
平成３０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 
  小牧市は、平成２９年３月に小牧市教育大綱及び小牧市教育振興基本計画を策定し、

基本目標に「市民がともにつくる文化・芸術の振興」「豊かな人生を支える、生涯学

べるまちづくり」を掲げ、文化及び生涯学習における基本的な方針を示しました。 
  一方、国においては、平成２９年６月に文化芸術振興基本法が改正され、法律の名

称を文化芸術基本法に改め、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際

交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策を法律の範囲に取り込み、

文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図ることとしています。 
この改正では、年齢、障がいの有無又は経済的な状況にかかわらず等しく文化芸術

の鑑賞等ができる環境の整備や児童生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性

等が基本理念として盛り込まれました。 
  平成３０年度の当財団の運営にあたっては、小牧市教育大綱、小牧市教育振興基本

計画及び文化芸術基本法の改正の趣旨を踏まえ、市民が文化にふれるきっかけを提供

し、文化をとおして市民がつながり、さらには小牧のまちづくりにつながっていくこ

とを願って活動を着実に進めてまいります。 
 
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を提供し、文化芸術に興味を持つきっかけ

をつくります。 

市内の文化団体と連携した気軽に参加できるコンサートや音楽、ミュージカル、演

劇などを大学と連携して実施します。 
  また、さまざまな家庭等の事情により日頃、文化芸術に親しみたくてもなかなかコ

ンサート等に足を運べない方たちを対象に招待事業を実施します。 
中学生オーケストラ鑑賞会は、会場を従来の体育館から市民会館ホールに移し、本

物の演奏会と同様のシチュエーションで本格的なオーケストラ鑑賞の機会を提供す

ることで、これからの小牧を担う子どもたちが、生涯にわたって文化に親しみ、心豊

かな人間性を育むきっかけとなることを目的に事業を実施します。 
  また、ワークショップやアウトリーチ等の手法を活用し普及につなげていくととも

にコンテンポラリーダンスなど新しい分野へも挑戦していきます。 
 
２ 伝統文化事業 
市民が伝統文化や生活文化にふれる機会を提供し、長い歴史の中で受け継がれてき

た豊かな文化を次の世代に継承するとともに、小牧の文化へ愛着と誇りを醸成します。 



日本の伝統文化の鑑賞機会を提供するとともに、文化協会等と連携し、子どもたち

に伝統文化や生活文化にふれる機会を提供する、ジュニア育成文化活動や夏休み子ど

も文化体験教室を実施します。 
 
３ 舞台公演事業 
  市民が優れた音楽、舞踊、演劇等の文化芸術を鑑賞できる機会を充実します。 
また、愛知県芸術劇場等と連携し、質の高い事業を誘致するなど文化財団のネット

ワークを活かした事業を展開します。 
さらに、当財団の活動を理解し、さまざまな舞台公演等の運営をサポートするボラ

ンティアを養成し、事業への市民参加を推進します。 
 
４ 美術事業 
  市民の創作活動の発表の場として市民美術展を開催します。また、地域と関わりあ

いながらアートをとおしたまちづくり・人づくりを育むための事業を大学やメナード

美術館と連携して実施し、地域の活性化を図ります。 
 
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ため、市民

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

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

制を構築し、生涯学習の総合的な窓口の役割を担います。 
 
６ 広報事業 
当財団が行う事業をより効果的に進めるため、ホームページや SNS などをとおし

て積極的に情報発信を図るとともに、メディアや地域情報誌にも積極的に情報を提供

し、文化情報の認知度を高めます。 
財団情報誌を年３回発行し、事業や関連文化情報について積極的に発信し、小牧の

文化に対する認識を高めます。 
  また、文化をより身近に親しんでもらい、文化事業等に積極的に参加していただく

ことを目的とした会員制度においては、従来の会員制度に加えて新たにメール会員制

度など多様な参加の仕組みを構築します。 
 
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４施設の管理運営を行います。 
（１）小牧市市民会館 
（２）小牧中部公民館 
（３）小牧市歴史館 
（４）小牧市青年の家 



平成３０年度主な予定事業 
■普及事業 

事業名 内容 会場 開催日 

幼稚園･保育園･小学校音楽鑑賞

事業 
中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 

幼保育園 31 園 

小学校 6 校 
6 月～10 月 

ｵｰｹｽﾄﾗ招待事業 中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 市民会館 5/19 他 

ｻﾝﾃﾞｰ・ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ全 6 回 ﾎﾟﾙﾀﾒﾝﾄ小牧 東部市民ｾﾝﾀｰ他 6 月～2 月 

夏のﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｱ 協力:名古屋芸術大学 市民会館･市公民館 8/25･26 

吹奏楽ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
市内中学、高等学校吹奏

楽部、市民ﾊﾞﾝﾄﾞ 
市民会館 10/7 

公共ﾎｰﾙ現代ﾀﾞﾝｽ活性化事業 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｱｳﾄﾘｰﾁ 未定 10/24～27 

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） 
中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 市民会館 11/1･2 

福祉ｺﾝｻｰﾄ ﾎﾟﾙﾀﾒﾝﾄ小牧 市公民館 1/23 

こども夢・ﾁｬﾚﾝｼﾞ文化事業   

  あつまれ！小牧あそび城 

  こまき山親子ﾗﾘｰ 

ﾚｸﾘｰｼｮﾝ指導者ｸﾗﾌﾞ他 

小牧ｽｶｳﾄ連絡協議会 

小牧山史跡公園 

青年の家 

4/30 

5/4･5 

小牧山城の主になろう ﾚｸﾘｰｼｮﾝ指導者ｸﾗﾌﾞ他 歴史館他 8 月 

子どもに伝えたい正月の遊び ﾚｸﾘｰｼｮﾝ指導者ｸﾗﾌﾞ他 青年の家 1 月 

小牧陣中将棋大会 日本将棋連盟 ふらっとみなみ 12 月 

ｱｰﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 他 未定 未定 

市民舞台芸術祭 市内演劇団体等 北里市民ｾﾝﾀｰ他 12 月～ 

  小牧戦国少女隊 小牧戦国少女隊 市内 通年 

ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ 
ﾎﾟﾙﾀﾒﾝﾄ小牧 味岡市民ｾﾝﾀｰ 毎月第１日曜 

文化団体等 市公民館 4 月～12 月 

音楽指導事業 中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 小中学校、高校 通年 

ｼﾞｭﾆｱ演劇ｸﾗﾌﾞ育成事業 育成支援 北里中学校他 通年 

ﾘｰｼﾞｮﾅﾙｼｱﾀｰ事業 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｱｳﾄﾘｰﾁ 未定 未定 

舞台公演関連企画ｱｳﾄﾘｰﾁ事業 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｱｳﾄﾘｰﾁ 未定 未定 

 
  



■伝統文化事業 
事業名 主催 会場 開催日 

市民茶会 小牧市茶道連盟 青年の家 4/8 

第 46 回総合文化祭･東尾張芸能

大会 
小牧市文化協会 

市民会館 

市公民館 
5/22～27 

吟剣詩舞道大会 小牧市吟剣詩舞道連盟 味岡市民ｾﾝﾀｰ 7/8 

夏休みこども文化体験教室 小牧市文化協会 
市民会館 

中部公民館他 
7 月～8 月 

納涼盆踊り大会 小牧市民踊協会 市民会館 8/26 

小牧山薪能 

小牧市 

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 

小牧山史跡公園 9/15 

駒来落語会 

柳家権
やなぎやごん

太
た

桜
ろ う

 燕
えん

弥
や

 親子会 
こまき市民文化財団 北里市民ｾﾝﾀｰ 9/29 

小牧市文芸祭 小牧市文芸協会 まなび創造館 6 月～ 

小牧民謡まつり 小牧市民謡連盟 市民会館 12/2 

三絃士 津軽三味線 こまき市民文化財団 味岡市民ｾﾝﾀｰ 1/27 

書き初め大会 小牧市書道連盟 篠岡小他 1 月 

文化講演会 小牧市文化協会 あさひﾎｰﾙ 2 月 

初謡大会 小牧市謡曲連盟 勤労ｾﾝﾀｰ 2 月 

ｼﾞｭﾆｱ育成文化活動事業 小牧市文化協会 小中学校他 通年 

 
  



■舞台公演事業 
事業名 主催 会場 開催日 

第 61 回定期演奏会 
中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 

（財団共催） 
市民会館 5/19 

市民企画公演事業 

こまき市民文化財団（市民

企画事業実行委員会） 

  
O’jizo ｺﾝｻｰﾄ 

（ｱｲﾘｯｼｭﾐｭｰｼﾞｯｸ） 
味岡市民ｾﾝﾀｰ 6/9 

木星音楽団ｺﾝｻｰﾄ 市民会館 2/16 

寿歌
ほぎうた

（演劇） 
こまき市民文化財団 

（愛知県芸術劇場連携） 
市民会館 6/23 

ｻﾏｰｺｰﾗｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 小牧市音楽連盟 市民会館 7/8 

ｷｴﾌ･ｸﾗｼｯｸ･ﾊﾞﾚｴ 
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻﾘｵ ﾄｰｷｮｰ 

（財団共催） 
市民会館 7/19 

ﾏｼーﾝ ドゥ ｼﾙｸ（舞台ｻｰｶｽ） 
こまき市民文化財団 

（愛知県芸術劇場連携） 
市民会館 8/5 

音楽の絵本（ｽﾞｰﾗｼｱﾝﾌﾞﾗｽ他） ｸﾗｼｯｸ名古屋（財団共催） 市民会館 8/18 

愛知県芸術劇場ﾌｧﾐﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

｢小さな島とエヴァ｣ 

（海外演劇ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ） 

こまき市民文化財団 東部市民ｾﾝﾀｰ 8/19 

ｵﾌﾞｾｯｼｮﾝ 三舩優子×堀越彰 

（ｸﾗｼｯｸﾋﾟｱﾉ ﾄﾞﾗﾑﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ） 
こまき市民文化財団 味岡市民ｾﾝﾀｰ 10/14 

劇団四季ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 

｢ｿﾝｸﾞ&ﾀﾞﾝｽ 65｣ 
劇団四季（財団共催） 市民会館 10/27 

熱帯ｼﾞｬｽﾞ楽団（ﾗﾃﾝｼﾞｬｽﾞ） 
こまき市民文化財団 

（宝くじ助成事業） 
市民会館 11/25 

第九演奏会 
中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 

市民合唱団（財団共催）  
市民会館 12/22 

第 64 回定期演奏会 
中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 

（財団共催） 
市民会館 2/23 

ｵｰｹｽﾄﾗの日 2019 

ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 

中部ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 

（財団共催） 
市民会館 3/30 

ｱﾗｳﾝﾄﾞ 40 ﾒﾓﾘｰｺﾝｻｰﾄ （ﾎﾟｯﾌﾟｽ） こまき市民文化財団 市民会館 3/24 

劇場ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座 こまき市民文化財団 市民会館他 未定 

 
 
 
 



■美術事業 
事業名 内容 会場 開催日 

市民美術展 展示 まなび創造館 10/28～11/4 

巡回ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 展示 中学校 6 月～2 月 

ｼﾞｭﾆｱ美術ｸﾗﾌﾞ育成事業 育成･支援 中部公民館他 通年 

美術体験鑑賞講座 講座 市公民館他 未定 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨｱｰﾄ事業 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 他 市内 未定 

ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 

（ﾒﾅｰﾄﾞ美術館・大学等連携） 
展示、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 他 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ他 未定 

 
 
■こまなび事業 

事業名 内容 会場 開催日 

こまなびｻﾛﾝ運営事業 相談事業他 市公民館 通年 

市民講座 講座 市公民館 通年 

ゆうゆう学級 講座（60 歳以上対象） 市公民館 通年 

生涯学習人材育成講座 講座 市公民館 未定 

こまなびﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 活動発表 他 市民会館・市公民館 1/26･27 

 
 
■広報事業 

事業名 内容 会場 開催日 

財団情報誌発行事業 年 3 回発行（10,000 部） 

財団事務所 

6 月、10 月、2 月 
市民参加情報発信事業 情報誌ｺﾗﾑ企画編集 

こまなび情報誌発行事業 年２回発行（全戸配付） ９月、4 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 

大人のためのﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 

星空ﾅｲﾄｺﾝｻｰﾄ 他 

中部公民館 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 

歴史館企画展等開催事業 

企画展 

甲冑試着会 

小牧山城茶会 

歴史ｶﾞｲﾄﾞ 他 

歴史館 通年 

 


