習プラザを中心とした

交流人口の増加に努めます。 

 

（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、大ホールにおいて、日頃経験するこ

とのできない舞台技術を学びホールに興味と理解を深めてもらうバックステージ  
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ツアーや、舞台技術の習得に繋がる演劇ワークショップ、吹奏楽コンクールの事前練

習の場として音楽ワークショップを開催します。また、スタインウェイピアノや持ち

寄った楽器の演奏、合唱などを大ホールで体験できる Let’s Enjoy ミュージックを開催

し、市民の自主的な文化活動の支援を行います。 

 

（３）生涯学習事業 

 料理教室、工作工芸室、レクリエーション室、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聘して講座を開催し、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、HIP HOP 運動教室、人生  

１００年時代講座、UV レジンでアクセサリーづくり教室、パンづくり教室など子供か

ら大人まで学べる様々な講座を計画しています。また図書館等と連携し、より多くの

学習機会を市民へ提供します。さらに、生涯学習プラザを活動の拠点としている団体

等の学習成果発表や利用者の相互交流と研鑽の場として、１０月にドリームシップ祭

りを開催します。 

 

（４）施設貸与事業 

当財団が主催公演及び生涯学習講座において施設を利用するほかに、市内の小・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及び文化協会をはじめと

する地域の文化活動団体による発表や、生涯学習団体による学習・発表の場として各

ホール・諸室を貸与することにより、地域における文化芸術及び生涯学習の振興に努

めます。さらに、これらの活動推進のため、財団が関係諸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、財団ホー

ムページの充実をはじめ、SNS（Twitter、Instagram）の活用、毎月発行の情報誌「ぷ

らいふ」等により文化団体及び生涯学習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）文化芸術及び生涯学習の拠点施設の管理運営事業 

施設の効率的な運用や利用者及び地域住民の利便等を図る目的で、（４）以外でも施

設を貸与するとともに、レストラン及び複数の自動販売機の設置や他団体チケット取

扱い業務を行います。また、安全で円滑な管理運営を行うため、舞台・電気・空調・

防災等の諸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・植栽保守管理及び、感染症対策と

して、定期的な館内・備品の消毒やサーマルカメラでの検温等を実施し、万全な維持

管理に努めます。 

 

 

４．ふるさとの文化芸術の普及振興に関する事業（下関市立近代先人顕彰館） 

事業概要 

近代先人顕彰館は、博物館類似施設として、展示や資料の調査、収集を行うほか、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

顕彰します。また、地域の文化芸術活動の振興に寄与するため、ホームページ・広報誌「顕

彰館れぽーと」・市報・新聞・タウン情報誌等による情報の発信に努めます。 
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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調査・研究資料等の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、市民に歴史や文化に対する理解を深めていただけるよ

うに努めます。 

 

ア．ふるさと文学館 

所蔵品展・特別展を開催し、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 

   女優田中絹代の１，０００点にものぼる遺品や、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。また、下関における他

の顕彰団体の所蔵品展示に場を提供し、顕彰活動に努めます。 

 

（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、収集資料の保管、

電子データの充実を図るとともに展示紹介を行い、文化振興に努めます。 

 

（３）ふるさと文化事業 

田中絹代本人や田中絹代と繋がりのある女優、監督の映画作品を上映、また、ミニ

コンサート及び体験教室等の各種講座や個人・団体による創作活動の展示会を開催す

るなど、文化芸術に触れる機会を積極的に提供することで、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各種文化活動、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る機会を拡げ、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拠点施設の管理運営事業 

地域住民の利便性を図るという観点から（４）以外での施設貸与を行います。また、

施設の維持管理においては、館内の温湿度の調整、害虫駆除のための燻蒸を実施し、

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及び、感染症対策として定期的な館内・備品の消毒やサーマ

ルカメラでの検温等の実施により、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も含め、建物の維持管理に

努めます。 
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事業名 催　物　名
公演
回数

公演日 会場 入場料 公演種目 関連団体等

DRUM TAO 2021　THE BEST LIVE　祭響
【振替公演】

1回 4月11日(日) 大ホール
ＳＳ席　7,700円
Ｓ席　6,700円

ポピュラー

杉並児童合唱団　下関公演 1回 8月8日(日) 大ホール 1,000円
合唱

子ども向け
杉並児童合唱団
下関少年少女合唱隊

財津和夫コンサート2020with姫野達也
～All Izz Well～　【振替公演】

1回 8月29日(日) 大ホール 未定 ポピュラー

岸谷香　コンサート 1回 9月 中ホール 未定 ポピュラー

令和３年度 優秀映画鑑賞推進事業
第20回 市民会館名画劇場

6回
9月23日(木・祝)

24日(金)
大ホール 1日券　500円 映画 国立映画アーカイブ

諏訪内晶子　無伴奏ヴァイオリン・リサイタル 1回 10月15日(金) 大ホール 未定 クラシック

キエフ・クラシック・バレエ　白鳥の湖～全２幕～
【振替公演】

1回 10月24日(日) 大ホール 未定 バレエ

第三回　しものせき落語まつり　【振替公演】 1回 11月20日(土) 中ホール
一般　1,000円
学生　500円

落語 下関市立大学落語研究会

お笑いライブ（調整中） 2回 未定 大ホール 未定 お笑い

友の会イベント 1回 未定 未定 未定 未定

学校公演
8回
程度

通年 市内小・中学校 一部負担あり 音楽・演劇等

橋元才平翁記念　第24回ファミリーコンサート 1回 3月 大ホール 未定 音楽 (一財)橋元才平翁記念文化財団

地域公演
2回
程度

通年 市内各所 無料 音楽等

コンサートinシティホール 3回 7月、12月、3月 市役所ロビー 無料 音楽等 下関市

ミュージカルワークショップ 1回 7月、8月 大ホール 無料 舞台体験 下関少年少女合唱隊

みんなのオン・ステージ2021
響け大ホール！輝け自分!!

4回
11月21日(日)、23日(火・祝)

12月11日(土)、12日(日)
大ホール

参加料　500円
（1区分）

演奏体験 下関音楽教育研究会

演劇ワークショップ〈ステージ編〉 1回 3月 大ホール 無料 舞台体験 下関地区高等学校演劇連盟

朝鮮通信使行列再現 1回 8月21日(土)
馬関まつり

会場
‐ 行列再現

日韓文化交流公演　ふれあいステージ 1回 8月22日(日) 大ホール 無料 交流公演

2021下関少年少女合唱隊
43rd　スプリングチャリティーコンサート

1回 4月10日(土) 大ホール 1,000円
合唱

ミュージカル

令和３年度　小学校指導者育成課題曲講習会 1回 5月9日(日) 大ホール 無料 合唱講習会

ブリヂストン吹奏楽団久留米
「下関チャリティーコンサート2021」

1回 9月 大ホール 500円 吹奏楽

みよし会　第10回記念公演 1回 2月 大ホール 未定 日本舞踊

第28回　下関地区高等学校演劇連盟　合同公演 1回 3月 大ホール 無料 演劇

懐かしの歌声喫茶
第81回・82回・83回・84回

4回
6月15日(火)、9月21日(火)
12月21日(火)、3月15日(火)

中ホール 800円 合唱

下関市
㈶釜山文化財団

　施設貸与事業

令和３年度　文化事業実施計画書（下関市民会館）

　主催公演等　　ア．市民への鑑賞の機会の提供

　　　　イ．青少年育成のための文化事業

　　　　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

　体験活動等

　特別文化交流事業
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事業名 催　物　名
公演
回数

公演日 会場 入場料 公演種目 関連団体等

小原孝　ＣＤデビュー30周年記念コンサート
【振替公演】

1回 4月11日(日) 海のホール
指定席　5,500円
自由席　5,000円

クラシック

TSUKEMEN　コンサート 1回 9月 海のホール 未定 クラシック

こども♪クラシック2021 1回 11月 海のホール 無料
クラシック

子ども向け

にぎわいの創出事業　講座フェスタ 1回
7月17日(土)
　 　18日(日)

未定 出店料　2,000円 手工芸

にぎわいの創出事業　ミニコンサート 1回 未定 ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ 無料 音楽等

にぎわいの創出事業　～懐かしの細江町界隈～ 1回 未定 ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ 無料 講演・展示

演劇ワークショップ 1回 8月2日(月) 海のホール 無料 舞台体験 下関地区高等学校演劇連盟

海・風のホール　バックステージツアー2021 1回 8月17日(火)
海のホール
風のホール

無料 舞台体験

音楽ワークショップ 2回 12月 海のホール
参加料　2,000円
（1区分　60分）

演奏体験

Let's Enjoy ミュージック　～演奏体験してみよう～ 2回 2月 海のホール
参加料　2,000円
（1区分　60分）

演奏体験

運動教室　HipHop教室 2回
4月10日(土)
　 　17日(土)

大練習室 受講料　500円 運動

人生100年時代を生きる、いろは講座　① 1回 5月 学習室１・２
無料

テキスト代　100円
講習

ものづくり教室　UVレジンでアクセサリー 1回 5月 工作工芸室
受講料　500円

材料費　1,000円
手工芸

料理教室　パンづくり教室 1回 6月 料理教室
受講料　500円

材料費　1,000円
料理

ものづくり教室　革製品 1回 6月 工作工芸室
受講料　500円

材料費　1,000円
手工芸

「SDGｓを考える」
持続可能なよりよい社会づくり講座　①

1回 7月 学習室１・２
無料

テキスト代　100円
講習

料理教室　魚の捌き方教室 1回 7月 料理教室
受講料　500円

材料費　1,000円
料理

図書館連携事業　講座「朝鮮通信使と下関」 1回 8月 学習室 無料 講習

人生100年時代を生きる、いろは講座　② 1回 9月 学習室１・２
無料

テキスト代　100円
講習

運動教室　ヨガ教室 2回 9月 和室１・２ 受講料　500円 運動

「SDGｓを考える」
持続可能なよりよい社会づくり講座　②

1回 11月 学習室１・２
無料

テキスト代　100円
講習

料理教室　そば打ち教室 1回 11月 料理教室
受講料　500円

材料費　1,000円
料理

ものづくり教室　クラフトバンドのクリスマスリース 1回 11月 工作工芸室
受講料　500円

材料費　1,000円
手工芸

ものづくり教室　水引でしめ縄づくり 1回 12月 工作工芸室
受講料　500円

材料費　1,000円
手工芸

他館連携事業 1回 1月 工作工芸室
無料

材料費　未定
手工芸

料理教室　お菓子づくり教室 1回 2月 料理教室
受講料　500円

材料費　1,000円
料理

ものづくり教室 1回 2月 工作工芸室
受講料　500円

材料費　1,000円
手工芸

第11回　ドリームシップ祭り 1回
10月23日(土)
 　　 24日(日)

全館 無料 成果発表

第24回　フレッシュサウンズポピュラーピアノコンサート 1回 7月18日(日) 海のホール 無料 ピアノコンクール

下関ウィンドアンサンブル　第47回定期演奏会 1回 8月7日(土) 海のホール 1,000円 吹奏楽

　施設貸与事業

令和３年度　文化事業実施計画書（下関市生涯学習プラザ）

　主催公演等　　ア．市民への鑑賞の機会の提供

　　　　イ．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音楽等の公演の開催

　体験活動等

　生涯学習事業
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事業名 催　事　名 回数 会　期 会　場

展示「春季所蔵品展　古川薫」 ‐ 4月6日(火)～7月4日(日) ふるさと文学館

展示「夏季所蔵品展　中本たか子」 ‐ 7月6日(火)～10月3日(日) ふるさと文学館

展示「企画展　イマドキ文芸の生まれるトコロ」（仮称） ‐ 10月5日(火)～12月26日(日) ふるさと文学館

展示「冬季所蔵品展　船戸与一」 ‐ 1月5日(水)～4月3日(日) ふるさと文学館

展示「春季所蔵品展　先帝祭」 ‐ 4月1日(木)～6月6日(日) 田中絹代記念館

展示「夏季所蔵品展　絹代、暮らしの中の美」 ‐ 6月8日(火)～9月5日(日) 田中絹代記念館

展示「秋季所蔵品展
　　　　　　　映画に生きた女優～田中絹代の功績～」

‐ 9月7日(火)～12月5日(日) 田中絹代記念館

展示「冬季所蔵品展　女優・田中絹代の交友」 ‐ 12月7日(火)～3月6日(日) 田中絹代記念館

展示「春季所蔵品展　絹代と下関」 ‐ 3月8日(火)～3月31日(木) 田中絹代記念館

田中絹代監督作品紹介 ‐ 4月1日(木)～3月31日(木) 田中絹代記念館

田中絹代ぶんか館　名画劇場 12回 毎月1回 ミニホール

田中絹代ぶんか館　おもしろ塾 12回 調整中 ミニホール

田中絹代ぶんか館　ミニコンサート
6回
程度

調整中 ミニホールほか

田中絹代ぶんか館　展示会
3回
程度

調整中 ミニホールほか

夏休み特別講座 3回～6回 7月、8月 ミニホール

一般特別講座 2回～4回 調整中 ミニホール

ギャラリートーク
4回
程度

展示に併せて開催
ふるさと文学館
田中絹代記念館

顕彰館　友の会の集い 1回 10月 ミニホール

田中絹代生誕記念行事 1回 11月 ミニホール

キャンドルナイト 1回 11月（2日間）
エントランス

ミニホール・中庭

クリスマスミニコンサート 1回 12月 ミニホール

クラシックコンサート 1回 3月 ミニホール

令和３年度　文化事業実施計画書（下関市立近代先人顕彰館）

　博物館等の展示

　ふるさと文化事業
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