
   

令令和和４４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、杉並児童合唱団下関公演をはじめ、反田恭平プロデュース

オーケストラ、キエフ・クラシック・バレエ、NHK 公開収録「民謡魂ふるさとの唄」、

市民会館名画劇場、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、このほかにもポップスコンサート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２５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。 

 

   

（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、ホームページの充実をはじめ、YouTube や 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・除草及び感染症防止対策として定期的

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、田中絹代監督作品映画上映会、宝くじ文化公演オペラ「カルメン」、稲川淳二怪

談ナイト、TSUKEMEN コンサート、瀧川鯉昇・鯉斗落語会、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、テラス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

史を振り返る写真展、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
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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、杉並児童合唱団下関公演をはじめ、反田恭平プロデュース

オーケストラ、キエフ・クラシック・バレエ、NHK 公開収録「民謡魂ふるさとの唄」、

市民会館名画劇場、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、このほかにもポップスコンサート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２５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。 

 

   

（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、ホームページの充実をはじめ、YouTube や 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・除草及び感染症防止対策として定期的

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、田中絹代監督作品映画上映会、宝くじ文化公演オペラ「カルメン」、稲川淳二怪

談ナイト、TSUKEMEN コンサート、瀧川鯉昇・鯉斗落語会、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、テラス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

史を振り返る写真展、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
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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  

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

習の場としてみんなのオン・ステージ～学校編～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 

 宙のホール、料理教室、工作工芸室、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、運動教室、ものづくり教室、料理教室のほか、

図書館等と連携した講座など、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、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防止対策

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。 

 

   

（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。また、他顕彰団体等と協力して特別展を開催し、顕彰活動に努めます。 

 

ア．ふるさと文学館 

所蔵品展・企画展・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・特別展を開催し、田中絹代の功績を顕彰します。また、田中絹代

監督作品に関する所蔵品展を開催し、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防止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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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  

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

習の場としてみんなのオン・ステージ～学校編～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 

 宙のホール、料理教室、工作工芸室、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、運動教室、ものづくり教室、料理教室のほか、

図書館等と連携した講座など、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、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防止対策

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。 

 

   

（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。また、他顕彰団体等と協力して特別展を開催し、顕彰活動に努めます。 

 

ア．ふるさと文学館 

所蔵品展・企画展・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・特別展を開催し、田中絹代の功績を顕彰します。また、田中絹代

監督作品に関する所蔵品展を開催し、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防止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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