
 

令和３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５年目という節目の年度を迎え、「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、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。 

  なお、新型コロナウイルスの感染が広まっている中、当財団として、新しい生活  

様式に対応すべく、事業の企画・運営に取り組んでまいります。 

 

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、文化団体やボランティア

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とおして、

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。 

  また、ダンサー、俳優、落語家など、プロのアーティストが学校等へ赴き、ワーク 

ショップ等を実施するアウトリーチでは、芸術的な表現やコミュニケーションに触れ 

ることで、子どもたちの創造力や想像力、表現力やコミュニケーション能力を育み、 

芸術を体験する機会を提供することで、文化・芸術を地域に広く普及させていきます。 

  バリアフリーコンサートでは、障がいの有無や年齢にかかわらず一緒に音楽を楽し

む機会を提供します。 

 

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

愛着を育みます。 

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年度から取り組み、令和元年度に新型コロナウイルス感染症の影響で開催を延

期した公共ホール現代ダンス活性化事業のコンテンポラリーダンス公演を実施しま

す。 

また、ファミリー向けのコンサートに小学生を対象とした音楽ワークショップを組

み合わせた公演や、若い世代をターゲットとしたビッグバンドのジャズ公演を実施し

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、地域の中で身近に芸術にふ

れ、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、人と街のつなが

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。新型コロナウイルス感染拡大防止対策

に基づき、各種講座の中止若しくは延期により生涯学習の提供が滞ったことを踏まえ、

オンラインによる講座を新たに取り入れることで、学びのニーズに応えます。 

また、令和２年９月に開設したこまき市民交流テラスと連携しながら、地域活動に

繋がる人材育成をはじめ、市民の生涯学習活動のコーディネイトや相談体制を充実さ

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、指定管理施設の情報をより速く、より広く周知

するため、ホームページや動画配信、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。さらには、こまき巡回バス・電車などに車内広告掲示を行い、当財団の

魅力ある事業を小牧市民にとどまらず、広くＰＲします。 

情報誌「こまぶん」、「年間イベントスケジュール」等を通して、小牧の文化芸術に

関する興味を喚起する情報を提供します。 

  友の会（アートフレンド小牧）では、舞台公演等の鑑賞の機会を通し、小牧市の文

化・芸術の振興に寄与することを目的に、先行予約制やメールマガジン・ダイレクト

メールなどの送付を行います。 

 

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「れきしるこまき」 

 

 

令和３年度主な予定事業 

■普及事業 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

ﾃｰﾌﾞﾙｼｱﾀｰ「三びきの

やぎのがらがらどん」 
こまき市民文化財団 

絵本を原作とした子ども

向けの演劇公演 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 5 月 16 日(日) 

小学生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

団による出張演奏 
小学校 5 校 5 月～6 月 

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～11 月 

ｻﾝﾃﾞｰｺﾝｻｰﾄ全 5 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 

味岡市民ｾﾝﾀｰ

他 
6 月～2 月 

こまぶんﾌｪｽﾀ 2021 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 8 月 22 日(日) 

吹奏楽ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

こまき市民文化財団 

(企画・運営：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 3 日(日) 

こまきﾄﾞﾘｰﾑｵｰｹｽﾄﾗ 

（中学生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 28 日

(木)・29 日(金) 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｺﾝｻｰﾄ こまき市民文化財団 
障がいの有無や年齢に

関係なく楽しめるｺﾝｻｰﾄ 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 3 月 



 

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 
未定 

こども遊びｳｨｰｸ 

「こまき山親子 DE ﾗﾘ 

ｰ」 

小牧市 

こまき市民文化財団 

日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ愛知連盟

及びﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小牧第 1

団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 2 日(日)・

3 日(月・祝) 

(ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰ

ｸ) 

詩の名作・児童書の

名作に触れる朗読会 

小牧市 

こまき市民文化財団 

星空をﾃｰﾏにした詩の

朗読会 
中部公民館 7 月 4 日(日) 

詩をつくるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

「星空の詩をつくろう」 

小牧市 

こまき市民文化財団 

星空に関係した詩をつく

るﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
中部公民館 7 月 4 日(日) 

小牧将棋の集い 
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 8 月 

小牧市民舞台芸術祭 
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 
  11 月～ 

ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ ﾎﾟﾙﾀﾒﾝﾄ小牧 
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 7 月～3 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 

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 
小中学校他 未定 



 

■伝統文化事業 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

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 4 日(日) 

夏休み子ども文化体験

教室 

小牧市 

こまき市民文化財団 

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 

駒来落語会 

桂宮治 真打昇進披露

落語会 

こまき市民文化財団 落語会 味岡市民ｾﾝﾀｰ 7 月 18 日(日) 

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 未定 

小牧山薪能 小牧市 
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 18 日(土) 

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 24 日

(日)～ 

11 月 3 日 

(水・祝) 

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 5 日(日) 

吉田兄弟ｺﾝｻｰﾄ “THE 

YOSHIDA BROTHERS” 
こまき市民文化財団 三味線ｺﾝｻｰﾄ 市民会館 

12 月 12 日

(日) 

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 
未定 1 月 8 日(土) 

駒来落語会 

桂南光独演会 
こまき市民文化財団 落語会 北里市民ｾﾝﾀｰ 1 月 15 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 3 日(木) 



 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

邦楽ｺﾝｻｰﾄ 

黒田鈴尊×LEO ～尺

八と箏の競演～ 

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 2 月 6 日(日) 

民踊まつり 小牧市民踊協会 民踊発表会 市民会館 2 月 13 日(日) 

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 

ｼﾞｭﾆｱ育成文化活動事

業(伝統文化指導事業) 

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 

ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ関連企画 

にじいろ音楽隊 

音楽ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
こまき市民文化財団 

小学生を対象とした音楽

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

参加した児童は翌日のﾌ

ｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄに出演 

味岡市民ｾﾝﾀｰ 6 月 12 日(土) 

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 13 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 11 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(日) 

第 76 回定期演奏会 

KOMAKI ｼﾘｰｽﾞ 1 

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 26 日(日) 

たをやめｵﾙｹｽﾀ ﾋﾞｯｸﾞ

ﾊﾞﾝﾄﾞ ｼﾞｬｽﾞｺﾝｻｰﾄ 
こまき市民文化財団 

女性だけのﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞに

よるｼﾞｬｽﾞｺﾝｻｰﾄ 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 11 月 6 日(土) 

第 78 回定期演奏会 

KOMAKI ｼﾘｰｽﾞ 2 

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

開催する演奏会 
市民会館 

12 月 18 日

(土) 



 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

第 79 回定期演奏会 

KOMAKI ｼﾘｰｽﾞ 3 

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 1 月 30 日(日) 

米村でんじろうｻｲｴﾝｽｼ

ｮｰ おもしろ科楽館 

MAS ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

(財団協賛) 

親子で楽しむｼｮｰｽﾀｲﾙ

の科学実験 
市民会館 2 月 5 日(土) 

ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ公演関連企画 

被り物ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ こまき市民文化財団 

山猫団の美術家、ﾆｼﾊﾗ

☆ﾉﾘｵ氏による子どもを

対象としたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ。 

制作した作品を被って子

どもｻﾎﾟｰﾀｰとしてﾀﾞﾝｽ

公演に参加。 

市公民館 2 月 26 日(土) 

ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ公演 

山猫団「小さな牧のｻ

ｰｶｽ」(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 

((一財 )地域創造共

催) 

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 3 月 5 日(土) 

ﾀﾞﾝｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｢山猫

団ｽ!」(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 

((一財 )地域創造共

催) 

ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽﾜｰｸｼｮ

ｯﾌﾟ 
市民会館 3 月 

小牧特別演奏会 
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 3 月 26 日(土) 

  



 

■美術事業 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業     

こまきｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

「点と点と線」 
こまき市民文化財団 展示・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 他 

歴史館 

中央図書館他 
7 月・8 月 

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 
未定 

第 62 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 24 日

(日)～ 

11 月 3 日 

(水・祝) 

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 

市内小中学生の美術の

育成･支援 
小牧中学校他 通年 

芸術文化講座・体験 こまき市民文化財団 講座・体験 中央図書館他 未定 

現代美術企画展 こまき市民文化財団 展示 他 中央図書館他 2 月 

 

■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 市公民館他 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） 市公民館他 通年 

大学連携講座 
小牧市 

こまき市民文化財団 
講座(ｵﾝﾗｲﾝ講座含む) 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(ｵﾝﾗｲﾝ講座含む) 市公民館他 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 2022 
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 22 日(土) 

1 月 23 日(日) 

生涯学習情報発信事業 
小牧市 

こまき市民文化財団 

情報誌発行(年 2 回発

行、全戸配布）、ﾎｰﾑﾍﾟｰ

ｼﾞ等による情報発信 

市内全戸配布

等 
4 月、9 月 



 

■広報事業 

事業名 内容 発行月等 

年間ｲﾍﾞﾝﾄｽｹｼﾞｭｰﾙ発行事業 年 1 回発行（全戸配布） 3 月 

情報誌「こまぶん」発行事業 年 2 回発行（うち 1 回全戸配布） 7 月、11 月 

動画配信 YouTube 等による動画配信 通年 

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 

電車、バス車内広告 施設及び事業等のﾎﾟｽﾀｰ掲示 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 

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 

ｼﾞｭﾆｱ企画展 

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 

青年の家こどもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 他 
青年の家 通年 

小牧山城史跡情報館 

企画展等開催事業 

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 

小 牧 山 城 

史跡情報館 
通年 


