
 

令和４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 

  当財団設立から６年目の年度を迎え、「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、より一層充実した事業に取り組んでまいります。これまでの事業

運営で培った経験や実績をもとに、より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拡大する中、当財団として、引き続き「新しい生

活様式」に対応した事業の企画・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、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するドリームオーケストラでは、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、芸術的な表現に触れたり、コミュニケーショ

ンを図ることで、感受性・表現力・想像力といった子どもたちの能力や、寛容な心を育

むきっかけを提供します。 

  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。 

  さらには、より多くの子どもたちに文化・芸術に触れる機会を提供するため、児童館

を会場とした演劇公演を実施します。 

 

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することで、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。 

さらには、日本を代表する伝統芸能のひとつであり、ユネスコの無形文化遺産として

も登録されている文楽の歴史や人形の仕組みなどについての講演を実施します。 

 

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２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市民参加型コンテンポラリーダンス公演を実施

します。 

また、児童文学の名作を原作とした子ども向けの人形劇や、珍しい古楽器のコンサー

ト、比較的若い世代をターゲットとしたピアノによるジャズライブやポップスコンサー 

トを実施します。 

 

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触れ、ア

ーティストと接する機会を創出し、アートを通して人と人、人と街のつながりを広げま

す。 

メナード美術館や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。 

企画展として若手アーティストと海外アーティストによるサウンドアート作品の展

示やアイヌの伝統文化・芸術を紹介する展示会も実施します。 

 

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、大学連携市民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。「新しい生活様式」の学びのスタイルとし

てオンラインによる講座も取り入れ、学びのニーズに応えます。 

また、こまき市民交流テラスと連携しながら、地域活動につな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ートや相談体制を充実させ、市民とともに生涯学習事

業に取り組みます。 

 

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ＳＮＳ、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、こまき巡回バスの車内広告掲示を行い、当財団の魅力ある

事業を広く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

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


 

関する興味を喚起する情報を提供します。 

  友の会では、舞台公演等の鑑賞の機会をとおして小牧市の文化・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。 

 

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６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）小牧市創垂館 

（６）小牧山城史跡情報館 

 

令和４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 
5 月～8 月 

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 6 校 6 月 

ｻﾝﾃﾞｰｺﾝｻｰﾄ・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 

味岡市民ｾﾝﾀｰ

他 
6 月～3 月 

こまぶんﾌｪｽﾀ 2022 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 

市民会館他 8 月 21 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 2 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 27 日

(木)・28 日(金) 

ﾃｰﾌﾞﾙｼｱﾀｰ「三びきの

やぎのがらがらどん」 

児童館ﾂｱｰ 

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 

篠岡・味岡・小

牧児童館 

12 月 24 日

(土)～26 日

(月) 

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 
東部市民ｾﾝﾀｰ 2 月 4 日(土) 



 

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 

「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 
5 月 1 日(日) 

「こまきやまおやこﾗﾘｰ」 
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 4 日(水・

祝)・5 日(木・

祝) 

美術ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
小牧市 

こまき市民文化財団 

小学生を対象としたﾌﾟﾛｱ

ｰﾃｨｽﾄによるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 6 月 5 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 7 日(日) 

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 
市民ｾﾝﾀｰ等 10 月～2 月 

みんなの広場をつくるに

は～文化芸術と地域の

つながり～ 

こまき市民文化財団 

「公共とは何か、地域社

会において文化にできる

ことは何か」を市民の経

済格差や差別などの視

点から考える講演会 

味岡市民ｾﾝﾀｰ 3 月 4 日(土) 

ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ 
ﾎﾟﾙﾀﾒﾝﾄ小牧 

(財団協賛) 

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) 

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

団による市内小中高等

学校吹奏楽部への出張

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 

北里市民ｾﾝﾀｰ

他 
通年 

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 

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 

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 
創垂館 4 月 3 日(日) 

第 50 回総合文化祭 小牧市文化協会 

展示・芸能の部門に分

け、日頃の鍛錬の成果を

披露する 

市民会館 

市公民館 

5 月 24 日(火) 

～29 日(日) 

吟剣詩舞道大会 
小牧吟剣詩舞道連

盟 

日頃の鍛錬の成果を披

露する 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 7 月 10 日(日) 

夏休みこども文化体験

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 23 日(土)

～8 月 10 日

(水) 

伝統芸能ﾚｸﾁｬｰ 

「はじめての文楽」 

こども編・大人編 

こまき市民文化財団 

文楽の人形に焦点を当

てた「こども編」と文楽の

歴史や人形の仕組みな

どに触れる「大人編」、解

説・実演と公演の映像を

鑑賞する 

勤労センター 8 月 27 日(土) 

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 

小牧市文芸祭 小牧市文芸協会 
日頃の鍛錬の成果を披

露する 
まなび創造館 

10 月 25 日

(火)～11 月 3

日(木・祝) 

小牧民謡まつり 小牧市民謡連盟 
日頃の鍛錬の成果を披

露する 
市民会館 12 月 4 日(日) 

書き初め大会 小牧市書道連盟 
日頃の鍛錬の成果を披

露する 

篠岡小学校 

小牧小学校 

1 月 14 日

(土)・15 日(日) 

琉神 

～沖縄の風を運ぶ旅～ 
こまき市民文化財団 

沖縄の伝統的な踊りエイ

サーや琉球獅子舞など

沖縄の伝統文化に触れ

る公演 

味岡市民ｾﾝﾀｰ 1 月 14 日(土) 

小牧市文化協会 

創立 50 周年記念 

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 

市民会館 2 月 9 日(木) 

 

 

 



 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

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 2 月 18 日(土) 

初謡大会 小牧市謡曲連盟 
日頃の鍛錬の成果を披

露する 
勤労ｾﾝﾀｰ 2 月 

初舞の会 小牧日本舞踊協会 
日頃の鍛錬の成果を披

露する 
勤労ｾﾝﾀｰ 2 月 

駒来落語会 

こども寄席 
こまき市民文化財団 子ども向け落語会 勤労ｾﾝﾀｰ 3 月 26 日(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、文化体験活動を

行う 

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 

人形劇団ひとみ座 

「岸辺のﾔｰﾋﾞ」 
こまき市民文化財団 

児童文学の名作「岸辺

のﾔｰﾋﾞ」を原作とした人

形劇 

味岡市民ｾﾝﾀｰ 5 月 15 日(日) 

ﾛﾊﾞの音楽座 

「わいてくるくるおんがっ

かい」 

関連企画ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

ﾛﾊﾞの音楽座ｵﾘｼﾞﾅﾙ楽

器｢ﾌﾞｰﾊﾟｸ｣をつくろう! 

こまき市民文化財団 

普段触れる機会のない

古楽器によるｺﾝｻｰﾄとﾛ

ﾊﾞの音楽座ｵﾘｼﾞﾅﾙ楽器

｢ﾌﾞｰﾊﾟｸ｣作りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

味岡市民ｾﾝﾀｰ 6 月 12 日(日) 

Ai Kuwabara Trio Jazz 

Live 

桑原あいﾄﾘｵ ｼﾞｬｽﾞﾗｲ

ﾌﾞ 

こまき市民文化財団 
若い世代の方が楽しめ

るｼﾞｬｽﾞﾗｲﾌﾞ 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 7 月 3 日(日) 

小牧市民音楽祭 小牧市音楽連盟 

音楽連盟に所属する団

体が日頃の鍛錬の成果

を披露する 

市民会館 7 月 10 日(日) 

劇団四季ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 

「ﾛﾎﾞｯﾄ･ｲﾝ･ｻﾞ･ｶｰﾃﾞﾝ」 

四季(株) 

(財団協賛) 
劇団四季によるﾐｭｰｼﾞｶﾙ 市民会館 7 月 28 日(木) 

NHK 公開番組 

「ラジオ深夜便のつど

い」 

小牧市 

(財団共催) 

NHK による公開トーク番

組 
市民会館 8 月 13 日(土) 

  



 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

ﾎﾟｯﾌﾟｽｺﾝｻｰﾄ こまき市民文化財団 
若い世代の方が楽しめ

るｺﾝｻｰﾄ 
市民会館 9 月 10 日(土) 

第 83 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 
10 月 22 日

(土) 

公共ﾎｰﾙ現代ダンス活

性化事業 市民参加型

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾀﾞﾝｽ公演｢ﾏｲ葬

式｣ 

関連企画ﾀﾞﾝｽﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ 

こまき市民文化財団 

((一財 )地域創造共

催) 

出演者を市民から募る

市民参加型の小牧ｵﾘｼﾞ

ﾅﾙのｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ公

演とﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

市民会館 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(予

定) 

11 月 5 日(土) 

公演 

11 月 6 日(日) 

小曽根真 ﾋﾟｱﾉ･ｿﾛ･ｺﾝ

ｻｰﾄ 
こまき市民文化財団 ﾋﾟｱﾉｿﾛｺﾝｻｰﾄ 市民会館 

11 月 26 日

(土) 

第 84 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 11 日

(日) 

第 85 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 
2 月 11 日(土・

祝) 

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 11 日(土) 

 

■美術事業 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

展覧会 

〈ｱｲﾇの刺繍・衣装と文

化〉～一本の縄から始ま

る～ 四辻藍美ｱｲﾇ刺繍

展 

こまき市民文化財団 

ｱｲﾇの刺繍・衣装や文化

を紹介する展示と刺繍の

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 他 

中央図書館 

4 月 29 日(金・

祝)～5 月 8 日

(日) 

SOUND ART 

Exhibition 

E. の準備 室  Hojo ＋

Kraft 音のｺﾚｸｼｮﾝ 

こまき市民文化財団 
ｻｳﾝﾄﾞｱｰﾄ作品の展示、

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ公演 他 
中央図書館 

9 月 18 日(日)

～25 日(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 
未定 



 

事業名 主催 内容 会場 開催日 

第 63 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 27 日(木)～ 

11 月 3 日(木・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育

成･支援 

小牧中学

校他 
通年 

芸術文化 体験・講座 こまき市民文化財団 講座・体験 
中央図書

館 
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(ｵﾝﾗｲﾝ講座含む) 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 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 

連携市民講座 (企業連

携) 

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 28 日(土) 

1 月 29 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 

 

■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 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 

巡回バス車内広告、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ他 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 

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 

ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 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 

創垂館 

講演会等開催事業 

企画展・講演会 

ワークショップ  他 
創垂館 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 


