
2012年度（平成24年度）公益財団法人福山市かんなべ文化振興会事業計画について
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（１ 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ふれる機会を提供する。
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する。
3

4

公益目的事業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1号事業）

事業名
事業費

（単位：千円）

鑑賞事業 20,172
【自主事業】

森昌子ふるさとコンサート
ザグレブ・ソロイスツ合奏団 with 清塚信也(共催）
松竹新派特別公演「初蕾」
関西フィルハーモニー管弦楽団(共催）
第2回ひろしま平和発信コンサート(共催） ほか
次年度事業企画・開催準備

施設の利用者の誰もが安心・安全に気持ちよく利用していただけるよう，公の施設の趣旨をふまえ，公
平かつ公正な立場を守り，更なる住民サービス・利便性の向上とともに，経費の削減，管理運営の充実・
効率化に努める。

公平・公正な施設の管理運営

地域の生涯学習・交流の場となる拠点づくり

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。

(2) 福山市神辺歴史民俗資料館における芸術文化振興事業

＜定款に定める事業（第４条関係）＞
(1) 福山市神辺文化会館における芸術文化振興事業

優れた舞台文化活動や地域の歴史と文化にふれる機会の充実

＜運営方針＞

＜重点項目＞

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
を図る。

財団法人福山市かんなべ文化振興会は、2012年（平成24年）4月1日をもって公益財団法人へ移行し、地
域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，指定管理者として，次の重点項
目のもと，福山市神辺文化会館・福山市神辺歴史民俗資料館・菅茶山記念館における芸術文化振興事業及
びその他の事業を行います。

福山市神辺文化会館は，芸術文化活動事業の企画，実施及び支援，また，文化団体との連携や芸術文化
活動情報の収集及び提供することを目的として，次の事業を行う。

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る地元発の
オリジナルな公演を企画する。

これまで培ってきた管理運営の実績と技術・知識を最大限活用し，住民ニーズをふまえ，優れた舞台芸
術にふれる機会や地域の歴史と文化を紹介する展覧会等の芸術文化諸事業を実施する。

地域の生涯学習及び市民の学習・鑑賞の場や芸術文化の育成・支援・交流の場となる拠点づくりを進
め，地域の発展に貢献する。

(4) 施設使用者サービス事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(3）菅茶山記念館における芸術文化振興事業

内容



6,974

ニコピン音楽祭～栗コーダーカルテットといっしょに～
どんとけぇ かんなべ夏祭り2012(共催）
第7回青少年育成音楽の集い(共催）
神辺宿 歴史まつり(共催) ほか

13,554

第8回神辺混声合唱団定期演奏会
第11回ピアノマラソンコンサート
第7回かんなべ文化連盟芸能発表会(共催）
第37回神辺音楽祭(共催）
混声合唱団・少年少女合唱団・童謡唱歌教室ジョイントコンサート
ロビーコンサート ほか

124

11,779

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

その他の事業１ 福山市神辺文化会館地域社会貢献事業（定款第4条第1項第5号事業）

事業名
事業費

（単位：千円）

12,248

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，
ピアノ・オカリナ・ハーモニカ・水墨画・合唱・文学講座等の教室
事業や芸術文化に親しんでもらうためのピアノマラソンコンサー
ト，芸術文化の鑑賞人口の増加を目的した友の会事業，ロビーにお
いて地域で活動している音楽家に演奏してもらい，誰でも気軽に聞
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。

育成事業
【自主事業】

地域文化の継承と発展を図るため，神辺出身の童謡作家葛原しげる
作詞の歌を合唱し，音楽の楽しさや身近さを伝えるニコピン音楽祭
や，合唱団の定期演奏会やジョイントコンサートを開催し，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・
実施することで地域の芸術文化を普及させ，文化レベルの向上を図
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，音楽祭や郷土芸能発表会等を実施します。

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】

施設管理、舞台技術、事業研修会への参加

芸術文化活動の振興と交流を図り，文化の薫りあふれる都市の創造
と住民福祉の増進に寄与するため，芸術文化振興に資すると認めら
れる様々なジャンルの音楽や演劇，地域の芸術交流や伝統的芸術文
化等舞台芸術に関する催物への施設の貸与を行います。また，芸術
文化活動を支援し，福山市の福山市神辺文化会館条例及び規則に基
づき，公平・公正に貸与するとともに，芸術文化団体又は個人が主
催する音楽会や講演会等の芸術文化活動での使用や学校行事での学
習発表会等へは施設使用料を減免し，芸術文化の振興と支援を行い
ます。

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
設の管理をします。

主催公演において利用者からアンケート調査を行うとともに，施設
内に目安箱を設置し公演の内容以外の事項も収集します。また，地
域の文化継承団体等の意見等を参考し，企画・運営に反映させま
す。また，全国公立文化施設協会等に加入し，芸術文化の情報を収
集し，サービス向上に反映させます。

普及・交流事業
【自主事業】

調査・研究事業

内容

芸術文化活動支援
事業
【指定管理事業】



収益事業１ 施設使用者サービス事業（定款第4条第1項第4号事業）

事業名
事業費

（単位：千円）

135

（２ 福山市神辺歴史民俗資料館）

運営方針 『基本方針』
1

2

3

4

公益目的事業２ 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2号事業）

事業名
事業費

（単位：千円）

2,184

企画展
春季企画展「端午の節句展」
秋季企画展 藍染展「絣と筒描の美」

常設展
夏季常設展「収蔵品展」
冬季常設展「収蔵品展」

通年常設展

次年度以降展覧会開催準備

1,071

夏休み体験教室【自主事業】
「まが玉ペンダントを作ろう」
「子ども向け体験教室」

体験教室【自主事業】
「藍染め体験教室」

歴史講座【指定管理事業】

416

収蔵資料の整理・保管
収蔵品の写真撮影・記録保存
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
資料の寄付・寄託事務

郷土の歴史と文化についての普及を図るため，展示の鑑賞だけでな
く，地域の歴史や企画展のテーマに沿った講演会，まが玉作りや藍
染体験等体験しながら学ぶための体験教室を行います。

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う。

内容

所蔵する資料を，随時公開します。

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・講座を実施する。

貴重な文化財を後世に継承するため，適正に保管する。

内容

普及・交流事業

郷土の歴史と文化を後世に継承していくための事業であり，展覧会
や普及・交流事業を実施するための事業でもあります。福山市内等
郷土の歴史と文化に係わる遺跡や史跡または資料を所蔵している公
共施設や個人の協力を得，資料の調査・研究をします。

郷土の歴史と文化を知っていただくため，考古・民俗等のテーマに
分けて歴史資料等を展示し，郷土の貴重な歴史文化資料の鑑賞機会
を提供します。

福山市神辺歴史民俗資料館は，郷土の歴史と文化に対する市民の知識と理解を深めるため，次の事業を
行う。

施設使用者サービ
ス事業
【自主事業】

展覧会等開催事業
【指定管理事業】

調査・研究事業
【指定管理事業】

郷土に対する知識と理解や愛着を深めるため，郷土の歴史と文化に関する展示会等の
事業を実施する。

施設使用者及び来館者へ飲料を提供するため自動販売機を設置し，
利便性の向上を図ります。



収益事業１ 施設使用者サービス事業（定款第4条第1項第4号事業）

事業名
事業費

（単位：千円）

54

（３ 菅茶山記念館）

運営方針 『基本方針』
1

2 菅茶山顕彰会と連携し，菅茶山に関する文化活動を支援・推奨する。
3

4

公益目的事業３ 菅茶山記念館芸術文化振興事業（定款第4条第1項第3号事業）

事業名
事業費

（単位：千円）

4,904

特別展
開館20周年特別展「菅茶山への誘い」

常設展
第77回収蔵作品展「春」
第78回収蔵作品展「夏」
第79回収蔵作品展「秋」
第80回収蔵作品展「冬」

企画展
「森井真智子書作展」
「西田稔～スポーツの墨絵展」
「雛祭り展」

共催展覧会
第20回「茶山ポエム絵画展」
神辺美術協会「新春展」

2,265

古文書入門講座
古文書を読む会
漢詩入門講座
茶山ポエムハイク
勾当さんの折紙を折ってみよう

716

収蔵資料の整理・保管
収蔵資料の写真撮影・記録保存
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
資料の寄付･寄託事務

神辺出身の漢詩人・教育者の菅茶山に関する資料や地域に関する文
化・芸術に携わる人物の作品及び資料を展示します。

展覧会等開催事業
【指定管理事業】

菅茶山記念館は，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，次の事業を行う。

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
ふれる機会を提供する。

貴重な文化財を後世に継承するため，適正に保管する。

内容

菅茶山に関する関心を高めるため，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をする。

内容

施設使用者サービ
ス事業
【自主事業】

普及・交流事業
【自主事業】

展示資料の鑑賞ばかりでなく，古文書等の解読や漢詩作成の講座，
葛原勾当の折り紙教室，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。

調査・研究事業
【指定管理事業】

菅茶山をはじめとする郷土の文化を顕彰し，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。

施設使用者及び来館者へ飲料を提供するため自動販売機を設置し，
利便性の向上を図ります。



（４ 法人事務局）

法人会計（定款第4条第1項第5号事業）

事業名
事業費

（単位：千円）

1,101

597

（５ 人件費）

51,529

２０１２年（平成２４年）３月２７日提出

理事長 羽 田 皓

定款第4条に定める事業の実施に必要な人件費

内容

管理事業 (１) 人事管理
(２) 会計管理
(３) 情報管理

運営事業 (１) 理事会及び評議員会の開催
(２) 関係機関への報告

ア 広島県への報告
イ 福山市への報告

(３) 登記事務
(４) 財団各施設及び関係機関との連絡調整


