
 

令和２年度一般財団法人こまき市民文化財団事業計画 

 

 

Ⅰ 基本方針 

  当財団が設立して４年目の年度を迎えるとともに、小牧市制６５周年の記念すべき

時期であることを踏まえ、「市民がともにつくる文化を支え、文化をとおして人々に

心の豊かさを提供します」という当財団のビジョンに基づき、ミッション及び行動方

針に従って、これまでに行ってきた文化に触れるきっかけづくりをより一層充実させ

た事業に取り組んでまいります。また、翌年の設立５周年を見据えつつ、これまでの

事業運営の中で見えてきた課題や改善点を検証し、一層魅力のある事業を展開するこ

とにより、多くの市民の皆様に良質な文化・芸術に触れる機会を提供し、文化をとお

して市民がつながり、心の豊かさを享受できる環境づくりにつながっていく活動を進

めてまいります。 

 

Ⅱ 事業概要 

 

１ 普及事業 

鑑賞や体験をとおして市民に良質な文化に触れる機会を提供し、文化・芸術に興味

を持つきっかけをつくります。 

身近に感じることのできる ‘文化・芸術’ をとおして、文化団体、大学、ボラン

ティア等、多くの人と連携しながら、ロビーコンサートやこまぶんフェスタ等を通し

て、地域と密接につながった事業を実施します。 

中学生を市民会館ホールへ招待し、オーケストラの本格的な演奏を聴く機会を提供

することで、生涯にわたって文化・芸術に親しみ、心豊かな人間性を育むきっかけづ

くりとします。 

  障がいや生活環境等の事情により、普段から舞台芸術に触れる機会に恵まれない方

たちを、バリアフリーコンサートにお招きし、誰に気兼ねすることなく音楽に触れて

いただく機会を提供します。 

また、アウトリーチとしてプロのダンサー、俳優、落語家等が学校や会館等に赴き、

ワークショップなどを実施し、アーティストと身近に接する機会を提供し、文化・芸

術の普及につなげていきます。 

さらには、小牧市へ転入された方に中部フィルハーモニー交響楽団演奏会のチケッ

トやメナード美術館入場券を抽選でプレゼントすることで、小牧の文化・芸術の魅力

を発信してまいります。 

 

２ 伝統文化事業 

市民が伝統文化に触れるための鑑賞や体験の機会を提供し、長い歴史の中で受け継



 

がれてきた豊かな日本文化の継承に寄与するとともに、文化に関する興味と小牧への

愛着を高めます。 

また、文化協会等と連携して、次代を担う子どもたちに伝統文化に触れる機会とな

るジュニア育成文化活動及び夏休み子ども文化体験教室を実施します。 

 

３ 舞台公演事業 

  音楽、舞踊、演劇等の優れた舞台芸術が鑑賞できる機会を充実させるとともに、平

成３０年度から３カ年で取組んでいる公共ホール現代ダンス活性化事業の最終年度

として市民参加型のコンテンポラリーダンス公演を実施します。 

また、愛知県芸術劇場と連携して海外作品を招聘する等、ネットワークを活かした

事業を展開します。 

 

４ 美術事業 

  絵画、彫刻、陶芸、パフォーマンスからメディアアートデザイン、工芸といった応

用美術や大衆芸術までの幅広い分野のアートに目を向け、アーティストと接する機会

を創出し、アートをとおして人と人とのつながりを広げます。 

メナード美術館、地元で活動されている作家等と連携した事業を実施することによ

り、地域の活性化とまちの魅力づくりにつなげていきます。 

 

５ こまなび事業 

  市公民館のこまなびサロンを拠点として地域の住民の学習意欲に応えるとともに、

学び合う仲間づくりへとつなげていくため、市民企画講座、生涯学習人材育成講座、

６０歳以上の市民を対象としたゆうゆう学級、大学連携講座や文化財団の特色を活か

したこまなびカルチャー講座等を実施します。また、市民の生涯学習活動のコーディ

ネイトをはじめ、相談体制を充実させ、市民とともに生涯学習事業に取り組んでまい

ります。 

 

６ 広報事業 

当財団が行う文化事業や生涯学習情報をより速く、より広く周知するため、ホーム

ページや SNS、メディアや地域情報誌などを活用して積極的に発信します。また、新

たな情報発信手段として、他市町住民も利用する電車に広告掲示を行い、当財団の魅

力ある事業を小牧市民のみならず、広くＰＲします。 

情報誌「こまぶん」、「こまなび」等をとおして、小牧の文化や生涯学習に関する興

味を喚起する情報を提供します。 

  友の会においては、文化を身近に感じながら舞台公演を積極的に鑑賞してもらうこ

とを目的としております。この機会をきっかけに、文化に親しむ人がつながり、また

会員数の拡大につなげていきます。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%AB%E5%88%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E8%8A%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88


 

７ 施設運営事業 

   小牧市から指定管理者として指定された次の５施設の管理運営を行います。 

（１）小牧市市民会館・市公民館 

（２）小牧中部公民館 

（３）小牧市歴史館 

（４）小牧市青年の家 

（５）小牧山城史跡情報館 

 

令和２年度主な予定事業 

■普及事業 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

幼稚園･保育園音楽鑑

賞事業 

小牧市 

こまき市民文化財団 

中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽

団による出張演奏 

幼稚園・保育園 

・こども園 32 園 
6 月～10 月 

小学校音楽鑑賞事業 
小牧市 

こまき市民文化財団 

中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽

団による出張演奏 
小学校 5 校 5 月 

小牧の文化・芸術を知

ってもらおうﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ！ 
こまき市民文化財団 

中部ﾌｨﾙｵｰｹｽﾄﾗｺﾝｻｰ

ﾄ･ﾒﾅｰﾄﾞ美術館招待 

市民会館 

ﾒﾅｰﾄﾞ美術館 
通年 

ｻﾝﾃﾞｰ・ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ

全 6 回 
こまき市民文化財団 

ﾎﾟﾙﾀﾒﾝﾄ小牧によるｺﾝｻ

ｰﾄ 

東部市民ｾﾝﾀｰ

他 
6 月～3 月 

こまぶんﾌｪｽﾀ こまき市民文化財団 

様々なｲﾍﾞﾝﾄを通じた文

化芸術に触れる機会の

提供 

市民会館 

市公民館 
8 月 23 日(日) 

せせらぎﾅｲﾄｺﾝｻｰﾄ こまき市民文化財団 
市民会館せせらぎ広場

で開催する野外ｺﾝｻｰﾄ 
市民会館 9 月 26 日(土) 

吹奏楽ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

こまき市民文化財団 

(企画：小牧市吹奏楽

連盟) 

市内中学、高校吹奏楽

部、市民ﾊﾞﾝﾄﾞによるﾎｰﾙ

演奏 

市民会館 10 月 4 日(日) 

こまきﾄﾞﾘｰﾑｵｰｹｽﾄﾗ 

（中学校ｵｰｹｽﾄﾗ演奏鑑

賞事業） 

小牧市 

こまき市民文化財団 

中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽

団によるﾎｰﾙ公演 
市民会館 

10 月 1 日(木) 

10 月 2 日(金) 

平田ｵﾘｻﾞ「地域と文化

芸術(仮)」講演会 
こまき市民文化財団 平田ｵﾘｻﾞ氏による講演 まなび創造館 11月 22日(日) 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ事業 

（地域創造公共ﾎｰﾙ現

代ﾀﾞﾝｽ活性化事業） 

こまき市民文化財団 

(企画：(一財)地域創

造) 

ﾀﾞﾝｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 市民会館 2 月 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｺﾝｻｰﾄ こまき市民文化財団 
福祉施設利用者等を招

待するｺﾝｻｰﾄ 
未定 未定 



 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

こども夢・ﾁｬﾚﾝｼﾞ 

文化事業 
  

こども遊びｳｨｰｸ 

「あつまれ！小牧あそ 

び城」 

小牧市 

こまき市民文化財団 

小牧市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会

他による文化に親しむ機

会の提供 

小牧山 

青年の家 
4 月 26 日(日) 

こども遊びｳｨｰｸ 

「こまき山親子ﾗﾘｰ」 

小牧市 

こまき市民文化財団 

小牧ｽｶｳﾄ連絡協議会に

よる文化に親しむ機会の

提供 

小牧山史跡公

園、青年の家 

5 月 3 日(日) 

5 月 4 日(月) 

小牧山であそぼう 
小牧市 

こまき市民文化財団 

体を動かす体験を通じた

文化に親しむ機会の提

供 

小牧山 

青年の家 
未定 

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑｱｰﾄ事業 
小牧市 

こまき市民文化財団 

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑを活用した 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 5 月 24 日(日) 

まちかどｺﾝｻｰﾄ事業 
小牧市 

こまき市民文化財団 

音楽が間近で聴ける 

ｺﾝｻｰﾄ 
未定 未定 

ｱｰﾄ体験事業 
小牧市 

こまき市民文化財団 
身近で手軽なｱｰﾄ体験 未定 未定 

小牧陣中将棋大会 
小牧市 

こまき市民文化財団 

日本将棋連盟の将棋指

導及び将棋大会 
ふらっとみなみ 12 月 

市民舞台芸術祭 
小牧市 

こまき市民文化財団 

市内演劇団体等による

舞台公演 

北里市民ｾﾝﾀｰ

他 
  12 月～ 

ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ こまき市民文化財団 

ﾎﾟﾙﾀﾒﾝﾄ小牧によるﾛﾋﾞｰ

演奏 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 

毎月(第１ 

日曜日他) 

文化団体等によるﾛﾋﾞｰ

演奏 
市公民館 4 月～12 月 

音楽指導事業 
小牧市 

こまき市民文化財団 

中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽

団による出張音楽指導 
小中学校、高校 通年 

ｼﾞｭﾆｱ演劇ｸﾗﾌﾞ育成事

業 

小牧市 

こまき市民文化財団 

市内小中学生の演劇育

成支援 
北里中学校他 通年 

ｱｳﾄﾘｰﾁ事業 こまき市民文化財団 
市内小中学校等へのｱｳ

ﾄﾘｰﾁ 
小中学校 未定 

 

■伝統文化事業 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

市民茶会 小牧市茶道連盟 
小牧山の桜を見ながら

茶の湯をたしなむ 
青年の家 4 月 5 日(日) 



 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

第 48 回総合文化祭 小牧市文化協会 

展示・芸能の部門に分

け、日頃の成果を披露

する 

市民会館 

市公民館 

5 月 26 日(火) 

～31 日(日) 

吟剣詩舞道大会 
小牧市吟剣詩舞道

連盟 

日頃鍛錬した詩吟詩舞

の成果を披露する 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 7 月 12 日(日) 

夏休みこども文化体験

教室 
小牧市文化協会 

夏休み期間、市内小中

学生が文化芸術を体験

する 

市民会館 

中部公民館他 
7 月～8 月 

納涼大盆踊り 小牧市民踊協会 

巨大な櫓を組立て 、

1,000 人を超す参加者が

踊る 

市民会館 8 月 23 日(日) 

小牧山薪能 

小牧市 

出演団体：(能楽協会

名古屋支部、名東高

校能楽研究部、小牧

市謡曲連盟) 

信長の館跡に幽玄の世

界を再現する 

小牧山史跡 

公園 
9 月 19 日(土) 

駒来落語会 

春風亭昇太独演会 
こまき市民文化財団 落語会 市民会館 10月 11日(日) 

小牧市文芸祭 小牧市文芸協会 

日頃磨いてきた短歌・俳

句・川柳等の成果を披露

する 

まなび創造館   10 月～ 

小牧民謡まつり 小牧市民謡連盟 
日頃磨いてきた民謡の

成果を披露する 
市民会館 12 月 6 日(日) 

和楽器ｶﾙﾃｯﾄ「四輝」に

よる新春ﾜﾝｺｲﾝ邦楽ｺﾝ

ｻｰﾄ 

こまき市民文化財団 和楽器ｺﾝｻｰﾄ 味岡市民ｾﾝﾀｰ 1 月 9 日(土) 

書き初め大会 小牧市書道連盟 
日頃磨いてきた書道の

成果を披露する 
篠岡小学校他 1 月 

駒来落語会 

柳家三三独演会 
こまき市民文化財団 落語会 北里市民ｾﾝﾀｰ 1 月 16 日(土) 

文化講演会 小牧市文化協会 

文化に関するﾃｰﾏに基

づき、様々な分野から講

師を招聘する講演会 

まなび創造館 2 月 

初謡大会 小牧市謡曲連盟 
日頃磨いてきた謡曲の

成果を披露する 
勤労ｾﾝﾀｰ 2 月 

 

 



 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

ｼﾞｭﾆｱ育成文化活動事

業 

小牧市 

こまき市民文化財団 

小牧市文化協会加盟団

体が市内小中学校へ出

向き、文化体験活動する 

小中学校他 通年 

 

■舞台公演事業 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

にじいろ音楽隊 

ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 
こまき市民文化財団 

親子で楽しむﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻ

ｰﾄ 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 6 月 14 日(日) 

市民音楽祭 小牧市音楽連盟 

音楽連盟に所属する団

体が日頃磨いてきたｺｰﾗ

ｽの成果を披露する 

市民会館 7 月 12 日(日) 

愛知県芸術劇場ﾌｧﾐﾘｰ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(えんどうまめと

おひめさま) 

こまき市民文化財団 

(愛知県芸術劇場連

携) 

親子で楽しむ海外招聘

企画 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 8 月 1 日(土) 

矢野顕子ﾋﾟｱﾉｿﾛﾘｻｲﾀﾙ

in 小牧 
こまき市民文化財団 ﾎﾟｯﾌﾟｽｺﾝｻｰﾄ 市民会館 9 月 13 日(日) 

第 71 回定期演奏会 

中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交

響楽団 

（財団共催） 

ｵｰｹｽﾄﾗｺﾝｻｰﾄ 市民会館 9 月 20 日(日) 

栗ｺｰﾀﾞｰｶﾙﾃｯﾄｺﾝｻｰﾄ

in 小牧 
こまき市民文化財団 ﾘｺｰﾀﾞｰを主としたｺﾝｻｰﾄ 味岡市民ｾﾝﾀｰ 11 月 1 日(日) 

劇団青年団「ｻﾝﾀｸﾛｰｽ

会議」 
こまき市民文化財団 

親子で楽しめる子ども参

加型演劇 
市民会館 

12月 12日(土) 

12月 13日(日) 

小牧特別演奏会 こまき

第九 2020 

中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交

響楽団 

（財団共催）  

市民合唱団を公募して

開催する特別演奏会 
市民会館 12 月 5 日(土) 

ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ公演 

(公共ﾎｰﾙ現代ﾀﾞﾝｽ活

性化事業) 

こまき市民文化財団 

(地域創造共催) 

出演者を市民から募る

小牧ｵﾘｼﾞﾅﾙのｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗ

ﾘｰﾀﾞﾝｽ公演 

市民会館 2月 27日（土） 

第 74 回定期演奏会 

中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交

響楽団 

（財団共催） 

ｵｰｹｽﾄﾗｺﾝｻｰﾄ 市民会館 2 月 6 日(土) 

愛知県芸術劇場連携公

演ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ 

こまき市民文化財団 

(愛知県芸術劇場連

携) 

年齢・性別・身体的な障

がいの有無にかかわらな

い多感覚演劇 

東部市民ｾﾝﾀｰ 2 月 

 



 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

May.J×中部ﾌｨﾙｽﾍﾟｼｬ

ﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ 

こまき市民文化財団 

中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交

響楽団 

May.J と中ﾌｨﾙがｺﾗﾎﾞし

たｽﾍﾟｼｬﾙｺﾝｻｰﾄ 
市民会館 3 月 27 日(土) 

 

■美術事業 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

ﾒﾅｰﾄﾞ美術館連携事業 こまき市民文化財団 鑑賞、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、展示 
中部公民館 

ﾒﾅｰﾄﾞ美術館 

7 月 12 日(日) 

（展示：7 月） 

第 61 回 

小牧市民美術展 

小牧市 

こまき市民文化財団 
展示 まなび創造館 

10月 25日(日)

～ 

11 月 3 日(火) 

巡回ﾐｭｰｼﾞｱﾑ こまき市民文化財団 展示 中学校 通年 

ｼﾞｭﾆｱ美術ｸﾗﾌﾞ育成事

業 

小牧市 

こまき市民文化財団 

市内小中学生の育成･

支援 
小牧中学校他 通年 

美術講座 こまき市民文化財団 講座 市公民館他 未定 

ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 こまき市民文化財団 展示 他 市公民館他 未定 

 

■こまなび事業 

事業名 主催 内容 会場等 開催日等 

こまなびｻﾛﾝ運営事業 
小牧市 

こまき市民文化財団 
相談、講師紹介事業他 市公民館 通年 

市民企画講座 
小牧市 

こまき市民文化財団 
講座 市公民館 通年 

ゆうゆう学級 
小牧市 

こまき市民文化財団 
講座（60 歳以上対象） 市公民館 通年 

大学連携講座 
小牧市 

こまき市民文化財団 
講座 市公民館・大学 未定 

生涯学習人材育成講座 
小牧市 

こまき市民文化財団 
講座 市公民館 未定 

こまなびｶﾙﾁｬｰ講座 
小牧市 

こまき市民文化財団 
講座 市公民館 未定 

こまなびﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
小牧市 

こまき市民文化財団 
展示、活動発表 

市民会館 

市公民館 

1 月 23 日(土) 

1 月 24 日(日) 

情報ｶﾞｲﾄﾞこまなび発行

事業 

小牧市 

こまき市民文化財団 

生涯学習情報誌発行 

年 2 回発行（全戸配布） 
市内全戸配布 4 月、9 月 

 



 

■広報事業 

事業名 内容 発行月等 

財団情報誌「こまぶん」発行事業 年 3 回発行（うち 1 回全戸配布） 7 月、11 月、3 月 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ他 事業等の情報発信 通年 

ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ事業 新聞、ﾃﾚﾋﾞ、地域情報誌等への情報提供 通年 

友の会運営事業 会員事業の運営 通年 

 

■施設運営事業（施設維持管理以外のソフト事業） 

事業名 内容 会場 開催日 

中部公民館 

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ運営事業 

一般投映、学習投映、幼児投映、七夕

投映 

親子で楽しむﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 

天文講座 

星空ﾅｲﾄｺﾝｻｰﾄ 他 

中部公民館 通年 

歴史館 

企画展等開催事業 

企画展 

甲冑試着会 

忍者衣装試着体験 

小牧山城茶会 他 

歴史館 通年 

青年の家 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等開催事業 

講座・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

青年の家ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 他 
青年の家 通年 

小牧山城史跡情報館 

 企画展等開催事業 

れきしるこまきｵｰﾌﾟﾝ 1 周年記念「墨絵

師：御歌頭」武将画ﾗｲﾌﾞ 他 

小 牧 山 城  

史跡情報館 

4 月 25 日(土) 

4 月 26 日(日) 

企画展 

れきしるこまき講座 

小牧山城茶会 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 他 

通年 

 


