
平成27年度 事業報告書 
 

平成27年度は，財団の機能を活かした民間，関係団体等との連携のもと，市民一人ひと

りが文化芸術に親しむことができる魅力あるまちづくりを目指して①市民文化の振興 ②

文化芸術活動者の支援・育成 ③国内外との文化交流の促進 ④文化普及，広報事業の推

進の４つの柱で事業を展開した。 
 

１ 市民文化の振興 

(1) 2015福岡舞台芸術シリーズ(決算額 15,133千円) 

芸術性の高い魅力ある舞台芸術公演を市民の鑑賞しやすい形で提供し，多種多様な

舞台芸術に触れる場を創出することにより，福岡の舞台芸術の更なる活性化を促し，

都市の活力・イメージを高めるとともに，市民文化の振興を図った。 

ア こどもとおとな 演劇のトビラ『パンチネロ～たいせつなきみ～』 

開催日：①平成27年８月23日（日) 

②平成27年８月29日（土） 

会 場：①城南市民センターホール ②中央市民センターホール 

演 出：広瀬健太郎      入場者：①129人 ②254人 合計383人 

出 演：八尋桂子ほか 

入場料：大人1,500円ほか 

[関連企画] 

■「アニメづくり体験ワークショップ」 

開催日：平成27年８月８日（土） 

会 場：福岡市美術館 教養講座室         参加者：38人 

講 師：黒岩俊哉（九州産業大学教授）ほか               

参加料：無料 

イ 国際舞台創造支援事業『Asian Parallax』 

開催日：①平成28年２月27日（土） 

②平成28年２月28日（日） 

会 場：スカラエスパシオ 

出 演：M.M.S.T，グレコローマンスタイル，14＋ 

ゲスト：キム・ドンソク，ヌーリーナ・モハマド，ウォン・ユエワイ，橋本裕介 

①３作品上演とアフタートーク 

②パネルディスカッション「国際舞台フェスティバルの現在」     

入場者：①138人 ②32人 合計170人 

入場料：大人3,000円ほか 

ウ 伝統芸能入門 

伝統文化・伝承文化に対する幅広い層の市民の関心と理解を深め，その継承・

普及を図るとともに，伝統に立脚した新たな文化の創造を目指した古典芸能の講

座を全３回実施した。 

■第一回 文楽 



開催日：平成27年10月18日(日) 

会 場：あじびホール              入場者：95人 

出 演：(公財)文楽協会の技芸員(豊竹始大夫，竹澤圑吾，桐竹紋臣), 

徳永玲子[司会] 

入場料：1,000円 

■第二回 狂言 

開催日：平成27年11月22日(日) 

会 場：住吉神社能楽殿             入場者：165人 

出 演：野村万禄,徳永玲子[司会] 

入場料：1,000円 

■第三回 能 

開催日：平成28年３月６日(日) 

会 場：住吉神社能楽殿             入場者：132人 

出 演：鷹尾維教,白坂保行,徳永玲子[司会] 

入場料：1,000円 

 

エ （提携公演）踊りに行くぜ!!Ⅱ Vol.6 福岡公演 

    開催日：平成28年３月６日(日) 

    会 場：イムズホール                      入場者：151人 

    出 演：古家優里 ほか 

    入場料：一般2,500円ほか 

 

２ 文化芸術活動者の支援・育成 

(1) 福岡市民芸術祭(決算額 7,557千円) 

「市民の手による市民の芸術文化の祭典」として定着している市民芸術祭 

について，市民の参画を得るとともに内容の充実を図った。 

開催時期：平成27年９月27日（日）～12月６日（日） 

［主催行事］ 

■オープニングイベント 

開催日：平成27年９月27日(日) 

会 場：ソラリアプラザ１Fゼファ            参加者：  300人 

    参加料：無料     

■広報・運営支援説明会，参加団体交流会等 

開催日：平成27年５月31日(日)，６月13日(土)，９月13日（土） 

    平成28年１月５日(火) 

会 場：福岡市文化芸術振興財団会議室 

福岡市赤煉瓦文化館（１月５日のみ）      参加者：   31人 

    参加料：無料     

［参加行事］123行事                    参加者：63,085人 



 (2) 環境づくり・人材育成事業(決算額 2,963千円) 

文化芸術分野における活動環境の整備と創造活動を支える人材の育成を 

図った。 

ア アートマネジメントセミナー『ひらめきをデザインする』 

■キックオフイベント『「いじる」を学び，考える。』 

開催日：平成27年７月４日(土), ７月５日（日） 

会 場：福岡市赤煉瓦文化館               参加者：延べ137人 

講師等：森司，宮本初音，馬場正尊ほか 

参加料：２日通し／3,000円，１日のみ／2,000円 

■連続講座『企画のスタートラインに立つ』 

開催日：平成27年10月～平成28年２月（計7回） 

会 場：福岡市文化芸術振興財団 会議室, 福岡市赤煉瓦文化館 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：古賀弥生ほか                  参加者：124人 

参加料：全７回通し受講 一般5,000円／県外・学生3,000円 

イ 演劇大学 in 福岡 2015『語りだす沈黙』 

地元の活動者団体である日本演出者協会福岡ブロック等が中心となって開催す

る「演劇大学 in 福岡」を，共催事業としてフォローアップしながら実施した。 

■演出家・俳優養成セミナー 

開催日：平成27年10月７日（水）～10月12日（月祝） 

会 場：ゆめアール大橋, 春日クローバープラザ ほか    来場者：30人 

講 師：和田喜夫，福田善之，清水きよし ほか 

参加料：（宿泊コース）18,000円,（その他講座）500円～4,000円 

■発表会 

開催日：平成27年10月12日（月祝） 

会 場：冷泉公園                    入場者：95人 

入場料：無料 

ウ 九州戯曲賞 

九州地域の劇作家の育成・顕彰を目的として，九州地域演劇協議会等が主催し，

九州各県の文化振興団体が共催・協力する「九州戯曲賞」へ共催として参加した。 

開催時期：平成27年４月～７月 

  会 場：アジア美術館7階会議室 ほか         参加者：延べ57人 

  審査員：岩松了ほか 

    

(3) 第９回 福岡演劇フェスティバル(決算額 2,513千円) 

「舞台芸術見本市」をテーマに，若手演劇人に創造の舞台及びステップアップの場

を提供するとともに，表現を志す人々の出会い場を創出し，福岡内外の表現者と地域

の人々，地元企業が一丸となり，演劇のもつ魅力を広めていく取り組みを行った。 

開催期間:平成27年５月６日（水）～５月31日（日） 

会 場：西鉄ホール,イムズホール,ぽんプラザホール 



主 催：(公財)福岡市文化芸術振興財団，福岡市 

（全12公演）入場者：1,435人 

参加団体：7団体 

 

■創作コンペティション 

 「一つの戯曲からの創作をとおして語ろう」vol.5上演審査 

演出家が特定の作品の演出プランを競い合い，選出された演出家による公演を

実施した。 

開催日：平成 27年５月 22日(金),５月 23日(土) 

会 場：ぽんプラザホール               入場者：116人  

審査員：岡田利規ほか 

出 演：プレゼン審査を通過した３名の演出家 

    入場料：1,000円（当日 1,500円） 

 

(4) 福岡市民文芸（決算額 1,647千円） 

文芸作品を募集し，入賞者を表彰するとともに，優秀作品を発表した。 

（「文芸福岡（福岡文化連盟総合文芸誌）」に掲載）。 

募集作品：短歌，俳句，川柳，詩，エッセイ，小説(短編)，小説(超短編) 

募集期間：平成27年７月１日(水)～９月７日(月) 

応募者：821人 

  

(5) 福岡市華道展(決算額 630千円) 

市内の華道23流・会派合同による華道展を開催し，市民の創作･発表活動を推進し

た。 

開催期間：平成27年５月27日(水)～６月１日(月) 

会  場：アクロス福岡２階交流ギャラリー一帯，１階アトリウム    

入場者：6,427人 

参加団体：市内各流・会派 

入 場 料：無料 

[関連企画] 

■「男前な華道！～男子限定のいけばな体験」 

開催日：平成27年５月28日(木) 

会 場：アクロス福岡２階セミナー室        参加者：22人 

参加料：1,000円 

■「親子いけばな体験教室」 

開催日：平成27年５月30日(土)（全２回） 

会 場：アクロス福岡２階セミナー室        参加者：44人 

参加料：大人一人1,000円，子ども一人500円 

 



(6) ＦＦＡＣステップアップ助成プログラム(決算額 5,757千円) 

福岡市において芸術分野の高い専門性や将来性を有し，今後の発展が期待される団

体・個人が,更なるステップアップを図るために行い,それらの活動を通じて芸術分野

の発展・普及に寄与する活動について,経費の一部助成やフォローアップ等を行ない，

その活動を支援した。 

また，報告会では助成金申請に関するミニレクチャーや,アドバイザーを含めた 

テーブルトークを実施し，活動者がジャンルを超えて語り合う場を創出した。 

助成件数：１０事業 

【部門Ａ】創造活動部門(一般)   １０事業 

助 成 額：4,870千円 

■上半期報告会 

開催日：平成27年12月６日(日) 

会 場：福岡市文化芸術振興財団会議室       参加者：18人 

■下半期報告会 

開催日：平成28年３月５日(土) 

会 場：福岡市文化芸術振興財団会議室       参加者：16人 

 

３ 国内外との文化交流の促進 

 (1) 子ども文化芸術魅力発見事業(決算額 6,972千円) 

学校や地域で文化芸術を鑑賞・体験できる機会を創出し，文化芸術の魅力を伝える

ことを目的に，演劇，ダンス，伝統芸能などのワークショップを主に小学生から１０

代の子どもを対象に実施した。 

①学校でのワークショップ（短期） 

【能楽体験ワークショップ】 

■香陵小学校 

開催日：平成27年９月10日（木）     参加者：５年生,保護者    64人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師  

■賀茂小学校 

開催日：平成27年９月16日（水）    参加者：４年生,保護者  78人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師 

■赤坂小学校 

開催日：平成27年10月５日（月）    参加者：６年生,保護者  54人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の能楽師 

■春住小学校 

開催日：平成27年10月８日（木）    参加者：６年生        69人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師 

■多々良小学校 

開催日：平成27年10月22日（木）      参加者：４年生       102人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の能楽師 



■箱崎小学校 

開催日：平成27年11月５日（木）      参加者：６年生,保護者  75人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師 

■老司小学校 

開催日：平成27年11月25日（水）     参加者：６年生      84人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師 

■東箱崎小学校 

開催日：平成27年11月26日（木）    参加者：６年生      36人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の能楽師 

■舞鶴小学校 

開催日：平成27年11月27日（金）      参加者：６年生,保護者  68人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師 

【ハンソリ韓国伝統打楽器ワークショップ】 

■今宿小学校 

開催日：平成27年９月４日（金）       参加者：３年生       138人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■南片江小学校 

開催日：平成27年９月９日(水）     参加者：３年生       107人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■三宅小学校 

開催日：平成27年10月９日（金）     参加者：３年生       118人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■入部小学校 

開催日：平成27年10月21日（水）     参加者：３年生       69人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ                    

■春吉小学校 

開催日：平成27年10月29日（木）     参加者：３年生       33人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■西新小学校 

開催日：平成27年10月29日（木）     参加者： 4～ 6年生（日韓文化クラブ）  24人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■内浜小学校 

開催日：平成27年11月11日（水）     参加者：３年生       148人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■西花畑小学校 

開催日：平成27年11月19日（木）     参加者：３年生       105人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■野芥小学校 

開催日：平成27年12月２日（水）     参加者：３年生       117人 



進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ  

【美術ワークショップ】 

■千代小学校 

開催日：平成27年９月30日(水),10月１日(木) 参加者：２,４年生延べ100人 

進 行：森千裕 

【演劇ワークショップ】 

■西長住小学校 

開催日：平成27年９月９日(水),10日(木)  参加者：６年生   延べ108人 

進 行：柴幸男 

【ダンスワークショップ】 

■東住吉小学校 

開催日：平成27年10月21日(水),22日(木) 参加者：３年生   延べ66人 

進 行：古家優里ほか 

■飯倉中央小学校 

開催日：平成27年11月13日(金),20(金)  参加者：４年生   延べ126人 

進 行：古家優里ほか 

■筑紫丘小学校 

開催日：平成28年１月21日（木）        参加者：特別 支援学級 １～６年 生  10人 

進 行：マニシアほか 

■姪浜小学校 

開催日：平成28年２月25日（木）        参加者：特別支援学級１～６年生８人 

進 行：マニシアほか 

【音楽ワークショップ】 

■高宮小学校 

開催日：平成27年11月４日(水),11日(水) 参加者：６年生   延べ116人 

進 行：高橋英明 

■弥永小学校 

開催日：平成27年10月14日(水),15日(木) 参加者：５,６年生      101人 

進 行：白石光隆 

②学校でのワークショップ（長期） 

文部科学省｢平成27年度児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術

表現体験｣に採択された４校で，演劇・ダンスワークショップを行った。 

【演劇】 

■若久小学校 

開催日：平成27年11月～12月(全６回)  参加者：４年生 延べ654人 

進 行：山田恵理香ほか 

■福浜小学校 

開催日：平成27年10月～平成28年２月(全10回) 

参加者：３年生 延べ310人 



進 行：山田恵理香ほか 

【ダンス】 

■賀茂小学校 

開催日：平成27年10月～27年11月(全３回) 

参加者：特別支援学級１～６年生 延べ33人 

進 行：マニシアほか 

■内浜小学校 

開催日：平成27年11月～平成28年１月(全８回) 

参加者：特別支援学級１～６年生 延べ96人 

進 行：マニシアほか 

③公募型ワークショップ 

夏休みや冬休みの期間中に参加者を公募して，演劇及びダンスのワークショップを

実施。 

■『アーティストとつくる』えんげき編・ダンス編 

開催日：平成27年８月４日(火)～９日(日) 

会 場：パピオ ビールーム         参加者：延べ210人 

進 行：康本雅子，柴幸男ほか       ／発表会入場者：130人 

参加料：3,000円 

■演劇ワークショップ『こどもたちとつくる「天神開拓史」』 

開催日：平成27年７月23日（木） 

会  場：福岡市博物館 多目的研修室         参加者：12人 

進  行：大塚ムネト，仲谷仁志  

参加料：無料 

■高校演劇部員向けワークショップ 

開催日：平成27年12月21日(月) 

会 場：市民会館練習室Ｃ                  参加者：７人 

進 行：上田一軒 

参加料：500円 

④地域でのワークショップ 

公民館や地域活動団体などと連携し，演劇やダンスのワークショップを実施。 

■「演劇ワークショップ in 東住吉公民館」 

開催日：平成28年２月13日(土) 

会 場：東住吉公民館                        参加者：41人 

進 行：幸田真洋ほか 

参加料：無料 

⑤シンポジウム 

「福岡市と近隣地域における学校アウトリーチの現在」 

福岡市と近隣都市における学校アウトリーチの取組の紹介と，課題の共有と解決

のためのグループディスカッションを行った。 



 開催日：平成28年３月17日（木） 

 会  場：あじびホール 

 進  行：古賀弥生ほか               参加者：28人 

 参加料：無料 

 

(2) エイブル・アート事業(決算額 3,436千円) 

障がい者の芸術活動を通じ，社会におけるさまざまな既成の価値や枠を捉え直す運

動「エイブル・アート・ムーブメント」の一つとして，舞台作品の公演を行った。 

『ウルトラ -Lifemap-』 

開催日：平成28年１月30日(土)，31日(日) 

会 場：ゆめアール大橋                出演者：10人                                      

入場料：一般2,500円ほか                入場者：277人 

 

(3) 福岡・アジア舞台芸術交流事業(決算額 7,450千円) 

アジアの多様な舞台芸術に，様々な角度から触れる機会を広く市民に提供し，文化

芸術を通じた創造的な国際交流・相互理解を促進する事業を行った。 

ア 福岡ダンスフリンジフェスティバル vol.9 

開催日：平成 28年２月 13日(土)，14日(日) 

会 場：ぽんプラザホール，紺屋 2023・konya gallery 

出 演：ダンサー24組                         入場者：268人 

入場料：一般 3,000円ほか 

[関連企画] 

■ダンスワークショップ 

開催日：平成28年２月11日(木・祝)（全２回） 

会 場：パピオビールーム 大練習室ほか       参加者：延べ29人 

進行役:渡邉尚，浅井信好ほか 

参加料: 2,000円/回 ほか 

■トークイベント 

開催日：平成28年2月12日(金)～13日(土)（全３回） 

会 場：ぽんプラザホール，紺屋2023・konya-gallery           

ゲスト：イ・ジョンホほか             参加者：延べ174人 

参加料：無料 

イ 日韓ダンス交流事業  

  Beyond the border 福岡-釜山 だ・댄・Da  ダンス プロジェクト  

コミュニティダンス公演「Echo across the sea 海を越えてこだまする」 

 ■キックオフイベント（福岡-釜山フォーラム） 

  開催日：平成 27年９月４日（金） 

  会 場：ソラリアホテル 

  出演者：緒方祐香ほか  観客 約 130 人 



 ■釜山公演 

  開催日：平成 27年 10月 31日（土） 

  会 場：釜山港国際旅客ターミナル 

      出演者 91人 観客 318人   

 ■福岡公演 

  開催日：平成 27年 11月１日（日） 

  会 場：博多港国際ターミナル 

      出演者 115人 観客 264人 

 

４ 文化普及，広報事業の推進 

 (1) 文化芸術資源収集活用事業(決算額 2,739千円) 

 ＜美術品等購入費及び事務費＞ 

福岡市民の貴重な財産となる美術品及び博物館資料を，福岡市美術館，福岡アジア

美術館及び福岡市博物館と共働して収集し，新収蔵品展等を通じて広く市民に還元し

た。 

購入件数及び総額：  9点    2,709,197円 

売却件数及び総額： 46点    158,612,233円 

 

ア 福岡市美術館 

売却:油彩「Nessi Has Company Ⅱ」ほか 計 3点（計134,600,000円） 

イ 福岡アジア美術館 

購入：アニメーション「子宮戦士」    計  1点 （計 1,700,797円） 

売却：絵画「階段の途中」ほか      計 10点 （計 4,708,733円）  

ウ 福岡市博物館 

購入：絵画「関羽図」ほか            計  8点 （計 1,004,400円） 

売却：古文書「松本家文書」ほか    計 33点 （計19,283,500円） 

  

 (2) 文化芸術に関する情報収集，提供事業(決算額 19,059千円) 

ア 文化芸術情報館アートリエの運営 

文化芸術普及振興のため，福岡アジア美術館と連携し，福岡都市圏及び アジ

アの文化芸術情報を収集・発信することを目的として，福岡アジア美術館７階に

設けたアートリエは，情報コーナー，チケットコーナー，わの会受付窓口，後援

名義使用申請受付窓口などの内容で運営し，文化芸術の普及振興に努めた。また，

外国語対応（英語・韓国語）できるスタッフを配置した。 

（アートリエ面積 98.05㎡） 

開館時間：午前１０時～午後８時（休館日：水曜日） 

入館者数：64,378人  

 ①情報コーナー 

文化芸術情報の公演チラシ・パンフレット設置，情報検索用ＰＣやipadの設置，



サイネージによる情報の発信，カフェへの閲覧用雑誌の提供を行った。 

②チケットコーナー 

文化団体の自主公演等のチケット受託販売や優待割引チケットの販売，ぴあで

のオンラインチケット販売を行った。 

③わの会受付窓口，後援名義使用申請受付窓口 

賛助会（わの会）及び後援名義の申込み受付などを行った。 

④アートリエワークショップ                  参加者：83人 

イベント企画を公募し，16件の応募の中から４件のワークショップを実施。未

就学児から高齢者まで幅広い層が文化芸術を体験する機会を提供するとともに，

地元アーティストの活動の場を創出した。 

■南インド舞踊「バラタナティアム」体験  平成27年11月21日(土)       

■スプーンで作るクリスマスオーナメント  平成27年12月12日(土) 

■手作りカホンを叩こう！         平成28年２月６日(土) 

■コマ場―コマの絵付け体験とコマ廻し   平成28年３月18日(金)～19日(土) 

⑤アートリエ ラウンジ・コンサート              参加者：123人 

サンタバーバラ室内オーケストラ音楽監督兼常任指揮者の大山平一郎氏がコ

ーディネートする室内楽のコンサートを実施。同時期に福岡アジア美術館で開催

中の特別展「日韓近代美術家のまなざし―『朝鮮』で描く」に合わせて韓国人奏

者に出演してもらい，トークコーナーで学芸員が展覧会のPRをする時間を設けた。 

開催日：平成28年１月18日(月) 

会 場：福岡アジア美術館彫刻ラウンジ 

出 演：大山佳織，緒方愛子，チェ・ウンシク，大山平一郎，長谷川彰子 

     参加料：無料 

⑥その他イベント等 

■フリーマガジンフェア 

「福岡ミュージアムウィーク2015」開催期間に合わせて，全国から集めた魅力

的な無料情報誌を展示，配布した。 

開催日：平成27年５月16日(土)～24日(日) 

会 場：文化芸術情報館アートリエ 

配布数：2,164部 

イ 財団機関誌『wa』の発行 

文化人によるエッセイやイベント情報，財団事業の紹介のほか，福岡の文化芸

術活動の先駆者をピックアップすることで，福岡のアート事情を読者に知らせ新

たなアートファン獲得に努めた。 

発行回数：年４回，発行部数：各20,000部 

◎wa66・夏号 

【Life is Art】ホンマタカシ（写真家）【対談企画】仲谷一志（劇団ショー

マンシップ座長）×大塚ムネト（ギンギラ太陽‘ｓ主宰）【愛でたし伝統文化】

博多鋏 



◎wa67・秋号 

【Life is Art】いのうえひでのり（劇団☆新感線主宰）【対談企画】梁木靖

弘（映画・演劇評論家）×古山和子（シネマ・コーディネーター）【愛でたし

伝統文化】博多おきあげ 

◎wa68・冬号 

【Life is Art】森山未來（俳優）【対談企画】高橋英明（音楽家）×古家優

里（振付家・ダンサー）【愛でたし伝統文化】博多張子 

◎wa69・春号 

【Life is Art】青木涼子（能アーティスト）【対談企画】大久保京（猫本専

門書店「書肆吾輩堂」）×山田善之（活版印刷「文林堂」）【愛でたし伝統文

化】マルティグラス 

ウ 情報発信機能の充実 

ホームページ，メールマガジン，ＳＮＳ(ソーシャル･ネットワーキング･サービ

ス)を活用し，適切な時期における文化芸術情報の発信に努めた。 

また，新たにＷＥＢアートリエのスマートフォン版を開設した。 

①財団ホームページ 

訪問数：64,555件（月平均：5,380件） 

②ＷＥＢアートリエ 

訪問数：70,479件（月平均：5,873件） 

③メールマガジン配信 

毎週水曜日発信  登録者数：2,936人 

 

(3) 文化芸術普及事業(決算額 16,586千円) 

広く市民に文化芸術を普及することを目的とし，福岡市美術館，福岡アジア美術館

及び福岡市博物館の収蔵品などをモチーフとしたオリジナルグッズや叢書の企画・製

作・販売および上記３館が実施する事業の広報支援などを行った。 

ア 主な売上 

①「大関ヶ原展」(東京都江戸東京博物館，京都文化博物館，福岡市博物館) 

クリアファイル（日本号），3Dフィギュア他  計3,852点 1,498,162円 

②「新・奴国展」(福岡市博物館) 

金印レプリカ，金印スタンプ他 計1,114点 808,502円 

イ 平成27年度 新規販売グッズ等および売上個数 

①刀剣関連グッズ 

実物大ポスター（圧切長谷部/日光一文字/日本号） 計 5,393点 

②福岡市美術館叢書6「九州派大全」           366点 

③福岡アジア美術館収蔵品選「アジアコレクション100」  123点 

 

(4) 賛助会「わの会」事業(決算額 717千円) 

市民の芸術鑑賞機会の増大を図るとともに，その会費収入を福岡市の文化芸術活動



の振興に役立てることを目的に実施した。 

なお，平成25年度に制度の見直しを行い，平成26年度から新しい制度として再開し，

会員へ各種文化芸術情報をお届けするとともに，様々なジャンルのイベントを行った。 

ア 会員数及び会費 

    個人会員(年会費 全期2,000円/半期1,500円)   計 492人（495口） 

  法人会員(年会費10,000円)             4団体 （5口） 

イ 会員特典  

①財団や市美術館・博物館の機関誌や文化芸術情報等の定期送付(年４回) 

②福岡市美術館，福岡アジア美術館，福岡市博物館の常設展(コレクション展)並

びに九州産業大学美術館の無料入場 

③会員限定(または優待)イベント開催 

④福岡市総合図書館映像ホール「シネラ」の割引入場 

⑤市外の美術館など提携施設の割引入場        等 

ウ 講座・イベント 

①学芸員とめぐるアンコール･ワットへのみち～神々の彫像～(歴史美術) 

開催日：平成27年６月１日(月) 

会 場：福岡市美術館                参加者： 30人 

②「大関ヶ原展」プレイベント 兜&甲冑 着用体験 (歴史) 

開催日：平成27年７月８日(水) 

会 場：福岡市博物館               参加者：  3人 

③織田廣喜の魅力に迫るinミュゼ･オダ(美術) 

開催日：平成27年７月31日(金) 

会 場：美術館「ミュゼ･オダ」           参加者：  4人 

④トワイライトミュージアムコンサート 

開催日：平成27年８月28日(金) 

会 場：福岡市博物館               参加者：170人 

⑤福岡タワーから見るふくおかの歴史とくらし 

開催日：平成27年９月３日(木) 

会 場：福岡タワー，福岡市博物館         参加者： 16人 

⑥特別展「日韓近代美術家のまなざし－『朝鮮』で描く」プレイベント 

     ポジャギ体験から知る韓国 

開催日：平成27年12月１日(火) 

会 場：福岡アジア美術館             参加者：  8人 


