
平成29年度 事業報告書 

平成29年度は，より多くの市民に文化芸術に親しんでもらうため，事業の広がりを持た

せ、特に次の3点に重点を置いて事業を行った。 

・子どもを対象とした事業の拡充

・より身近な場所で文化芸術に親しめる機会の創出

・市民芸術祭の認知度向上に向けた取り組みの推進

上記を踏まえ，①文化芸術に親しむきっかけづくり ②市民の文化芸術活動の支援 

③情報発信事業の推進の3つの柱で事業を展開した。

事業実施にあたっては，鑑賞事業に加え，ワークショップ等を行い，文化芸術活動を担

う人材育成に取り組んだ。 

第1 文化芸術に親しむきっかけづくり 

1 子ども文化芸術事業 (決算額 9,504千円)     参加者・来場者：延べ6,233人 

 子ども文化芸術事業では，ワークショップを実施し，子どもたちが学校などで文化

芸術を鑑賞・体験する機会を創出するとともに，文化芸術の魅力を伝えることに取り

組んだ。学校ワークショップでは音楽のプログラムを拡充し，実施校を前年度23校か

ら43校へ大幅に拡大した。また，ファシリテーター育成講座を行い，ワークショップ

進行役の育成を図った。 

さらに，子どもや家族が一緒に楽しめる読み聞かせ公演を新たに実施した。 

(1)子ども文化芸術魅力発見事業 (決算額 6,920千円)

①学校でのワークショップ（短期） 参加者：42校 / 延べ4,331人 

【音楽】 

進行者：和楽団ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｰﾍﾞﾗｽ，筝曲鶯絃会，福岡青年音楽家協会，OnPal  

実施校：13校 

実施学年：小学1年～6年生 

参加者：1,510人 

【ダンス】 

進行者：カンパニーＸＹ，山田 うん氏，古家 優里氏，真崎 千佳氏ほか 

実施校：9校 

実施学年：小学1年～6年生 

参加者：902人 

【演劇】 

進行者：多田 淳之介氏 

実施校：1校 
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実施学年：中学2年生 

参加者：122人 

【能・狂言】 

進行者：福岡市能楽協議会所属の能楽師 

実施校：9校 

実施学年：小学4年・6年生 

参加者：682人 

【韓国伝統楽器】 

進行者：ハンソリ 李 征光氏ほか 

実施校：10校 

実施学年：小学3年生 

参加者：1,115人 

②学校でのワークショップ（長期）  参加者：延べ654人 

文部科学省｢平成29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｣に採択された学校で，演劇ワークショップを行った。 

開催日：平成29年11月～12月（全6回）  

進行者：山田 恵理香氏ほか 

実施校数：1校 

実施学年：小学4年生 

③公募型ワークショップ「アーティストとつくる」  参加者：延べ279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，併せて発表会を行った。 

開催日：平成29年8月1日～6日 

会 場：パピオ ビールーム  参加者：延べ180人／発表会入場者：99人 

進行者：多田 淳之介氏ほか 

対 象：小学4年～6年生

参加料：3,000円（発表会観覧は無料） 

④ファシリテーター育成講座                  参加者：延べ58人

公募型ワークショップについては，今後地元の活動者が進行役として実施できる

ように，ファシリテーター育成講座にて人材育成を行った。 

併せて，学校アウトリーチプログラムの立案・実施の研修も行った。 

開催日：平成29年月10日16日～平成30年2月24日（3回，6日間） 
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会 場：パピオ ビールーム 

講 師：田上 豊氏 

(2)親子芸術体験事業 （決算額 2,584千円） 来場者：911人 

絵本の読み聞かせイベント「絵本のじかんだよ！」を市民センターという地域に 

密着した会場，3歳未満は無料という参加しやすい形で実施し，家族みんなで文化芸

術に触れる機会を創出した。 

開催日：平成29年11月3日（祝）11:00 / 15:00の2回公演 

会 場：早良市民センター ホール 

構成・出演：小林 顕作氏 

入場料：おとな2,000円, 高校・中学生1,000円, 子ども（3歳～小学生）500円, 

3歳未満は膝上無料 

2 伝統芸能事業 （決算額 1,454千円）         来場者・参加者：371人 

伝統芸能が幅広い市民の関心を集め身近なものとなるよう，初心者にも分かりやす

い解説付き公演やワークショップを行い，伝統芸能の普及を図った。 

(1)レクチャーコンサート「雅楽入門講座」 来場者：331 人 

開催日：平成29年10月29日（日）11:00 / 14:30の2回公演

会 場：住吉神社能楽殿 

出 演：伶楽舎 

入場料：一般1,000円，小学生500円 

(2)楽器・舞体験ワークショップ 参加者：40人 

開催日：平成29年10月29日（日）こども編 / おとな編各1回

会 場：住吉神社能楽殿 

講 師：伶楽舎 

参加料：こども 800円，おとな 1,300円（コンサートチケット代含） 

3 エイブル・アート事業 （決算額 1,000千円）       参加者：延べ210人 

 障がい者演劇という演劇の新たな分野を福岡で確立していくための基盤づくりとし 

て、NPO法人と共働で演劇ワークショップを開催し，演者やスタッフの人材育成を行う 

とともに，演者・スタッフ・サポーターのネットワーク拡大を図った。 

なお，演劇ワークショップの成果を踏まえ，３０年度は身体に障がいのある人など

が出演する演劇を制作し，公演を開催する予定である。 
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■身体に障がいがある人の俳優講座

開催日：平成29年6月16日～7月16日（この間に4回，12日間実施）

会 場：パピオビールームほか

講 師：倉品 淳子氏（山の手事情社）

参加費：1,000円

4 地域での文化振興事業 (決算額 4,007千円)         来場者：1,579人 

 市民が文化芸術と触れ合い、心豊かな市民生活の実現に寄与するものとして，質の 

高い舞台芸術を身近な会場で鑑賞する機会を提供した。 

 音楽公演「FFACおんがくさんぽ」は，０歳から入場可とし，気軽な気分で親子で参

加できるコンサートを実施した。また，ダンス公演では題名「モナカ」にちなみ，和

菓子店の協力を得て限定商品の最中を製作し，他分野との連携にも取り組んだ。 

(1)FFACおんがくさんぽ (決算額 2,986千円)

①vol.1 クラシックへいらっしゃい 来場者：598人 

開催日：平成29年8月9日（水）

会 場：南市民センター 文化ホール 

出演者：Onpal室内合奏団 

入場料：大人500円，中学生以下無料 

②vol.2 親子で楽しむ弦楽四重奏   来場者：293人 

開催日：平成30年1月28日（日）

会 場：西部地域交流センターさいとぴあ多目的ホール 

出演者：九州交響楽団メンバー 

入場料：大人1,000円，中学生以下500円 

③vol.3 はじめてのオペラ 来場者：296人 

開催日：平成30年2月25日（日）

会 場：福岡市科学館サイエンスホール 

出演者：西日本オペラ協会「コンセル・ピエール」 

入場料：大人1,000円，中学生以下500円 

(2)ダンス公演「モナカ」 (決算額 1,021千円)  来場者：392人 

開催日：平成30年1月21日（日）

会 場：東市民センターなみきホール 

出演者：Co.山田うん 

入場料：一般3,500円，学生2,500円 
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5 文化交流促進事業 (決算額 2,504千円)      来場者・参加者：1,808人 

 多様な舞台芸術に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内 

外の交流・相互理解を促進する事業として実施した。 

(1)福岡ダンスフリンジフェスティバルvol.11 (決算額 1,504千円)

来場者・参加者：564人 

 日本・韓国・中国などアジアの現代舞踊を中心とした新進気鋭の舞台芸術公演と， 

国内外のゲストを招いたレクチャーや地元活動者のスキルアップを目的としたワーク 

ショップをNPO法人と共働で開催し，国を超えた活動者の発表の場，交流の場を創出す

るとともに，ダンスの多様さを楽しめる機会を市民に提供した。 

①ダンス公演                        来場者：372人

開催日：平成30年2月11日（日），12日（祝）

会 場：ぽんプラザホール，冷泉荘多目的スペース

内 容：公募選出14作品と海外招聘7作品の計21作品を上演

出演者：大島 匡史朗氏，乗松 薫氏，鉄田 えみ氏，ジョセフ・リー氏ほか36人

入場料：ぽんプラザ 一般前売3,000円，当日3,500円，1dayフリーパス（冷泉荘

含む）［1日目］6,000円／学生4,500円 ［2日目］8,400円／学生6,300円 

冷泉荘 一般1,500円  

②トークイベント 来場者： 86人 

開催日：平成30年2月10日（土），11日（日）

会 場：冷泉荘多目的スペース

出演者：チャン・グァンリョル氏，シュー・シュリアン氏ほか

参加料：2月10日 500円（ドリンク制），2月11日 無料

③講評会 参加者： 81人 

開催日：平成30年2月12日（祝）

会 場：ぽんプラザホール

出演者：チャン・グァンリョル氏ほか

参加料：無料

④ワークショップ 参加者： 25人 

開催日：平成30年2月8日（木），9日（金） 計2回

会 場：パピオビールーム

進行役：木原 浩太氏，藤田 善宏氏

参加料：各回2,000円
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(2)福岡きびる舞台芸術祭 (決算額 1,000千円)    来場者・参加者：1,244人

市音楽・演劇練習場施設の指定管理者，NPO法人と連携して演劇公演及びワークショ

ップ，交流会などを実施し，演劇の魅力を広く発信するとともに劇団，観客の交流促

進を図った。 

①演劇公演 来場者：1,120人 

開催日：平成30年1月26日（金）～28日（日），1月31日（水）～2月4日（日） 

会 場：ぽんプラザホール，パピオビールーム，なみきホール 

内 容：6団体の作品を計22回上演 

出演者：劇団HallBrothers（福岡），劇団HIT!STAGE×劇団ヒロシ軍（長崎）， 

笑の内閣（京都），トラッシュマスターズ（東京），劇団820製作所（神奈 

川），劇団カマコル（韓国・釜山） 

入場料：前売一般3,500円～1,800円，高校生以下1,000円～無料 ほか 

②俳優ワークショップ 参加者：延べ18人 

開催日：平成29年11月19日（日）～20日（月）計2回

会 場：パピオビールーム 

進行役：中津留章仁氏 

参加料：各回3,000円  

③座談会・交流会「場があること，場がないこと」  参加者：46人 

開催日：平成30年1月29日（月）

会 場：konya-gallary 

登壇者：中津留 章仁氏，田原 佐知子氏，イ・チェギョン氏ほか 

参加料：無料 

④キビるカフェ 参加者：15人 

開催日：平成30年1月28日（日），2月4日（日）

会 場：ルサルカ，THE LIFE HOSTEL&BAR LOUNGE 

進行役：柴山 麻妃氏 

参加料：無料 

⑤キビるスタンプラリー 参加者：45人 

開催日：平成30年1月26日（金）～28日（日），1月31日（水）～2月4日（日） 

内 容：スマートフォンに専用アプリ『COCOAR２』（無料）をインストールして、 

各会場のスタンプ画像を読み取り，参加者に公演参加団体の台本やDVD 

等を景品として渡すもの。 

参加料：無料 
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第2 市民の文化芸術活動の支援 

1 第54回福岡市民芸術祭 (決算額 15,072千円)     来場者・参加者：70,596人 

   市民の文化芸術の発表の場，身近に文化芸術に触れ合う場として，音楽・舞台芸術・ 

  美術・伝統芸能など幅広い文化芸術団体が参加する総合的な文化芸術の祭典である市 

  民芸術祭を開催した。 

  (1)オープニングイベント                   来場者：1,353人 

   芸術祭をより多くの市民に知ってもらうとともに，文化芸術を通した「にぎわい」 

  の創出を図るため，地元で活躍する若手アーティストによる打楽器系パフォーマンス 

  の公演を実施するとともに，会場にて芸術祭全体のPRを行った。 

開催日：平成29年9月25日（月） 

会 場：福岡市民会館 

出 演：GEKIDAN☆AFRICA，和楽団ジャパンマーベラス 

入場料：無料 

 

  (2)参加行事                    参加者・来場者：68,560人 

    芸術祭期間中に市内で開催される市民団体による文化芸術活動を市民芸術祭参加

行事として認定し，市民芸術祭奨励金の交付や福岡市立施設の優先予約，施設利用料

の減免，広報の支援を行った。開催期間中，１２６もの市民の自主的な行事が開催さ

れることにより，より多くの市民が文化芸術に触れる機会を提供し，福岡のまちを文

化芸術で盛り上げていくことに取り組んだ。  

    開催期間：平成29年10月1日（日）～12月31日（日） 

    参加行事：126行事（音楽58，美術・パフォーマンス14，演劇10，舞踊8， 

              伝統芸能7，文芸11，メディア芸術3，生活文化6，その他9） 

 

  (3)メイン事業 

    市民芸術祭を盛り上げるメイン事業として，フランスよりアクロバットのみで人々 

   を魅了する現代サーカスのカンパニーを招聘し，ダイナミックかつ美しいパフォーマ 

   ンス作品を上演するとともに，市民向けワークショップと学校アウトリーチも実施し 

   た。学校アウトリーチについては，玄界小学校など５校で実施し，子ども達と国を超

えた文化交流を行った。（子ども文化芸術魅力発見事業にて報告） 

また，地域創造連携プログラムとして，世田谷区・高知県の団体と共働し，国際文

化交流の活性化も担った。 

   ①現代サーカス公演「夜はこれから」              来場者：670人 

    開催日：平成29年10月15日（日） 

会 場：東市民センター なみきホール 

出演者：カンパニーＸＹ 

入場料：一般3,500円～1,000円，ユース1,500円，高校生以下1,000円 
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   ②ワークショップ                       参加者：13人 

開催日：平成29年10月12日（木） 

会 場：東市民センター なみきスクエア大練習室 

進行役：カンパニーＸＹ 

参加料：1,000円 

 

 2 第51回福岡市華道展（決算額 630千円）       来場者・参加者：7,845人 

   日本が世界に誇る伝統芸術「華道」の魅力を多くの人に伝え，体感してもらうため， 

  市内各流・会派合同による華道展を開催した。 

  (1）いけばな展示                      来場者：7,773人 

開催日：平成29年5月31日（水）～6月5日（月） 

会 場：アクロス福岡2F交流ギャラリー，メッセージホワイエ，１Fアトリウム 

参加団体：22流・会派 

作品数：236点 

入場料：無料 

 

  (2)体験教室                           

   ①「男前な華道！～男子限定のいけばな体験」          参加者： 24人 

開催日：平成29年6月1日（木） 

会 場：アクロス福岡2Fセミナー室 

参加料：1,000円 

 

   ②「親子いけばな体験教室」     参加者：子ども28人，保護者20人 計48人 

開催日：平成29年6月3日（土）2回開催 

会 場：アクロス福岡2Fセミナー室 

参加料：大人1,000円，子ども500円 

 

 3 創作コンペティション （決算額 1,397千円）      来場者・参加者：212人 

   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の関連企 

  画として実施し，地元で活動する演劇人・ダンサーがアーティストとの交流を通して 

  演出について経験を積む機会を創出した。 

  (1）受賞者公演 ＊福岡きびる舞台芸術祭参加作品として上演（再掲） 

                                  来場者：150人 

    開催日：平成30年1月26日（金）～28日（日） 

会 場：東市民センター なみきスクエア大練習室 

出演者：劇団820製作所  

入場料：一般前売2,800円，学生1,800円，高校生以下無料 
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(2)ワークショップ

①「身体の空間演出感覚をみがく」 参加者：延べ34人 

開催日：平成29年12月4日（月），5日（火）

会 場：ぽんプラザホール

進行役：楠田 健造氏

参加料：2日間1,500円，1日のみ1,000円

②「むすぶ，たばねる演出―北村想『ザ・シェルター』を使って」 

＊福岡きびる舞台芸術祭関連企画として参加

開催日：平成30年2月3日（土），4日（日）

会 場：ゆめアール大橋 中練習室

進行役：大澤 遊氏

参加料：1,000円，キビるフェス公演チケット提示者500円

4 FFACステップアップ助成プログラム （決算額 5,157千円）

助成団体：15団体，来場者・参加者：7,479人 

福岡において文化芸術活動を行い，今後の活躍が期待される団体・個人で，応募の

中から15団体を選定し,更なるステップアップに繋がる活動,市民に文化芸術に触れる

機会を提供する活動，新たな活動の担い手を育成する活動を対象に，経費の一部助成や

専門アドバイザーによるフォローアップ支援を行った。 

助成を受けることで，参加アーティストの増加や外部スタッフの起用などによる活

動の質の向上やアーティスト同士の交流の促進，あるいは公演回数の増加や広い会場

の使用などにより観客の広がりにつながり，団体の成長とともに市民が文化芸術に触

れる機会の増加という成果が見られている。 

(1)助成概要

件数：15事業（応募件数：24事業）

助成額：4,790千円 

(2)助成対象団体と実施内容

【創造活動部門】 ８事業

①（演劇）14+ 第14回公演「双面の王」 助成金：400千円 

申請者：14+ FOURTEENPLUS

開催日：平成29年6月28日～7月2日（7回）

会 場：ぽんプラザホール 来場者：580人 

②（演劇）ガルシア・ロルカ悲劇三部作プロジェクト 谷岡紗智の悲劇三部作

「２２００年のMother's Day」「１０月の風鈴」「タワー」  助成金：400千円 

参加者：延べ28人 
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    申請者：空間再生事業劇団ＧＩＧＡ 

    開催日：平成29年7月27日～28日（2回） 

    会 場：ぽんプラザホール                  来場者：172人 

 

   ③（演劇）（劇）池田商会 瀧猫亭「ホシノキョウダイ」    助成金：500千円 

    申請者：一般社団法人劇団池田商会 

    開催日：平成29年10月7日～8日（3回） 

    会 場：パピヨン24ガスホール                来場者：525人 

 

   ④（ダンス）PD WEEK～医療と福祉におけるダンス       助成金：400千円 

    申請者：ワレワレワークス 

    開催日：公演 平成29年10月28日～29日（3回） 

        ワークショップ 平成29年10月23日～27日 

    会 場：ぽんプラザホール                  来場者：130人 

 

   ⑤（音楽）ルー・ハリソン生誕100周年記念コンサート 「超民族的な音楽へ」 

                                 助成金：370千円 

    申請者： NPO法人筥崎千年音楽舎 

    開催日：平成29年11月29日～30日 

    会 場：アクロス福岡円形ホール               来場者：94人 

 

   ⑥（美術）オムニバス盤「赤玉ケイト」ウシジマトモコ編    助成金：400千円 

    申請者： 牛島 智子氏 

    開催日：平成30年3月27日～31日 

    会 場：福岡県立美術館展示室４，須崎公園ほか   県立美術館来館者：888人 

 

   ⑦（メディア芸術）oF-Katsue kitasono-           助成金：500千円 

    申請者：平塚 智彦氏 

    開催日：平成29年10月29日  

    会 場：あじびホール                    来場者： 10人 

 

   ⑧（伝統芸能）能のカタチ2017                助成金：390千円 

    申請者：今村 嘉太郎氏 

    開催日：平成29年7月2日，8月6日，9月3日  

    会 場：森本能舞台                     来場者：82人 
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  【文化団体等活動支援部門】 3事業      

   ①（演劇）第25回SEGUEの音楽物語 「はらぺこあおむし」と「ソメコとオニ」 

                                 助成金：100千円 

    申請者：音楽物語グループSEGUE 

    開催日：平成29年12月2日 

    会 場：アクロス福岡円形ホール               来場者：376人 

 

   ②（美術）第13回はかた名匠展                助成金：100千円 

    申請者：博多伝統手職人連盟 

    開催日：平成29年9月21日～26日 

    会 場：アジア美術館交流ギャラリー            来場者：2,300人 

 

   ③（美術）美つなぐ香椎宮                  助成金：100千円 

    申請者：美つなぐ香椎宮実行委員会 

    開催日：平成29年11月4日～15日 

    会 場：香椎宮境内勅使館ほか               来場者：1,500人 

 

  【人材育成・環境整備部門】 4事業      

   ①（演劇）HANARO project vol.4 HANAROプロデュース福岡＆釜山連続公演 

                                 助成金：500千円 

    申請者：福岡・釜山交流ひろば 

    開催日：公演 平成29年6月30日～7月2日            来場者：400人 

        ワークショップ・シンポジウム 平成29年6月28日 

    会 場：あじびホール，福岡市民会会館練習室 

 

   ②（演劇）福岡学生演劇祭2017                助成金：200千円 

    申請者：福岡学生演劇祭実行委員会 

    開催日：演劇祭 平成29年8月30日              来場者：244人 

        ワークショップ 平成29年6月18日 

    会 場：福岡県立ももち文化センター，パピオビールーム 

 

   ③（ダンス）コデックス・ダンス・フォーラム         助成金：300千円 

    申請者：NPO法人コデックス 

    開催日：フォーラム 平成29年４月7日～平成30年2月14日（10回） 

        ダンス公演 平成29年7月14日～12月24日（7回うち4回は野外） 
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会 場：505スタジオ，糸島市瑞梅寺，ぽんプラザホールほか 

室内会場入場者：131人 

 

   ④（ダンス）コンテンポラリーダンスワークショップ「ダンスを演出する」 

                                 助成金：130千円 

    申請者：乗松 薫氏 

    開催日：平成29年4月14日～15日 

    会 場：ゆめアール大橋大練習室               来場者：14人 

 

  (3)報告会 

   助成金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交流する場を創出した。         参加者：33人 

開催日：前期報告会 平成29年11月26日(日) 

    後期報告会 平成30年 3月17日(土) 

会 場：財団会議室 

参加料：無料 
 
 

第3 情報発信事業の推進 

1 文化芸術資源収集活用事業 (決算額 986千円※美術品等購入費） 

   福岡市民の貴重な財産となる美術品，博物館資料等を，福岡市美術館，福岡アジア 

  美術館，福岡市博物館と共働して収集し，展示を通して市民が多様な文化芸術資料を 

  身近に鑑賞する機会を創出した。 

購入件数及び総額：    7点      986,400円 

売却件数及び総額：   17点   10,346,200円 

 

〇 福岡市美術館 

売却：彫刻「言葉は海へ」ほか      計 3点 （計 9,000,000円） 

〇 福岡市博物館 

購入：絵画牛馬図ほか                計  7点 （計   986,400円） 

売却：花鳥図ほか           計 14点 （計 1,346,200円） 

 

 2 文化芸術広報事業 (決算額 6,977千円) 

  (1)文化情報コーナーアートリエの運営 （決算額 2,354千円） 

   アートリエを財団本部に移転し，財団本部と一体となった運営を行い，文化芸術情 

  報を収集・発信した。 
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■開館時間 9:30～17:30

（休館：土曜日，日曜日，祝休日，12月29日～1月3日） 

■業務内容

・文化芸術情報の収集・発信(公演チラシ等の設置，文化芸術情報誌の設置)

・賛助会「わの会」入会受付

・後援名義使用申請受付

・チケット販売

■入館者数 253名

(2)文化情報発信事業 （決算額 4,623千円）

①財団機関誌「ｗａ」の発行

財団事業をわかりやすく伝えるとともに，人・事・場所等の紹介を通して福岡の文

化芸術ファンを増やし，福岡の文化芸術の情報発信力向上の一翼を担った。 

■発行状況 ： 年4回（6月，9月，12月，3月），各20,000部発行

◎wa74・夏号

[Pick up Artist] 矢野り々子氏（10歳の少女画家）

[財団事業] 子ども文化芸術魅力発見事業，福岡市民芸術祭オープニングイベント， 

 FFACおんがくさんぽvol.1 

[アートトリップ] 武雄

[先生の虫めがね] 緒方 泉氏（九州産業大学美術館 教授） 

◎wa75・秋号

[Pick up Artist] 田代雄一氏（造形作家）

[財団事業] カンパニーXY（現代サーカス），絵本のじかんだよ！，「わの会」

 紹介 

[アートトリップ] 長崎

[先生の虫めがね] 山本百合子氏（福岡教育大学 准教授） 

◎wa76・冬号

[Pick up Artist] masuda miku（イラストレーター）

[財団事業] モナカ（コンテンポラリーダンス），福岡ダンスフリンジフェス

ティバル，キビるフェス，FFACおんがくさんぽvol.2

[アートトリップ] 六本松

[先生の虫めがね] 藤 浩志氏（秋田公立美術大学 教授・副学長） 

◎wa77・春号

[財団事業] 福岡城まるごとミュージアム，福岡市華道展，平成29年度事業の

 ふりかえり，「わの会」募集案内 

[アートトリップ] 秋月

[先生の虫めがね] 後小路雅弘氏（九州大学大学院 教授） 
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 ②ホームページ・メールマガジン・SNSによる情報発信 

    財団ホームページ及び文化芸術情報サイト「WEBアートリエ」を運営し，情報収集

と発信を行った。なお，「WEBアートリエ」は平成30年3月に「福岡市文化プログラ

ム」（注）に引き継がれ，従来からの情報発信に加え，福岡市が重点的に告知する

文化芸術情報の発信力を強化した。 

    また，個人に向けたメールマガジンの定期的な発信やSNSを活用したタイムリーな

情報提供，メディア向け月刊ニューズレターの発信による取材呼びかけなど，多チ

ャンネルによる発信を行った。 

    【財団ホームページ】 訪問数：62,704件 

    【ＷＥＢアートリエ】 訪問数：35,187件 

    【メ ル マ ガ 配 信】 毎週水曜日発信 登録者数：3,245人 

   （注）福岡市文化プログラム：国において，東京五輪に向けて全国で様々な主体による日本文

化の魅力を発信する事業を「文化プログラム」として、オールジャパンで推進していくこ

ととしている。福岡市においても、この国の動きと連動し、福岡の歴史・文化の魅力を広

く発信することを目的とした「福岡市文化プログラム」を展開していく。 

 

 3 文化芸術普及事業 (決算額 25,175千円) 

福岡市美術館，福岡アジア美術館，福岡市博物館の収蔵品をモチーフとしたオリジ  

ナルミュージアムグッズや三館収蔵品等に関する図録・叢書等の製作，販売を行い，三

館の魅力や所蔵の文化芸術資料等のPR・広報を推進した。 

特に，京都で開催された「国宝展」（H29年10月3日～11月26日）において展示された

金印関連グッズの売り上げは17,608千円（15,680点）に上った。 

(1)主な売上 

①金印グッズ（レプリカ，スタンプ，ストラップほか）計23,705点 24,187,315円 

②刀剣グッズ（日本号クリアファイル，圧切長谷部絵はがきほか) 

 計13,593点  2,711,804円   

 

(2)平成29年度 新規販売グッズ等および売上 

①福岡市博物館グッズ(新デザイン金印絵はがき2種類，日本号絵はがき3枚セット， 

新デザイン日本号クリアファイル)計  4,746点  1,002,300円 

②FUKUOKA OSANPO bag4（黒・茶）           計   558点    455,600円 

 

 4 賛助会「わの会」事業 (決算額 425千円) 

   「市民の芸術鑑賞機会の増大」および「福岡市の文化芸術活動の振興」を目的に， 

  財団事業をはじめとした文化芸術活動のサポーター増加を推進した。 
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(1)会員・会費

・個人会員 年会費  1,800円（全期） 1,500円（半期）

・法人会費 年会費 10,000円（全期）

(2)会員特典

・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

大学美術館の無料観覧

・財団及び市美術館・博物館の機関誌や文化芸術情報等の定期送付（年４回）

・福岡市総合図書館映像ホール「シネラ」の入場料割引

・会員限定や優待の講座，イベント開催

・市外の美術館など提携施設の入場料割引等

(3)会員数

・個人会員：336人/口

・法人会員：3団体4口

(4)講座・イベント

①華道展関連イベント「男前な華道！」

開催日：平成29年6月1日(木)

会 場：アクロス福岡   参加者： 3人 

②わの会講座 「考古学から見た鴻臚館！～発掘調査の現場を探索～」

開催日：平成29年10月17日(火)

会 場：鴻臚館跡展示館   参加者： 13人 

③クリスマスミュージアムコンサート

開催日：平成29年12月22日(金)

会 場：福岡市博物館 ※参加者： 約200人

※ 一般参加者を含む 
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