
平成28年度 事業報告書 
 

平成28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) 2016福岡舞台芸術シリーズ(決算額 １５,３５１千円) 

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 日本・シンガポール・インドネシア国際共同制作「三代目、りちゃあど」 

福岡アジア文化賞芸術・文化賞受賞者であるオン・ケンセンが野田秀樹の傑作

戯曲の演出を手がけた。出演者は日本から歌舞伎，狂言，宝塚歌劇団出身者，シ

ンガポールとインドネシアを代表する俳優，インドネシアの影絵人形俳優など。

当財団を含めた国内6団体が連携する国際共同制作公演となった。 

開催日：平成28年12月17日（土） 

会 場：福岡市立東市民センター なみきホール     入場者：446人 

作 ：野田秀樹  演 出：オン・ケンセン 

出 演：中村壱太郎，茂山童司，ジャニス・コー，久世星佳ほか 

入場料：S席3,000円／A席2,500円／U25（25歳以下）1,500円ほか 

[関連企画] 

■「歌舞伎俳優・中村壱太郎ワークショップ」 

開催日：平成28年12月6日（火） 

会 場：なみきスクエア大練習室             参加者：23人 

講 師：中村壱太郎 

参加料：無料 

    ■「開演直前！シェイクスピアと『リチャード三世』簡単講座」 

     開催日：平成28年12月17日（土）13:15～／13:30～／13:45～ 

     会 場：なみきギャラリー（なみきホールロビー）   参加者：約150人 

     講 師：道行千枝（福岡女学院大学人文学部言語芸術学科准教授） 

     参加料：無料 

 

イ ANTIBODIES Collectiveダンスパフォーマンス「DUGONG」福岡公演 

従来のダンス愛好者に限らず，より広く市民に舞台芸術を身近に感じてもらえ

るよう，身体表現を主軸に音楽・映像・照明・美術など多領域にわたって表現を



するアンチボディズ・コレクティブの公演を行った。また，「（一財）地域創造 公

共ホールダンス活性化事業」を活用し，人材育成事業や普及事業などの関連企画

を実施した。 

開催日：平成28年10月16日（日） 

会 場：福岡市立中央市民センター ホール        入場者：282人 

演出/振付/出演：東野祥子(ANTIBODIES Collective) 

演出/音楽/出演：カジワラトシオ(ANTIBODIES Collective) 

出演：ANTIBODIES Collective，市民出演者 20人 

入場料：一般2,000円，18歳以下1,000円 ほか 

[関連企画] 

■「東野祥子 ダンスワークショップ」 

開催日：平成28年8月5日（金） 

会 場：パピオ ビールーム 大練習室         参加者：36人 

講 師：東野祥子（ANTIBODIES Collective） 

参加料：無料 

■ プレイベント「謎の地下空間で，ダンスを目撃せよ」 ※雨天中断 

開催日：平成28年8月6日（土） 

会 場：山王2号雨水調整池                   参加者：38人 

出 演：東野祥子（ANTIBODIES Collective） 

参加料：無料（要事前申込，18歳以上） 

■「ダンサー東野祥子のまちコラボ」 

開催日：平成28年9月1日（木）～10月16日（日） 

会 場：ブックスキューブリック けやき通り店，trene，KIKI boutique 

 

ウ 伝統芸能入門 

伝統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伝統芸能のイベントを実

施した。 

■歌舞伎入門 びっくりポン！－さらに今月必見，博多座ガイド－ 

開催日：平成28年6月4日(土) 

会 場：あじびホール              入場者：111人 

出 演：葛西聖司 

入場料：1,000円 

■子どもも大人も一緒に楽しむ 伝統芸能入門講座「ようこそ、雅楽の世界へ」 

①《レクチャー＋演奏会》 

開催日：平成28年10月23日（日） 

http://bookskubrick.jp/news/4446


会 場：住吉神社能楽殿             入場者：233人 

出 演：伶楽舎 

入場料：一般1000円，ペア（大人・高校生以下）1500円 

②《楽器体験ワークショップ》 

開催日：平成28年10月23日（日）2回 

会 場：住吉神社能楽殿             参加者：64人 

講 師：伶楽舎 

参加料：1,000円 

■熊本地震復興支援チャリティー人形浄瑠璃 

「清和文楽（熊本）＋筑前艶恋座（福岡）の響演」 

熊本地震からの一刻も早い復興を願い，文化芸術を通じた支援の一助として，

熊本県山都町（旧清和村）の清和文楽を福岡市に招くとともに，地元福岡で活躍

する筑前艶恋座との合同による人形浄瑠璃チャリティー公演を実施した。  

開催日：平成28年12月4日(土) 

会 場：パピオビールーム大練習室            入場者：235人 

出 演：清和文楽，筑前艶恋座 

入場料：無料（募金箱設置） 

寄付金：175,705円 

（公益社団法人企業メセナ協議会「GBFund 熊本・ 大分」へ寄付） 

■筑前琵琶演奏会 ～きゃふんとベベン、仙厓和尚と音あそび～ 

 ①演奏会 

開催日：平成29年１月７日(土) 

会 場：アクロス福岡 円形ホール            入場者：230人 

出 演：尾方蝶嘉ほか 

入場料：一般1,500円 25歳以下1,000円 

②関連レクチャー「福岡藩の盲僧～筑前琵琶のルーツのお話～」 

開催日：平成28年12月10日（土） 

会 場：福岡市博物館 多目的研修室            参加者： 46人 

出 演：宮野弘樹（福岡市博物館学芸員） 

参加料：無料 

 

エ （提携公演）踊りに行くぜ!!Ⅱ Vol.7 福岡公演 

開催日：平成29年２月４日(土) 

会 場：イムズホール                     入場者：164人 

出 演：岩渕貞太，ゆみうみうまれ，余越保子 ほか 

入場料：一般2,500円，学生1,500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， 

芸術祭期間中に市内で開催される市民文化団体等による文化芸術活動を参加行事

として募集し，奨励金の交付や福岡市立施設の優先予約や施設利用料の減免，広報面

での支援等を行った。 

開催時期：平成28年10月１日（土）～12月31日（土） 

［主催行事］ 

■オープニングイベント 

開催日：平成28年９月24日(土) 

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

   参加料：無料     

  ■参加団体向けセミナー（ファンドレイジング講座） 

開催日：平成29年２月12日(日) 

会 場：福岡市赤煉瓦文化館              参加者：8団体12人 

  参加料：無料     

［参加行事］127行事                    参加者： 68,012人 

 ■フォーカスプログラム  

  2行事（音楽１，演劇１） 

 ■一般参加行事 

  125行事（音楽57，美術・パフォーマンス18，演劇8，舞踊7，伝統芸能7， 

文芸12，メディア芸術2，生活文化5，その他9）  

  

(2) ＦＦＡＣステップアップ助成プログラム(決算額 ５,１９０千円) 

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。 

①助成件数：１２事業（応募件数：２１事業） 

助成額：4,520千円 

【創造活動部門(一般)】 ８事業      

■劇団ショーマンシップ甘棠館本公演 ロック版唐人歌舞伎 

「柳暗花明～博多・柳町の栄落～」 

申請者：劇団ショーマンシップ 

開催日：平成28年6月1日（水）～6日（月）（10回） 



  会 場：甘棠館Show劇場            入場者：858人 

■劇団HallBrothers冬のロングラン公演『中央区今泉』 

申請者：劇団HallBrothers 

開催日：平成28年11月11日（金）～20日（日）（11回） 

  会 場：なみきスクエア音楽演劇練習場大練習室  入場者：639人 

■HANAROproject vol.3 HANAROプロデュース 福岡＆釜山連続公演 

申請者：福岡・釜山交流ひろば 

開催日：平成28年6月16日(木)～19日(日）,30日(木)～7月3日(日) 

会 場：ぽんプラザホール             入場者：347人 

■14＋の音楽劇『サンゲツキ』 

申請者：14＋ 

開催日：平成28年6月14日（火） 

会 場：中央市民センター            入場者：310人 

■コントラバス・アンサンブル「フレンズ」2016 

申請者：コントラバス・アンサンブル「フレンズ」 

開催日：平成28年8月10日(水)，平成29年2月5日(日)，3月5日(日) 

会 場：なみきホール             入場者：247人 

■セルロース ウシジマトモコ インスタレーション展 

申請者：牛島 智子 

開催日：平成28年12月14日（水）～20日（火） 

会 場：福岡アジア美術館8F交流ギャラリー   入場者：453人 

■BAREHANDS,Asian Artist Residency Project - FUKUOKA 

申請者：LIFESTYLES展実行委員会 

開催日：平成28年4月29日（金）～5月10日（火） 

会 場：アートスペーステトラ，ギャラリー尾形，宇久画廊 他 

来場者：1,127人 

■能のカタチ 

申請者：今村 嘉太郎 

開催日：平成28年9月3日（土） 

会 場：大濠公園 能楽堂            入場者：235人 

【人材育成・環境整備部門】 ４事業 

■福岡学生演劇祭2016 

申請者：福岡学生演劇祭実行委員会 

開催日：平成28年8月27日（土），28日（日）（4回） 

会 場：ももち文化センター                     入場者：177人 

■PPP（Periplocus Performing Program) 

申請者：M.M.S.T 



開催日：平成28年10月17日（月）～23日（日），24日（月）～28日（金） 

会 場：periplocus art lab FUCA                参加者： 9人 

■ワークショップをオトリヨセ 

申請者：乗松 薫 

開催日：平成28年7月28日（木）～8月1日（月） 

会 場：冷泉荘                                  参加者：36人 

■Magnet Room.06 「Summer Dance Camp 2016 in 糸島」 

申請者：福島 由美 

開催日：平成28年7月15日（金）～17日（日） 

会 場：瑞梅時山の家                            参加者：23人 

②前期報告会 

開催日：平成28年11月19日(土) 

会 場：福岡市赤煉瓦文化館                    参加者：21人 

参加料：無料 

③後期報告会 

開催日：平成29年３月25日(土) 

会 場：福岡市赤煉瓦文化館                  参加者： 21人 

参加料：無料 

 

 (3) 環境づくり・人材育成事業(決算額 ５,８３５千円) 

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『はざまのまなざし塾』（平成28年度をもって休止） 

■関連企画映画『LISTEN リッスン』上映会＆トークショー 

開催日：平成28年10月1日(土) 

会 場：あじびホール                       参加者：延べ120人 

ゲスト：牧原依里，雫境(DAKEI) 

参加料：前売1,000円，当日1,200円 

■連続講座『はざまのまなざし塾』 

開催日：平成28年10月～平成29年3月（連続講座9回＋フォーラム1回） 

会 場：福岡市文化芸術振興財団 会議室ほか 

講 師：古賀弥生，森山淳子ほか              参加者：167人 

参加料：一般6,000円／学生4,000円 ほか 

 

イ 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.6 

全国公募の舞台演出家コンペティション。書類審査，プレゼン審査を通過した

演出家３名が上演審査にて課題戯曲の公演を行った。また，前回の最優秀作品賞



受賞公演を行った。 

課題戯曲：川村毅「春独丸」 

審査員：ペーター・ゲスナー，谷賢一，大堀久美子，山田恵理香，和田ながら 

最優秀作品賞・観客賞：波田野淳紘 

■創作コンペティションvol.5最優秀作品賞受賞公演 したため#4『文字移植』 

開催日：平成28年6月18日（土），19日（日） 

会 場：ぽんプラザホール                入場者：184人 

演 出：和田ながら 

入場料：一般 前売2,500円／当日2,800円 ほか 

■書類審査 

募集期間：平成28年6月18日（土）～9月13日（火）     応募総数：8人 

■プレゼン審査 

開催日：平成28年11月12日（土）            参加演出家：5人 

会 場：ぽんプラザホール              一般審査員：20人 

入場料：無料 

■上演審査 

開催日：平成29年3月24日（金）～3月25日（土） 

会 場：ぽんプラザホール                入場者：103人 

演 出：苧環凉，波田野淳紘，櫻井拓見 

入場料：前売1,000円／当日1,500円 

  

(4) 福岡市華道展(決算額 １,１３０千円) 

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。また，第50回を記念し，市役所１階多目的スペースに各流・会派の紹介コーナー

を設置した。 

開催期間：平成28年６月１日(水)～６月６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 

     福岡市役所１階 多目的スペース    

参加団体：市内各流・会派                             入場者：11,826人 

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28年６月２日(木) 

会 場：アクロス福岡２階セミナー室         参加者：   24人 

参加料：1,000円 

■「親子いけばな体験教室」 

開催日：平成28年６月４日(土)（全２回） 



会 場：アクロス福岡２階セミナー室         参加者：   40人 

参加料：大人1,000円，子ども500円 

 

 (5) 福岡市民文芸（決算額 ９１８千円）（平成 28年度をもって休止） 

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28年７月１日(金)～９月７日(水) 

応募者：730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 ５,７１８千円)  参加者：延べ2,928人 

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小学生対象に実施した。 

 

①学校でのワークショップ（短期）          参加者：延べ2,068人 

【能楽体験ワークショップ】 

■姪浜小学校 

開催日：平成28年９月20日（火）             参加者：６年生     190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28年９月26日（月）            参加者：６年生      89人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師 

■若久小学校 

開催日：平成28年９月28日（水）            参加者：５年生     111人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の能楽師 

■西長住小学校 

開催日：平成28年10月24日（月）           参加者：５年生      39人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の能楽師 

■長尾小学校 

開催日：平成28年11月4日（金）              参加者：６年生      94人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師 

■香椎下原小学校 

開催日：平成28年11月14日（月）            参加者：６年生       90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28年11月24日（木）           参加者：６年生 71人 

進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師 

■馬出小学校 

開催日：平成28年11月25日（金）          参加者：６年生 56人 



進 行：福岡市能楽協議会所属の狂言師 

■西高宮小学校 

開催日：平成28年11月28日（月）            参加者：６年生      176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】 

■大池小学校 

開催日：平成28年９月20日（火）             参加者：３年生       80人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■東花畑小学校 

開催日：平成28年10月6日(水）            参加者：３年生      85人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■東光小学校 

開催日：平成28年10月6日(水）             参加者：３年生       27人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■弥生小学校 

開催日：平成28年10月25日（火）           参加者：３年生       56人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ                    

■大楠小学校 

開催日：平成28年11月10日（木）           参加者：３年生      63人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

■原小学校 

開催日：平成28年11月22日（火）       参加者：３年生     110人 

進 行：ＮＰＯ法人韓ソリ 

【演劇ワークショップ】 

■春吉小学校 

開催日：平成28年９月27日(火),28日(水)    参加者：６年生   延べ50人 

進 行：田上豊 

  ■香椎小学校 

開催日：平成28年11月17日(木),18日(金)    参加者：５年生   延べ236人 

進 行：田上豊 

【ダンスワークショップ】 

■平尾小学校 

開催日：平成28年10月12日(水),13日(木)    参加者：５年生   延べ148人 

進 行：東野祥子 

■城浜小学校 

開催日：平成28年11月4日(金),7日(月)     参加者：３年生   延べ40人 

進 行：真崎千佳ほか 

  ■三苫小学校 

開催日：平成28年11月14日(月)～16日(水)    参加者：３年生   延べ254人 

進 行：古家優里ほか 

 



【音楽ワークショップ】 

■曲渕小学校 

開催日：平成28年11月21日(月)               参加者：5,６年生   延べ3人 

進 行：高橋英明 

 

②学校でのワークショップ（長期）                  参加者：  延べ601人 

文部科学省｢平成28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｣に採択された学校などで，演劇ワークショップを行った。 

■若久小学校 

開催日：平成28年11月 (全３回)                参加者：４年生  延べ291人 

進 行：山田恵理香ほか 

■福浜小学校 

開催日：平成28年12月～平成29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 

 

③公募型ワークショップ                参加者：  延べ259人 

子どもたちのさらなる芸術文化活動への自発的・意欲的な取り組みの促進を目指

して，演劇作品を創作するワークショップを実施した。 

■『アーティストとつくる』               

開催日：平成28年８月22日(月)～27日(土) 

会 場：パピオ ビールーム      参加者：延べ168人／発表会入場者：91人 

進 行：多田淳之介ほか               

参加料：3,000円（発表会は無料） 

 

(2) エイブル・アート事業(決算額 １,０９８千円) 

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。 

■関連企画映画『ライフマップ』上映会 

開催日：平成28年5月27日（金），28日(土) 

会 場：あじびホール                   参加者： 130人 

参加料：一般前売1,200円，障がい者前売600円 ほか 

■『トラワレ -Lifemap-』 

開催日：平成29年2月18日(土)，19日(日) 

会 場：ゆめアール大橋                 出演者：  6人                                      

入場料：一般前売2,500円ほか                入場者： 130人 

  

(3) 福岡・アジア舞台芸術交流事業(決算額 １,５０８千円) 

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.10 

国内外から新進気鋭の振付家・ダンサーが集結し，2日間で 25作品を一挙上演。

出演者によるワークショップや海外ゲストによるトークイベントも実施し，多様

な角度から新しいダンスを楽しみ交流する機会を提供した。上演作品のうち 6作

品が 4つの海外ダンスフェスティバル等に招聘されることとなった。 

開催日：平成 29年 2月 11日(土)，12日(日) 

会 場：ぽんプラザホール，冷泉荘・多目的スペース 

出 演：ダンサー25組（75人）                    入場者：430人 

入場料：ぽんプラザ一般 3,000円，冷泉荘一般 1,500円ほか 

 

[関連企画] 

■ダンスワークショップ 

開催日：平成29年2月7日（火）～9日（木）各日1回 3プログラム 

会 場：パピオビールーム 大練習室ほか        参加者：延べ36人 

進行役：エドワード・ユ，ムギヨノ・カシド，高橋淳 

参加料：2,000円/回 ほか 

■トークイベント 

開催日：平成29年2月10日(金)～12日(日)（全４回） 

会 場：ぽんプラザホール，冷泉荘・多目的スペース           

ゲスト：チャン・グァンリョル，乗越たかお ほか    参加者：延べ232人 

参加料：無料 

 

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 １,００６千円)※美術品等購入費 

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： 11点    1,006,000円 

売却件数及び総額： 102点    24,822,249円 

 

ア 福岡市美術館 

売却:油彩「ルーレット」ほか           計 4点 （計20,610,480円） 

イ 福岡アジア美術館 

売却:ビデオ「子宮戦士」ほか       計  3点 （計 2,529,069円）  

ウ 福岡市博物館 

購入：古文書「平野国臣和歌」ほか     計 11点 （計 1,006,000円） 

売却：複製「西鉄ライオンズユニホーム資料（複製）」ほか 

計 95点 （計 1,682,700円） 



(2) 文化芸術に関する情報収集，提供事業(決算額 １８,１８２千円) 

ア 文化芸術情報館アートリエの運営 

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。 

開館時間：午前１０時～午後８時（休館日：水曜日） 

入館者数：57,655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，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イベント等 

■アートリエ ラウンジ・コンサート             参加者：164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。本格的クラシック音楽に気軽に親

しむ機会を創出した。 

開催日：平成28年10月28日(金) 

会 場：福岡アジア美術館彫刻ラウンジ 

出 演：原 雅道，大山 佳織，大山 平一郎，原田 哲男 

     参加料：無料 

■その他  

ワークショップやフリーマガジンフェアを実施。 

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のほか,今年度は財団イベントに関連し

た特集ページを増やし,財団の活動を広く周知するとともに,公演・イベントの集

客増に努めた。また,福岡・九州のアートシーンを牽引していくであろう将来性の

あるアーティストや地域の伝統文化をピックアップし,活動者支援にもつながる

誌面作りを心掛けた。 

発行回数：年４回，発行部数：各20,000部 

◎wa70・夏号 

【Pick up Artist】長谷川彰子（九響首席チェロ奏者） 

【財団特集】東野祥子（ダンサー） ※「DUGONG」関連 

【アートトリップ】糸島 【愛でたし伝統文化】博多人形 

◎wa71・秋号 

【Pick up Artist】馬場通友（イラストレーター） 



【財団特集】オン・ケンセン（演出家） ※「三代目、りちゃあど」関連 

【アートトリップ】けやき通り 【愛でたし伝統文化】今津人形芝居保存会 

◎wa72・冬号 

【Pick up Artist】比佐水音（日本画家） 

【財団特集】尾方蝶嘉（筑前琵琶演奏家） ※「筑前琵琶演奏会」関連 

【アートトリップ】久留米 【愛でたし伝統文化】高取焼味楽窯 

◎wa73・春号 

【Pick up Artist】大島匡史朗（振付家・ダンサー） 

【財団特集】川上玉清,片山健,後藤覚徹（華道家）※「福岡市華道展」関連 

【アートトリップ】熊本 

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。 

① 財団ホームページ     訪問数：71,453件（月平均：5,954件） 

② ＷＥＢアートリエ     訪問数：78,986件（月平均：6,582件） 

③ メールマガジン配信    毎週水曜日発信  登録者数：3,140人 

 

(3) 文化芸術普及事業(決算額 １７,２９４千円) 

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 

金印グッズ（レプリカ，スタンプ，ストラップほか）及び人気ゲーム「刀剣乱

舞-ONLINE-」関連刀剣グッズ（絵はがき，実物大ポスター，クリアファイル，缶

バッジ) 

  計36,889点 14,607,216円 

イ 平成28年度 新規販売グッズ等および売上 

① 人気ゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」と福岡市博物館のコラボイベント関連グッズ 

（クリアファイル(圧切長谷部／日光一文字），コラボ缶バッジ)  

計 13,882点 5,276,837円 

② FUKUOKA OSANPO bag3（白・紺）              643点 264,200円 

 

(4) 賛助会「わの会」事業(決算額 ６２７千円) 

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。 

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 413人 

  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特別展「物・語」ギャラリーツアー 

開催日：平成28年6月6日(月) 

会 場：福岡市美術館                参加者： 25人 

②トワイライトミュージアムコンサート 

開催日：平成28年8月20日(土) 

会 場：福岡市博物館              ※参加者：370人 

③アジアフォーカス・福岡国際映画祭×福岡アジア美術館×(公財)福岡市文化芸 

術振興財団「ベトナム料理店店主に聞く ローカル飯屋（めしや）の話」 

開催日：平成28年9月12日(月) 

会 場：福岡アジア美術館             ※参加者： 21人 

④釣道楽の世界にひたる 

開催日：平成28年10月8日(土) 

会 場：福岡市博物館               参加者：  8人 

⑤福岡市博物館の「あゆみ」と「しかけ」 

開催日：平成29年3月11日(土) 

会 場：福岡市博物館               ※参加者： 40人 

※ 一般参加者を含む 


