平成３０年度 事業計画書

自

平成３０年４月

１日

至

平成３１年３月３１日

公益財団法人 明石文化芸術創生財団

平成 30 年度公益財団法人明石文化芸術創生財団事業計画書
平成 30 年度は公益法人として８年目を迎えるが、財団設立の目的に則り明石市における文化の
向上及び芸術の振興を図り、住民の自主的な文化活動への支援を行うことにより、住みがいのある
地域社会を創造する活動を促進し、人々の生活、文化の向上に寄与するための公益事業の一層の充
実に努めます。
１．公益目的事業
公１ 文化芸術推進事業
２．その他事業等
他１ 明石フィルハーモニー支援事業
他２ 明石フィルハーモニー後援会事業

１ 公益目的事業
公１ 文化芸術推進事業
地域住民の文化的、芸術的な活動を推進し、賑わいのあるまちづくりを一層進めるため、明石
市とも連携し、次の事業を推進します。
１

文化芸術事業の開催
地域の空間や施設を活用し幅広い分野の文化芸術を鑑賞・体験できるイベントや明石ゆかりの
美術作家の作品展などを開催し、市民への文化芸術の鑑賞機会の提供や創作活動を行っている個
人・グループへの支援を行います。
（１）コンサート演奏会等
① あかしふれあいコンサートの開催
音楽を通じた賑わいのあるまちづくりや次世代育成の一環として開催し、まちかどにおける
中高生などによる吹奏楽等の演奏を鑑賞する機会を広く市民に提供します。
［開催日］
毎月１回、原則週末(土曜、日曜)の午後
［開催場所］ あかし市民広場
［出演者］
市内の中学校・高等学校・社会人の吹奏楽部・吹奏楽団
［観客］
一般市民
② フレッシュコンサート
音楽大学在学中の市内在住或いは出身者である音楽家の卵たちの演奏会を開催し、出演者の
研鑽意欲を喚起するとともに、溌剌とした演奏を市民に披露します。
［開催日］
９月２日（日）
［開催場所］ 明石市立西部市民会館
［出演者］
市内在住・出身の音楽大学在学中の学生
［入場者］
一般市民
③ Baby Meets Music あかし
日頃、子育てに追われ、芸術に触れる機会の少ない０歳児を持つお母さんやこれからお母さ
んになる妊婦さんに、クラシック音楽の鑑賞機会を提供します。
［開催日］
５月１６日(水)、５月１９日(土)
［開催場所］ 明石市生涯学習センター子午線ホール及び明石市立西部市民会館
［出演者］
杉山雄一氏のグループ、上塚憲一氏のグループ
［入場者］
０歳児並びに０歳児を持つお母さん、これからお母さんになる妊婦さん
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④ ひとつぶのたねクラシックコンサート
明石市立市民会館との共催により演奏会を開催し、愛好家が減少しているクラシック音楽を
気軽に鑑賞できる機会を市民に提供するとともに、明石にゆかりのある若手音楽家の活動の発
表機会とします。
［開催日］
５月１２日(土)から３月までの各月１回
［開催場所］ 明石市民ホール
［出演者］
クラシック系音楽家
［入場者］
一般市民
⑤ 佐渡裕指揮管弦楽団公演事業
佐渡裕氏指揮による水準の高いオーケストラの鑑賞機会を広く市民に提供します。
［開催日］
９月１９日(水)
［開催場所］ 明石市民会館大ホール
［出演者］
佐渡裕氏と兵庫芸術文化センター管弦楽団
［入場者］
一般市民
⑥ 菅原明朗没後３０周年演奏会
明石出身の日本音楽界の大長老である菅原氏の没後３０周年を記念する演奏会を行い、その
功績を広く市民に披露します。
［開催日］
８月４日(土)
［開催場所］ 子午線ホール
［出演者］
ピアノ：澤田まゆみ
ヴァイオリン：印田千裕
チェロ：印田陽介
［入場者］
一般市民
⑦ 能舞台コンサート
明石公園に敷設される能舞台を活用したコンサートを開催し、広く市民に質の高い音楽鑑賞
の機会を提供します。
［開催日］
９月２２日(土)
［開催場所］ 明石公園西芝生広場（特設能舞台）
［出演者］
未定
［入場者］
一般市民
⑧ 吹奏楽の夕べ（明石市芸術祭）
市内で活動する吹奏楽の団体が一堂に会した演奏会を明石市芸術祭の一つとして開催し、広
く市民が音楽を楽しむ機会を提供します。
［開催日］
８月１９日(日)
［開催場所］ 明石市民会館大ホール
［出演者］
小・中・高・一般の吹奏楽部、吹奏楽団約２５団体
［入場者］
一般市民
⑨ 音楽のつどい（明石市芸術祭）
市内外で活動する合唱団体が一堂に会し、明石市芸術祭として日頃の練習成果を広く市民に
披露します。
［開催日］
１１月３日(土)
［開催場所］ 明石市民会館大ホール
［出演者］
市内外で活動する合唱団体約３０団体
［入場者］
一般市民
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（２）美術展、作品点等
① 第９回 明石文化芸術創生財団 MERIDIAN 美術展
市内在住・在職或いは出身のアーティストの作品展を開催し、広く市民に明石にゆかりのあ
るアーティストを紹介するとともに、美術作品の鑑賞機会を提供します。
［開催日］
１０月下旬～１１月上旬
［開催場所］ 明石市立文化博物館ギャラリー
［出展者］
山下彩奈、山下淳代
［入場者］
一般市民
② 第１０回 明石文化芸術創生財団 MERIDIAN 美術展
市内在住・在職或いは出身の若いアーティストの作品展を開催し、アーティストへのサポー
トをするとともに、広く市民にアーティストの紹介と美術作品の鑑賞機会を提供します。
［開催日］
３月中旬～下旬
［開催場所］ 明石市立文化博物館ギャラリー
［出展者］
未定
［入場者］
一般市民
③ スマイルギャラリーでの作品展示
明石市内外で創作活動を続けている美術愛好家に作品展示を行う場を提供するとともに、広
く市民に美術作品の鑑賞機会を提供します。
［開催日］
通年４０回程度
［開催場所］ スマイルギャラリー(アスピア明石３階連絡通路)
［出展者］
近隣の美術愛好家
［入場者］
一般市民
（３）創作活動の発表機会の提供
① ピアノパフォーマンス「ときはいま」
世界で活躍するピアニスト牧村英里子氏によるピアノと演劇をコラボしたパフォーマンスアー
トを開催し、その独自のドラマ性に満ちた演出と斬新な新しいアートを広く市民に披露します。
［開催日］
９月２９日（土）
［開催場所］ 岩屋神社
［出演者］
牧村英里子氏
［入場者］
一般市民
② ヘッドアートコレクション
明石から世界初のヘッドアートに特化したヘッドアートフォトコンテストの過去受賞作品
や、ステージショー、ヘッドアート体験ブース等、様々なコンテンツが一つになったアートイ
ベントを開催し、
“ヘッドアート“という芸術を広く普及して行きます。
［開催日］
未定
［開催場所］ 明石市民ホール
［出演者］
未定
［入場者］
一般市民
③ ステージアート（明石市芸術祭）
市内外で活動する洋舞団体が、明石市芸術祭として日頃の練習成果を広く市民に披露します。
［開催日］
未定
［開催場所］ 明石市民会館大ホール
［出演者］
市内外で活動する洋舞団体約１５団体
［入場者］
一般市民
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④ いけばな展（明石市芸術祭）
市内外で活動するいけばな団体が明石市芸術祭として一堂に会し、日頃の活動成果を広く市
民に披露します。
［開催日］
１１月３日(土・祝)、４日(日)
［開催場所］ ウィズあかし
［出演者］
市内外で活動するいけばな団体約１０団体
［入場者］
一般市民
⑤お茶会（明石市芸術祭）
市内外で活動する茶道の団体が明石市芸術祭として茶会を開催し、日頃の活動成果を広く市
民に披露します。
［開催日］
１０月２７日（土）
［開催場所］ ウィズあかし
［出演者］
市内外で活動する華道の団体
［入場者］
一般市民
⑥ 民謡・民舞と邦楽のつどい（明石市芸術祭）
市内外で活動する民謡や民舞を中心とする伝統文化の分野で活動する団体が、明石市芸術祭
として日頃の活動成果を広く市民に披露します。
［開催日］
１０月２７日（土）
［開催場所］ 子午線ホール
［出演者］
市内外で活動する民謡や民舞を中心とする文化団体
［入場者］
一般市民
⑦ アートを体験するワークショップ
市内外で活動するいろいろな分野のアーティストがそれぞれの特長を生かしてワークショ
ップを行うことにより、広く市民にアートに触れ、アートを身近なものとして感じてもらうた
めに開催します。
［開催日］
未定
［開催場所］ 未定
［出演者］
市内外で活動するアーティスト
［入場者］
一般市民
（４）創作活動のコンテストの開催
① ヘッドアートフォトコンテスト AKASHI 2018
頭部を中心にメイクされた人物のフォトコンテストを開催し、その芸術性を広く市民に知ら
せるとともに、創作活動を行っているアーティストに活動意欲を喚起する機会とします。
［開催時期］ ９月～１１月
［入賞作品展示場所］ 明石駅構内及びスマイルギャラリー、財団ホームページ
［応募］ 全国のメイク、フォト、デザイン等の関係者
② ストリートダンスコンテスト
ストリートダンスに応募者を特化したコンテストを開催し、市内外からの応募者が日頃の成
果を存分に披露する機会とするとともに、広く市民がストリートダンスの良さを知る機会とし
ます。
［開催日］
７月８日(日) ９月２日(日) １１月１１日(日)
［開催場所］ 子午線ホール
［出演者］
キッズの部、ジュニアの部、一般の部
［入場者］
一般市民
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③ キッズ青空のど自慢大会
「子どもの日」にちなみ、五月の青空のもと、生伴奏で歌う元気な明石っ子の歌声を広く市
民に披露します。
［開催日］
５月５日(土・祝)
［開催場所］ アスピア明石１階アトリウム
［出演者］
市内在住の子どもたち(幼・小・中・高生)
［観客］
一般市民
④ 明石市美術展（明石市芸術祭）
広く市内外から作品を公募し、市長賞をはじめとする賞に該当する優秀な作品を選出すると
ともに、明石市芸術祭として入選作品展を開催し、広く市民に鑑賞機会を提供します。
［開催日］
１１月中旬
［入選作品展開催場所］ 明石市立文化博物館
［応募者］
洋画、日本画、書道、彫刻、工芸、写真の分野で創作活動を行っている者
［入選作品展入場者］
一般市民
⑤ 明石市文芸祭
広く市内外から作品を公募し、市長賞をはじめとする賞に該当する優秀な作品を選出すると
ともに、入賞者を顕彰するための表彰式を開催します。また、入選作品を作品集「ことのはも
のがたり」に収録し、広く市民に披露します。
［入賞者表彰式］
１１月２３日(金・祝)
［表彰式開催場所］ 子午線ホール
［応募者］ 俳句、短歌、川柳、詩、随筆、小説、児童文学の分野で創作活動を行っている者
（５）学校での文化芸術の鑑賞機会の提供
① 学校へのアーティスト派遣事業
学校へアーティストを派遣し、質の高い芸術を子どもたちに提供するために実施します。
［開催日］
通年
［派遣対象］ 市立小・中・養護学校
［派遣アーティスト］ 本事業に登録しているアーティスト約 50 団体・個人から
② 学校へのたこフィル派遣事業
学校へたこフィルを派遣し、オーケストラの音楽の生演奏を子どもたちに提供します。
［開催日］
通年
［派遣対象］ 市立小・中・養護学校
［派遣アーティスト］ 明石フィルハーモニー管弦楽団

２

文化芸術活動支援事業
多様な文化芸術の担い手が連携・協働する拠点としての緩やかな相互ネットワークの形成を図
ります。また、アーティストや文化団体、地域住民、行政とのコーディネートや、市民やアーテ
ィストのプラットフォーム機能の充実、情報提供、助成、相談などの支援に積極的に取り組みま
す。それにより財団が、様々な担い手を支援する中間支援組織としての役割を担い、地域の文化
芸術の推進を図ります。
（１）コーディネート機能を充実させ、緩やかな相互ネットワークの形成を図る事業
① 財団サポート会議
財団が行っている活動についての意見や助言を求めるための会議を開催します。
［開催日］
年２回
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［開催場所］
［参加者］

ウィズあかし研修室
現役で活動するアーティストを中心に５名～１０名

② アートマネージャー養成事業
美術、音楽や演劇などでの展示方法や広報などを統一的にマネージメントすることで、より
多くの人に、より質の高い芸術に触れる機会を提供することができるアートマネージャーを養
成するための講座を開催します。
［開催日］
年５回
［開催場所］ 未定
［参加者］
美術、音楽や演劇などに関心のある市民約 20 名
③ 明石アーティスト協会の設立
分野の異なるアーティストが集い、情報交換やネットワークを構築するための協会を設立し
ます。
［設立日］
未定
［参加者］
市内で活動するアーティスト
④ 文化芸術関係施設・機関ネットワーク会議
市内にある主な文化芸術関係施設・機関が一堂に会し、情報交換や連携のあり方を探ります。
［開催日］
年５回程度
［開催場所］ 未定
［参加者］ 明石文化芸術創生財団、明石市立文化博物館、明石市民会館、明石市立図書館、
明石市立天文科学館、明石観光協会など

（２）プラットホームの提供や情報共有により市民の活動を支援していく事業
①「ないと講座」の開催
広く市民に、気軽に文化芸術に接する機会を提供するとともに市民相互の交流の場を提供し
ます。
［開催日］
通年１２回程度
［開催場所］ ウィズあかし
［講師］
テーマに合わせてそれぞれの分野から選定
［参加者］
文化イベントに関心を持つ市民
② 財団機関紙「創生」の発行
財団の事業内容を広く広報するとともに市民活動や市内の文化財などを紹介するため発行
します。
［発行］
年３回程度
［発行部数］ 各回３，０００部
③ メールマガジン・フリーペーパーの発信
市内で開催される各種文化芸術事業や財団事業、活躍するアーティストの紹介などを行い、
市民の芸術活動への参加を促します。
［発信］
毎月１回
［発信数］
各回約１，０００
④ ホームページの運営及び情報発信
ホームページを運営し、SNS と共に財団からの情報発信をし、市民の文化芸術活動の便宜に
供します。
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⑤ あかしまちかどアーティスト登録紹介制度の運用
「文化芸術あふれるまちづくり」の推進のため、意欲あるアーティストを登録し、イベント
等の主催者に、登録したアーティストを紹介し、地域住民による自発的な文化芸術活動の活性
化や、まちの賑わいづくりにつなげていきます。
［登録者］ 市内外で活動するミュージシャン・アーティスト
⑥ 明石文化芸術異分野交流会の開催
美術や音楽にとどまらず文学、舞台など文化芸術活動を行う者が一堂に会し、情報・意見交
換やコミュニケーションを図り、互いのネットワークを構築することを目標に開催します。
［開催日］
未定
［開催場所］ 市民ホール
［参加人数］ 関係者約１００人
⑦ 文化芸術関係資料のデータベース化
文化財や文化施設、民間の文化芸術活動に関係する各種教室など、明石の文化芸術関係資料
のデータベースの構築を確かなものし、一部データをネット上で公開します。
⑧ 文化芸術活動団体やイベントの実行委員会事務局の分担
それぞれの活動が潤滑に行われるよう明石文化団体連合会の事務局や明石薪能などの実行
委員会事務局を担当します。
⑨ 「クラシック音楽祭 in あかし」宣伝ポスターの作成
８月から１０月に市内で開催されるクラシック演奏会の案内を一つのポスターに集め宣伝
します。
（３）文化芸術活動に関する相談への助言、斡旋および助成を行う事業
① 文化芸術振興助成事業
明石市内における文化芸術活動を行うグループ・団体に事業の経費の一部を助成し、市民が
文化芸術に触れ親しむ機会を増やし、明石における文化芸術の振興を図ります。
② 相談への助言、斡旋等
文化芸術に関する事柄についての相談に対しての助言やアーティスト等の斡旋を行います。
③ 明石ゆかりのアーティストのデータベース化
各分野におけるアーティストのデータベースを構築し、ネット上でのデータの公開を行い、
広く市民に明石ゆかりのアーティストを披露します。
④ 後援名義の使用許可
後援名義の使用許可申請に対しての許可をし、各種イベント・活動への支援を行います。
⑤ 若手アーティスト顕彰制度
明石市内において文化芸術活動を行っている若手アーティストを顕彰し、さらに創作意欲を
喚起するために表彰を行う。
［表彰式］
未定
［被表彰者］ １～２名程度
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その他事業
他１ 明石フィルハーモニー支援事業
明石フィルハーモニー管弦楽団及び明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラが演奏
活動やアウトリーチ活動を計画的・効果的に行い、明石フィルハーモニー協会がオーケストラ
の運営を自主的に行っていけるよう助言するとともに、演奏会場や練習会場の確保、楽器倉庫
の確保などをサポートします。
他２

明石フィルハーモニー後援会事業
明石フィルハーモニー管弦楽団及び明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラが今後
も明石を拠点とする市民楽団として活動できるようサポートする後援会の組織運営を行うと
ともに、会員名簿の管理、会報誌の発行などを行います。
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