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(11) 施設使用者サービス事業

(12) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 1に掲げる事業は，広域圏内において行います。

 1の事業の推進に資するため，次の収益事業等を行います。

(1）施設使用者サービス事業

(2) その他前号に掲げる事業に関連する事業

(5)  ふくやま書道美術館における芸術文化振興事業

(6)  ふくやま文学館における芸術文化振興事業

(7)  福山城博物館における芸術文化振興事業

(8)  福山市神辺歴史民俗資料館における芸術文化振興事業

(9)  菅茶山記念館における芸術文化振興事業

(10) 福山市ぬまくま文化館における芸術文化振興事業

＜定款第４条に定める事業＞

 この法人は、次の公益目的事業を行います。

(1)  ふくやま芸術文化ホールにおける芸術文化振興事業

(2)  福山市神辺文化会館における芸術文化振興事業

(3） 福山市沼隈サンパルにおける芸術文化振興事業

(4)  ふくやま美術館における芸術文化振興事業

　 指定管理者として指定を受けた文化施設の管理運営については，公の施設設置の趣旨をふ

 まえ，公平性はもとより，効果的・効率的な運営を目指し，一層の住民サービスの向上に努

 めます。

 公益財団法人としての的確な財団運営

　 公益法人制度の趣旨をふまえ，法令等により定められた公益認定基準に適合した運営を行

 います。

料館，菅茶山記念館，福山市ぬまくま文化館における芸術文化振興事業及びその他の事業を行

＜重点項目＞

 優れた芸術文化に親しめる機会の提供

　 住民ニーズを的確に把握し，経営的視点をもつ中で専門性を活かし，魅力ある多彩な芸術

 文化諸事業を実施します。

 管理施設の効果的・効率的な管理運営

２０１９年度（平成３１年度）事業計画書

＜運営方針＞

　公益財団法人ふくやま芸術文化財団は，福山市，府中市及び神石高原町（以下「広域圏内」

といいます。）住民の芸術文化の振興と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とし，次

の重点項目のもと，ふくやま芸術文化ホール，福山市神辺文化会館，福山市沼隈サンパル，ふ

くやま美術館，ふくやま書道美術館，ふくやま文学館，福山城博物館，福山市神辺歴史民俗資



Ⅰ　ふくやま芸術文化ホール

運営方針 『基本方針』
～世界の芸術を福山に　福山の文化を世界へ～

1  独自の舞台芸術を創造します。
2  多様なジャンルの優れた舞台芸術にふれる機会を提供します。
3  住民の芸術文化活動の学習・育成・創造・発表・交流の拠点となります。
4

5  伝統・伝承芸能（文化）の発掘と継承・発展に寄与します。
6  住民と協働して芸術文化が根付く，幸せな地域づくりに貢献します。

１　ふくやま芸術文化ホール芸術文化振興事業（定款第4条第1項第1号事業）[公益目的事業]

事業名

鑑賞事業
【自主事業】

次年度事業企画・開催準備 ほか

普及事業
【自主事業】

主催公演

第26回ふくやま箏曲大演奏会

リーデンローズバックステージツアー2019　ほか
共催公演

育成事業
【自主事業】

人材育成事業
音楽宅配便2019

団体育成事業

サービススタッフの育成
ロビー展の開催

第14回リーデンローズ新人演奏会　ほか

リーデンローズ・メイト（友の会）

第37回全国小・中学生箏曲コンクール
第26回ふくやま琴まつり
ばらのまち福山国際音楽祭
広島交響楽団第26回福山定期演奏会　ほか

広域圏内の鑑賞人口増加や将来の芸術家を育てる取り組みとしての事業を企
画・実施することにより，人材や団体の育成を行い，将来の文化水準の向上に
向けた基盤づくりを行います。また，芸術文化に積極的に関わる住民の活動を
支援するため，各種団体を育成します。

演劇講習会2019

リーデンローズ・クリスマス・ガラ・コンサート
第15回芸能大全
ミニ・コンサート・シリーズ
広域圏内巡回レクチャーコンサート
ロビーコンサート

びんごビッグバンドまつり2019

舘野泉＆ラ・テンペスタ室内管弦楽団～2つのピアノ協奏曲～
松竹大歌舞伎福山公演　
ＤＲＵＭ　ＴＡＯ「ザ・ドラマーズ」

住民が出演者として参加できる公演や，気軽に入場できる演奏会などを企画・
実施し，芸術文化の普及と文化の向上を目指します。

「おかあさんといっしょ」ガラピコぷ～がやってきた！！

 芸術文化にふれることができる機会の広域的な提供と芸術文化の裾野を広
 げていくための事業の推進を図ります。

内容

芸術性に優れた演奏団体や演劇団体又は個人を招いた公演を開催することによ
り，地域住民に優れた舞台芸術にふれる機会を提供し，広域圏内の文化の向上
を目指します。

神田松之丞（講談）＆淡路人形浄瑠璃「仲蔵と定九郎」
きん枝改メ四代桂小文枝襲名披露公演



調査・研究事業

【指定管理事業】

公益目的の催物に係る施設使用許可及び運営事業
施設管理事業

施設管理保守委託
施設設備管理

事業名

３　施設使用者サービス事業（定款第4条第3項第1号事業）[収益事業]　【自主事業】

事業名

４　収益公演事業（定款第4条第3項第2号事業）[収益事業]【自主事業】

事業名

収益公演事業 民間事業者が単独主催では採算が確保しにくい音楽・舞台芸術公演をふくやま
芸術文化ホールに誘致するため，共催して公演を実施します。

駐車場管理運営
事業
【指定管理事業】

ホールに隣接する駐車場の管理運営を行います。

内容

施設使用者サービ
ス事業

清涼飲料水等の自動販売機の設置及び各種公演チケットの販売など，施設使用
者の利便性を向上させるサービスを行います。

内容

芸術文化活動支援
事業

福山市のふくやま芸術文化ホール条例及び施行規則に基づき，公平・公正に施
設を貸与し，広域圏内住民の公益目的の芸術文化活動を支援します。また，利
用者にとって安全・安心で快適な環境を提供するために維持管理を行い，使用
団体との事前打ち合わせにおいて照明・音響，舞台進行，演出等の助言指導を
行うとともに，後方の支援に努めます。

２　ふくやま芸術文化ホール地域社会貢献事業（定款第4条第3項第2号事業）[その他の事業]

内容

公益目的以外の催
物に係る施設使用許
可及び運営，施設管
理事業
【指定管理事業】

ホールを使用して収益を上げる公演や，観客が限定された催し，芸術文化以外
での利用など公益目的以外の施設の貸与とそれに伴う施設の管理を行います。

主催公演において毎回アンケート調査を行うとともに，他館の公演実績や状況
を調査・収集し，企画に反映させます。また，事業運営委員会を開催し，有識
者等からの意見を企画に活かします。また，より質の高いサービスを提供する
ため，アートマネジメントや舞台技術，施設管理について調査・研究に努めま
す。

アンケート調査【自主事業】
アートマネージメント，施設管理，舞台技術，事業研修会への参加
【指定管理事業】
ホール事業運営委員会開催事業【指定管理事業】



Ⅱ　福山市神辺文化会館

運営方針 『基本方針』
1  国内外の魅力ある優れた舞台芸術に触れる機会を提供します。
2  地域文化の継承・発展と地域の自主的な創造活動を支援します。
3  地域文化の育成・支援のため，地元芸術家や文化関係団体等との協働によ

4  優れた設備による文化活動の振興に資するため，教室事業を開催し，文化
の教育普及を図ります。

１　福山市神辺文化会館芸術文化振興事業（定款第4条第1項第2号事業）[公益目的事業]

事業名

鑑賞事業
【自主事業】

ロビコンプレミアムコンサート～藤田卓也と伊藤憲孝の世界

次年度事業企画・開催準備 ほか

普及事業
【自主事業】

主催公演

共催公演

どんとけぇ　かんなべ夏祭り2019

ほか

育成事業
【自主事業】

教室事業
　ピアノ教室，オカリナ教室，アコースティックギター教室　ほか
主催公演
　　

神辺文化会館教室事業ジョイントコンサート
ロビーコンサート　 ほか

地域の芸術文化の向上と生涯学習及び市民の交流の場となるよう，教室事業や
コンサート，誰でも気軽に聴くことができる無料のロビーコンサート等を実施
します。

第44回神辺音楽祭

第14回青少年育成音楽の集い

神辺宿・歴史まつり
福山音楽コンクール
第14回芸能発表会

第18回神辺ピアノマラソンコンサート

第14回神辺美術協会展

ばらのまち福山国際音楽祭

熱帯JAZZ楽団コンサートin 福山
宝くじ公演　ドラミング・ハイ！

新春落語　三遊亭円楽・桂春團治・柳亭市馬　三人会

神辺出身の童謡作家葛原しげるを顕彰した事業，住民が出演者として参加でき
る公演や気軽に入場できる演奏会等を企画・実施し，地域の芸術文化を普及さ
せ，文化の向上を図ります。また，地域文化団体や地域の小・中・高等学校等
と連携した事業を実施します。

ニコピン音楽祭

プラハ・バロック合奏団〝きよしこの夜～クリスマス名曲の贈り物〟

る地元発のオリジナルな公演を企画します。

内容

地域住民の芸術文化の向上を図るため，中規模ホールの特性を活かしたクラ
シック，ジャズ，演劇，古典芸能等幅広いジャンルの事業を実施し，国内外の
魅力ある優れた舞台芸術を提供します。

純烈コンサート with 木島ユタカ



調査・研究事業

【指定管理事業】

公益目的の催物に係る施設使用許可及び運営事業
施設管理事業

施設管理保守委託
施設設備管理

事業名

３　施設使用者サービス事業（定款第4条第3項第1号事業）[収益事業]　【自主事業】

事業名

福山市神辺文化会館条例及び施行規則に基づき，公平・公正に施設を貸与し，
住民の公益目的の芸術文化活動を支援します。また，利用者にとって安全・安
心で快適な環境を提供するために維持管理を行い，使用団体との事前打ち合わ
せにおいて照明・音響，舞台進行，演出等の助言指導を行うとともに，後方の
支援に努めます。

内容

施設使用者サービ
ス事業

清涼飲料水等の自動販売機の設置及び各種公演チケットの販売など，施設使用
者の利便性を向上させるサービスを行います。

施設管理，舞台技術，事業研修会等への参加【指定管理事業】

芸術文化活動支援
事業

２　福山市神辺文化会館地域社会貢献事業（定款第4条第3項第2号事業）[その他の事業]

内容

公益目的以外の催
物に係る施設使用許
可及び運営，施設管
理事業
【指定管理事業】

ホールを使用して収益を上げる公演や，観客が限定された催し，芸術文化以外
での利用など公益目的以外の施設の貸与とそれに伴う施設の管理を行います。

アンケート調査【自主事業】

主催公演において利用者からのアンケート調査や地域の芸術文化活動団体から
意見や情報等を収集し，企画・運営に反映させます。また，より質の高いサー
ビスを提供するため，全国公立文化施設協会等の研修会に参加し，舞台技術，
施設管理等について調査・研究に努めます。



Ⅲ　福山市沼隈サンパル

運営方針 『基本方針』
1  多様なジャンルの優れた舞台芸術にふれる機会を提供します。
2  住民の芸術文化活動の創造・発表・交流の拠点となります。
3  住民と協働し芸術文化の薫り高い地域づくりを目指します。

１　福山市沼隈サンパル芸術文化振興事業（定款第4条第1項第3号事業）[公益目的事業]
事業名

鑑賞事業
【自主事業】

次年度事業企画・開催準備 ほか

普及事業
【自主事業】

共催公演

ばらのまち福山国際音楽祭
けんみん文化祭ひろしま'19

育成事業
【自主事業】

教室事業
オカリナ教室，バイオリン教室，ウクレレ教室，絵画教室　ほか

主催公演
沼隈サンパル教室事業ジョイントコンサート
ぬまくまピアノ・歌マラソン
ロビーコンサート ほか

【指定管理事業】

公益目的の催物に係る施設使用許可及び運営事業
施設管理事業

施設管理保守委託
施設設備管理

事業名

３　施設使用者サービス事業（定款第4条第3項第1号事業）[収益事業]　【自主事業】
事業名

林家たい平独演会

落語会学校公演・一般公演

内容

施設使用者サービ
ス事業

清涼飲料水等の自動販売機の設置及び各種公演チケットの販売など，施設使用
者の利便性を向上させるサービスを行います。

芸術文化活動支援
事業

福山市沼隈サンパル条例及び施行規則に基づき，公平・公正に施設を貸与し，
住民の公益目的の芸術文化活動を支援します。また，利用者にとって安全・安
心で快適な環境を提供するために維持管理を行い，芸術文化の振興と支援を行
います。

２　福山市沼隈サンパル地域社会貢献事業（定款第4条第3項第2号事業）[その他の事業]
内容

公益目的以外の催
物に係る施設使用許
可及び運営，施設管
理事業
【指定管理事業】

ホールを使用して収益を上げる公演や，観客が限定された催し，芸術文化以外
での利用など公益目的以外の施設の貸与とそれに伴う施設の管理を行います。

三浦祐太朗 Live Tour“47MELODIES”
ＨＡＬＥ to ＫＥ～新世界の鼓動～in 福山

住民が出演者として参加できる公演や，気軽に入場できる演奏会などを企画・
実施し，芸術文化の普及と文化の向上を目指します。

ぬまくま文化連盟芸能発表会

地域の芸術文化の向上と生涯学習及び市民の交流の場となるよう事業を企画・
実施することにより，人材や団体の育成を行い，将来の文化水準の向上に向け
た基盤づくりを行います。

内容

芸術性に優れた演奏団体や演劇団体又は個人を招いた公演を開催することによ
り，地域住民に優れた舞台芸術にふれる機会を提供し，芸術文化の向上を目指
します。

Ｎ響メンバー＆木越洋によるモーツァルト THE フルートカルテット



Ⅳ　ふくやま美術館

運営方針 『基本方針』
1 　地域に根ざした美術館
2 　世界に向かって開かれた窓としての美術館
3 　現代を見すえ次代を先取りする美術館
4

１　ふくやま美術館芸術文化振興事業（定款第4条第1項第4号事業）[公益目的事業]

事業名

特別展
旭山動物園の飼育係から絵本作家へ　デビュー30年
あべ弘士の絵本と美術　－動物たちの魂の鼓動－【自主事業】
サンダーソンアーカイブ

絹谷幸二の世界　－富士山を中心に－【指定管理事業】
常設展【指定管理事業】

次年度以降展覧会開催準備【指定管理事業】【自主事業】

鑑賞指導事業【指定管理事業】
特別茶会【指定管理事業】
子ども美術館事業【自主事業】

第49回世界児童画展
世界の児童画の収集

第11回ふくやま子ども「生きる」美術展【自主事業】

ミュージアム･コンサート【自主事業】
美術創造の実技講座，教室等【自主事業】

育成事業
【自主事業】

「友の会」
「ボランティア（くすのき）の会」

美術関係図書・資料等購入事業【自主事業】
所蔵作品写真撮影【自主事業】
調査研究【指定管理事業】
寄附・寄託事務【指定管理事業】
美術品・美術資料管理【指定管理事業】
美術品等データ整理事業【指定管理事業】
美術館年報の発刊【自主事業】

国宝　久能山東照宮　－徳川家康と歴代将軍ゆかりの名宝【指定管理事業】

春季所蔵品展「大村廣陽　－風景描写を切り口として－」

ウィリアム・モリスと英国の壁紙展 －美しい生活をもとめて【自主事業】

夏季所蔵品展「高橋秀」
秋季所蔵品展「南薫造」
冬季所蔵品展「影の美術」

水野勝成福山入封400年記念

美術館活動を無償で支援する美術館友の会やボランティアの会など，芸術（美
術）文化に積極的に関わる住民の活動を支援するため，それぞれの会に対し，
指導・助言などを行います。

美術品管理,調査・
研究事業

収蔵の美術品・資料の整理・保管・補修等に係る業務，作品保存業務，美術資
料研究と関連情報の提供をします。また，調査研究のための美術図書，資料の
購入をします。

普及事業 美術を「見る」だけでなく，「学ぶ」そして「つくる」など，生涯学習の場と
して多彩な事業を行うことで広域圏内の芸術文化の普及を図ります。

小中学生からの公募
作品の展覧会

実技講座
わたしの習作展

　美術と人間にふれあう美術館

内容

展覧会等開催事業 広く芸術（美術）文化の振興を図るため，優れた美術品の鑑賞機会を提供しま
す。



【指定管理事業】

施設管理事業
施設管理保守委託
施設設備管理

運営委員会等開催事業

美術品取得事業
【自主事業】

２　ふくやま美術館地域社会貢献事業（定款第4条第3項第2号事業）[その他の事業]
事業名

【指定管理事業】

公益目的の催物に係る施設使用許可及び運営事業

美術館で公開展示する美術品を調査研究，購入し，作品を福山市へ寄贈しま
す。また，美術館へ寄贈（寄託）される美術品の運搬，補修，設置等を行いま
す。その他，作品の保存処置を施すとともに市民共有の財産を後世に伝えてい
きます。

内容

駐車場管理運営
事業

ふくやま美術館に隣接する駐車場の管理運営を行います。

芸術文化活動支援
事業

福山市のふくやま美術館及びふくやま書道美術館条例及び施行規則に基づき，
公平・公正に施設を貸与し，広域圏内住民の芸術文化活動を支援します。ま
た，利用者にとって安全・安心で快適な環境を提供するために維持管理を行
い，利用にあたって適切な支援を行います。



Ⅴ　ふくやま書道美術館

運営方針 『基本方針』
1 　地域に根ざした美術館
2 　世界に向かって開かれた窓としての美術館
3 　現代を見すえ次代を先取りする美術館
4 　美術と人間にふれあう美術館

１　ふくやま書道美術館芸術文化振興事業（定款第4条第1項第5号事業）[公益目的事業]

事業名

広く書道芸術の振興を図るため，優れた書の鑑賞機会を提供します。

特別展

所蔵品展【指定管理事業】
春の所蔵品展「吉祥画と文房名品選」

次年度以降展覧会開催準備【指定管理事業】

普及事業

第14回親子でかく古代文字展【自主事業】
ＥＴＯをかく2020新春展   【自主事業】
臨書展                   【自主事業】
鑑賞指導事業             【指定管理事業】

書道関係図書・資料等購入事業【自主事業】
所蔵作品写真撮影【自主事業】
調査研究【指定管理事業】
寄附・寄託事務【指定管理事業】
美術品・美術資料管理【指定管理事業】

【指定管理事業】

公益目的の催物に係る施設使用許可及び運営事業
施設管理事業

施設管理保守委託
施設設備管理

運営委員会等開催事業

国宝　久能山東照宮　－徳川家康と歴代将軍ゆかりの名宝【指定管理事業】
水野勝成福山入封400年記念

書道作品を「見る」だけでなく，「書く」ことを取り入れた事業を行うことで
広域圏内の書道文化の普及を図ります。

美術品等収集，管
理，調査及び研究
事業

所蔵の美術品・資料の整理・保管・補修等に係る業務，作品保存業務，美術資
料研究と関連情報の提供をします。また，調査研究のための書道関係図書，資
料の購入をします。

芸術文化活動支援
事業

福山市のふくやま美術館及びふくやま書道美術館条例及び施行規則に基づき，
公平・公正に施設を貸与し，広域圏内住民の芸術文化活動を支援します。ま
た，利用者にとって安全・安心で快適な環境を提供するために維持管理を行
い，利用にあたって適切な支援を行います。

夏の所蔵品展Ⅰ「書を楽しむ－和のこころ「かな」」
夏の所蔵品展Ⅱ「書を楽しむ－「漢字の魅力」その姿・表情」
冬の所蔵品展Ⅰ「ベストセレクション」
冬の所蔵品展Ⅱ「没後15年　村上三島の世界」

内容

展覧会等開催事業

没後30年　桑田笹舟展【自主事業】



Ⅵ　ふくやま文学館

運営方針 『基本方針』
1 　広域圏内の文学創造の核となります。
2 　豊かな人間性を養う生涯教育の場とします。
3 　郷土の優れた文学者に学び、新しい文化を創造していく場をめざします。

１　ふくやま文学館芸術文化振興事業（定款第4条第1項第6号事業）[公益目的事業]

事業名

特別展

郷土の女性作家が描いた瀬戸内・備後　【指定管理事業】
常設展　【指定管理事業】

福山市及び近接市町ゆかりの文学者たち

移動文学展【指定管理事業】
次年度以降展覧会開催準備【指定管理事業】【自主事業】

普及事業

文学講演会【指定管理事業】 【自主事業】

文学の世界へ誘う教室事業【自主事業】

育成事業
【自主事業】

文学資料及び文学作品購入【自主事業】
寄附・寄託事務【指定管理事業】
文学資料・文学作品管理【指定管理事業】

【指定管理事業】

施設管理事業
施設管理保守委託
施設設備管理

運営委員会等開催事業

２　ふくやま文学館地域社会貢献事業（定款第4条第3項第2号事業）[その他の事業]

事業名

【指定管理事業】

芸術文化活動支援
事業

福山市のふくやま文学館条例及び施行規則に基づき，公平・公正に施設を貸与
し，広域圏内住民の芸術文化活動を支援します。また，利用者にとって安全・
安心で快適な環境を提供するために維持管理を行い，利用にあたって適切な支
援を行います。

公益目的の催物に係る施設使用許可及び運営事業

内容

駐車場管理運営
事業

ふくやま文学館に隣接する駐車場の管理運営を行います。

第18回｢木下夕爾賞｣作詩募集【指定管理事業】
｢福山の文学｣第21集発行【自主事業】
出前講座【自主事業】
映画会・ギャラリーコンサート【自主事業】

文学に関心を持つ住民の活動を支援し，広域圏内における文学に関する文化の
振興を図るため，文学館友の会に対し，指導・助言などを行います。

文学作品収集，管
理，調査及び研究
事業

所蔵の文学作品や資料の整理・保管等に係る業務，資料保存業務，資料研究と
関連情報の提供をします。また，展示や調査研究のための文学関係図書，資料
の購入をします。

展覧会等開催事業 広く文学の振興を図るため，地元出身の文学者を中心とした貴重な文学資料の
観覧機会を提供します。

瀬戸内圏の文学者が描いた夏目漱石  　【指定管理事業】

開館20周年記念　夏目漱石―漱石山房の日々   【自主事業】

井伏鱒二の世界

文学をより身近に感じてもらうため，またより深く理解してもらうために講演
会や作詩募集等，文学の世界へ誘う事業を行うことで広域圏内の文学に係る文
化の普及を図ります。

内容



３　施設使用者サービス事業（定款第4条第3項第1号事業）[収益事業]【自主事業】　

事業名 内容

施設使用者サービ
ス事業

清涼飲料水等の自動販売機の設置及び物品の販売など，施設使用者の利便性を
向上させるサービスを行います。



Ⅶ　福山城博物館

運営方針 [福山城博物館]

[湯殿等]

[福寿会館］

１　福山城博物館芸術文化振興事業（定款第4条第1項第7号事業）[公益目的事業]

事業名

展覧会等開催事業
【指定管理事業】

水野勝成福山入封400年記念　
  「福山藩の誕生」-初代勝成から五代勝岑まで-

水野勝成福山入封400年記念　
  国宝 久能山東照宮　－徳川家康と歴代将軍ゆかりの名宝

常設展

常設展「福山の歴史と文化」
 次年度以降展覧会開催準備

普及事業
【指定管理事業】

鑑賞指導事業

調査研究
寄附・寄託事務及び博物館資料の収集

【指定管理事業】 博物館資料の管理

【指定管理事業】

公益目的の催物に係る施設使用許可及び運営事業
施設管理事業

施設管理保守委託
施設設備管理

運営委員会等開催事業

百人一首かるた大会
くつろぎのひな祭りin福寿会館　

博物館資料及び郷
土資料収集，管
理，調査及び研究
事業

所蔵の資料の整理・保管等に係る業務，資料保存業務，資料研究と関連情報の
提供をします。

芸術文化活動支援
事業

福山市の福山城条例及び施行規則に基づき，公平・公正に施設を貸与し，広域
圏内住民の公益目的の芸術文化活動を支援します。また，利用者にとって安
全・安心で快適な環境を提供するために維持管理を行い，利用にあたって適切
な支援を行います。

市民茶会
各種文化イベント

夏休み体験教室
陶芸教室
文化講演会
絵手紙講習会

内容

広く芸術・文化（歴史）の振興を図るため，福山地方を中心とした貴重な歴史
的資料の観覧機会を提供します。

夏季特別展

秋季特別展

春季テーマ展   「纏いの色々」

茶会や様々なイベントの開催により芸術文化にふれる機会を提供し，歴史や考
古，民俗等の文化の普及を図ります。

　福山地方の歴史，芸術，民俗及びその他必要な資料を収集し，保存し，展示
して市民の利用に供し，教養，調査研究等に資するとともに，広域圏内の芸
術･文化の振興・発展に寄与します。

　貸会場として，市民･各種団体の研修会･講習会・展示会・お茶会などの利用
に供し，住民の福祉向上を図ります。

　福寿会館の和館と洋館を活かしたより市民に親しんで頂ける施設整備を図
り，気軽に参加できる茶会などを開催し市民の利用促進を図ります。



２　福山城博物館地域社会貢献事業（定款第4条第3項第2号事業）[その他の事業]

事業名

【指定管理事業】

【指定管理事業】

公益目的以外の催
物に係る施設使用
許可及び運営，施
設管理事業

福寿会館，湯殿，月見櫓の施設を広く文化民芸等各種会合（公益目的以外）の
場として貸与します。また，それに伴う施設の管理を行います。

福寿会館活性化イ
ベント

福寿会館において，利用を促進するためにイベントを開催します。

ＭＥＭＯＲＩＡＬ　ＤＡＹ

内容



Ⅷ　福山市神辺歴史民俗資料館

運営方針 『基本方針』
1 　広域圏内の文学創造の核となります。郷土の歴史と文化に対する知識と理解や愛着を深めるため，展示会等の
事業を実施します。

2 　豊かな人間性を養う生涯教育の場とします。郷土の歴史を身近に感じてもらうため，住民参加型の体験教室・講座を実
施します。

3 　郷土の優れた文学者に学び、新しい文化を創造していく場をめざします。ホームページ等を活用して収集・蓄積した情報の提供，研究の成果を発表
し，広範囲に郷土の歴史と文化の情報発信を行います。

4 貴重な文化財を後世に継承するため，適正に保管します。

１　福山市神辺歴史民俗資料館芸術文化振興事業（定款第4条第1項第8号事業）[公益目的事業]
事業名

展覧会等開催事業
【指定管理事業】

企画展
春季企画展「端午の節句展」
秋季企画展　水野勝成福山入封400年記念「神辺城を想像する」

 次年度以降展覧会開催準備

普及事業

藍染め体験
まが玉ペンダントを作ろう
藍染めでリサイクル

歴史講座【指定管理事業】
鑑賞指導事業【指定管理事業】

調査・研究事業
【指定管理事業】

収蔵資料の整理・保管
収蔵品の調査・研究
展覧会開催事業に係る資料の調査・研究
資料の寄附・寄託事務

施設管理事業
【指定管理事業】

所蔵資料の整理・保管等に係る業務，資料保存業務，資料研究と関連情報の提
供をします。

利用者にとって安全・安心で快適な環境を提供するため，施設の維持管理を行
います。

建物・設備・備品等の保守管理
施設・設備等の修繕

郷土の歴史と文化に対する市民の知識と理解を図ることを目的として事業を行
います。

常設展
夏季収蔵品展
冬季収蔵品展

郷土の歴史と文化についての普及を図るため，地域の歴史や企画展のテーマに
沿った講演会，体験しながら学ぶための教室を行います。

体験教室【自主事業】

内容



Ⅸ　菅茶山記念館

運営方針 『基本方針』
1 　広域圏内の文学創造の核となります。菅茶山等地域の偉人や地元で活動の個人・文化団体の展示会を開催し，
地域の文化に触れる機会を提供します。

2 　豊かな人間性を養う生涯教育の場とします。菅茶山顕彰会と連携し，菅茶山に関する文化活動を支援・推奨します。
3 　郷土の優れた文学者に学び、新しい文化を創造していく場をめざします。ホームページ等を活用し，収集・蓄積した情報の提供，研究の成果を広
範囲に情報発信します。

4 貴重な文化財を後世に継承するため，適正に保管します。

１　菅茶山記念館芸術文化振興事業（定款第4条第1項第9号事業）[公益目的事業]
事業名

展覧会等開催事業
【指定管理事業】

収蔵作品展「春」
収蔵作品展「夏」
収蔵作品展「秋」
収蔵作品展「冬」

特別展

企画展
「葛原しげる展」

「雛祭り展」
公募展覧会

2019年度「茶山ポエム絵画展」
共催展覧会
 神辺美術協会「新春展」
次年度以降展覧会開催準備

普及事業

教室事業【自主事業】
古文書を読む会
漢詩創作杜齋会
古文書入門講座

史跡めぐりの開催【自主事業】
茶山ポエムハイク

雛祭り展関連事業【自主事業】
お雛さま手作り教室
雛祭り茶会　

鑑賞指導事業【指定管理事業】　　

調査・研究事業
【指定管理事業】

収蔵資料の整理・保管
収蔵品の調査・研究
展覧会開催事業に係る資料の調査・研究
資料の寄附・寄託事務

施設管理事業
【指定管理事業】

建物・設備・備品等の保守管理
施設・設備等の修繕

常設展

第27回特別展「菅茶山をめぐる画人たち」

「村上二千六百年・幸子作品展」

展示資料の鑑賞，古文書等の解読会や漢詩の創作会，雛祭り手作り教室，展示
説明会等多彩な事業を行うことで地域内の芸術文化の普及を図ります。

菅茶山をはじめとする郷土の文化を継承し，後世に継承していくための事業で
あり，所蔵資料の整理・保管に関する業務，資料保存業務，資料研究と関連情
報の提供を行います。

利用者にとって安全・安心で快適な環境を提供するため，施設の維持管理を行
います。

内容

地域の貴重な文化遺産である菅茶山等に関する文献資料等について広く人々の
理解を深め，地域文化の発展に寄与するために次の事業を行います。



Ⅹ　福山市ぬまくま文化館

運営方針 『基本方針』
1 　広域圏内の文学創造の核となります。地域住民と連携し，芸術文化を中心とした各種講座や展示会を開催し，
芸術文化に触れる機会を提供します。

2 　豊かな人間性を養う生涯教育の場とします。利用者に心地よく日本文化を感じてもらうため，常に施設を良好な状態に
管理し，「もてなしの心」を大切にしたサービスの提供に努めます。

１　福山市ぬまくま文化館芸術文化振興事業（定款第4条第1項第10号事業）[公益目的事業]
事業名

普及事業
【自主事業】

茶会
菊花展
文化企画展（ぬくもりの絵画展）
ひなまつり
各種講座ほか
（音楽鑑賞・和菓子作り・こども書道体験・茶趣の花・折り紙等）

【指定管理事業】

２　福山市ぬまくま文化館地域社会貢献事業（定款第4条第3項第2号事業）[その他の事業]
事業名

【指定管理事業】

３　施設使用者サービス事業（定款第4条第3項第1号事業）[収益事業]　【自主事業】
事業名 内容

施設使用者サービ
ス事業

抹茶等を販売し，施設使用者の利便性を向上させるサービスを行います。

公益目的の催物に係る施設使用許可及び運営事業
施設管理事業

施設管理保守委託
施設設備管理

内容

公益目的以外の催
物に係る施設使用
許可及び運営，施
設管理事業

福山市ぬまくま文化館を広く文化民芸等各種会合（公益目的以外）の場として
貸与します。また，それに伴う施設の管理を行います。

内容

茶会や様々なイベントの開催により芸術文化にふれる機会を提供し，歴史や考
古，民俗等の文化の普及を図ります。

芸術文化活動支援
事業

福山市ぬまくま文化館条例に基づき，公平・公正に施設を貸与し，住民の公益
目的の芸術文化活動を支援します。また，利用者にとって安全・安心で快適な
環境を提供するために維持管理を行い，利用にあたって適切な支援を行いま
す。



Ⅵ　法人事務局

財団管理・運営事業[法人会計] 【自主事業】

事業名

運営事業 理事会及び評議員会の開催
関係機関への報告
登記事務
財団各施設及び関係機関との連絡調整

内容

管理事業 人事管理
会計管理
情報管理


