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平成３１年度 事業計画 
 

 平成３１年度は，「福岡市文化芸術振興計画」がスタートする年であり，当財団にとっても

設立２０周年を迎える節目の年である。「心豊かな市民生活の実現と，薫り高い文化芸術の創

造発展に寄与する」ため，「福岡市文化芸術振興計画」で設定された重点施策「未来の担い手

である子どもたちの育成」「共生社会の実現に向けた社会参加の機会づくり」「地域の歴史文

化等の再認識とコミュニティの活性化」において，当財団が進める取り組みの充実を図る。

また，近年のインバウントの増加や，ラグビーワールドカップ２０１９等，グローバルイベ

ントの福岡開催を踏まえ，事業を展開する。 

 

１．文化芸術に親しむきっかけづくり 

※（  ）は平成３０年度予算額  

(1) 子ども文化芸術事業   平成３１年度予算額１２，６１０千円（１２，８７５千円） 

  子どもたちが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。 

 

①子ども文化芸術魅力発見事業 

学校などで質の高い文化芸術を鑑賞・体験できる機会を創出し，文化芸術の魅力を伝え

るとともに，子どもたちの想像力・創造力・表現力などを育むことを目的に，多様な分野

のワークショップを実施する。 

(ア)学校でのワークショップ「アーティストとであう」 

小学校に国内外で活躍しているアーティストを派遣し，音楽，ダンス，演劇，日本 

伝統文化，国際文化のワークショップを実施する。 

日本伝統文化の分野には伝統芸能事業（次頁参照）と連携した人形浄瑠璃を，また 

音楽分野には九州交響楽団をそれぞれ新たに加え，プログラムを拡充する。 

(イ)公募型ワークショップ「アーティストとつくる」 

公募により小学生の参加者を募り，夏休み期間中に演劇のワークショップを実施 

する。ワークショップの進行は地元の活動者が行う。 

  

②親子芸術体験事業 

子どもが文化芸術にふれる機会の充実を目的として，未就学児も参加できる音楽と演

劇の公演を夏休み期間中に実施し，子どもと大人がともに心躍らせる機会を創出する。 

 （ア）音楽公演 

  ■公 演 名 「おんがくさんぽ vol.6」 

■開 催 日 ２０１９年７月２８日（日） 

■会  場 福岡市立東市民センターなみきホール 

■内  容 クラシック音楽コンサート  
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   （イ）演劇公演 

    ■公 演 名 「めにみえない みみにしたい」 

■開 催 日 ２０１９年８月１７日（土）～１８日（日） 

■会  場 福岡市民会館大ホール舞台上 

■作・演出 藤田貴大（劇作家・演出家。「マームとジプシー」主宰） 

■出  演 伊野香織，川崎ゆり子，成田亜佑美，長谷川洋子 

■内  容 しりとりやじゃんけんといったゲーム要素や，しゃぼん玉や金紙を 

      使った視覚効果など多様な手法で見る人の感性を刺激する，子ども 

      から大人まで一緒に楽しめる演劇作品 

 

(2) 伝統芸能事業                 ２，４３０千円（２，７６０千円） 

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伝統芸能事業を実施する。 

■開 催 日 ２０１９年７月１３日（土） 

■会  場 福岡市科学館サイエンスホール 

■内  容 筑前琵琶の演奏・語りによる人形浄瑠璃の公演 

■出  演 筑前艶恋座 

     （演出・振付・人形指導：勘緑，作編曲・琵琶演奏：尾方蝶嘉ほか） 

 

(3) 社会参加促進事業（平成３０年度まではエイブル・アート事業） 

                         １，５００千円（１，５００千円） 

   障がいのある人の芸術活動を通して，障がいや個性について考え，社会の様々な価値

観を捉え直すことを目的に，市内のＮＰＯ法人と共働し，俳優育成講座や特別支援学校

でのワークショップ等を実施する。 

①俳優育成講座 

■開催期間 ２０１９年１２月～２０２０年１月（予定） 

■会  場 ゆめアール大橋ほか 

■内  容 ２０１７年度に実施した俳優養成講座を経て，２０１８年度に初演を 

      行なった「走れ！メロス。」の２０２０年度再演を目指し，俳優育成講 

      座と発表会を実施 

 

②特別支援学校ワークショップ（新規事業） 

  ■開催時期 ２０１９年９月～１１月（予定） 

  ■対象校 ２校 今津特別支援学校，南福岡特別支援学校（予定） 

  ■派遣アーティスト：岩下 徹（舞踏家），佐久間新（ジャワ舞踏ダンサー）， 

            河合拓始（ピアニスト／作曲家／即興演奏家）ほか 

 

 

 

 



- 3 - 

 

(4) 博多旧市街にぎわい創出事業（新規事業）       ３，０００千円(  ―  )  

福岡市を代表する歴史的エリアを対象に福岡市が取り組んでいる「博多旧市街プロジ

ェクト」やラグビーワールドカップ2019年福岡開催推進委員会等と連携し，市民および国

内外からの来訪者が気軽に福岡の歴史や文化芸術に触れられる事業を実施し，まちの魅

力向上と観光振興を図る。 

①博多旧市街プロジェクト・インバウンド事業 

■開催時期 ２０１９年９月～１０月 

■会  場 博多旧市街プロジェクトエリアほか 

■内  容 誰もが理解し楽しめる，伝統と現代，和と洋，音楽と舞踊など多様な 

      表現を組み合わせたノンバーバルの公演 

 

  ②アートカフェ事業 

   福岡アジア美術館の「アートカフェ」において，オープンスペースという環境を活か 

  し，多様な市民が気軽に文化芸術に親しめる事業を実施し，情報発信を行う。 

    ■開催期間 年間で５回程度実施予定 

    ■会  場 福岡アジア美術館７階アートカフェ 

    ■内  容 トークセッション，自主公演告知イベント・関連ワークショップ， 

          ミニパフォーマンス公演等 

 

(5) 文化交流促進事業                １，３００千円(１，６００千円) 

多様な舞台芸術に，さまざまな角度から触れる機会を広く市民に提供し，文化芸術を

通じた創造的な国内外の交流・相互理解を促進する事業として実施する。 

①福岡ダンスフリンジフェスティバルvol.13 

 アジアを中心に，国内外より応募のあったコンテンポラリーダンス作品の中から選ば 

れた多彩な作品の上演と，国内外でダンスシーンをけん引する活動者によるトークセッ

ション，地元活動者を対象としたワークショップ等をＮＰＯ法人と共働で開催する。 

■開催時期 ２０２０年２月中旬（予定） 

■会  場 ぽんプラザホールほか 

 

②福岡きびる舞台芸術祭 

 演劇の魅力を広く発信するとともに，劇団相互や劇団と観客の交流促進を図るため，福

岡市の音楽演劇練習場施設の指定管理者，ＮＰＯ法人と連携して，各地の演劇団体の作品

を上演する舞台芸術祭を実施する。 

■開催時期 ２０２０年１月～２月（予定） 

■会  場 ぽんプラザホール，パピオビールーム，なみきスクエア， 

      ゆめアール大橋ほか 
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２．市民の文化芸術活動の支援 

 

   (1) 第５６回福岡市民芸術祭          １４，２８５千円(１７，０７３千円) 

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

能など幅広い文化団体が参加する総合的な芸術文化の祭典である市民芸術祭を開催す

る。 

①開催時期  ２０１９年１０月１日（火）～１２月３１日（火） 

②実施概要 

  (ア)参加行事 

    市民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 

    事として認定し，同芸術祭ロゴデザインを活用したのぼりやポスター等を配布して 

    一体的な広報を行う。また，福岡市立施設の利用料の減免等の支援を行う。 

 

  (イ)オープニングイベント 

  市民芸術術祭をより多くの市民に周知し，文化芸術を通した「にぎわい」の創出や魅

力の向上を図るため，誰もが楽しめる内容のオープニングイベントを開催する。 

■公演名 「線香花火」 

■開催日 ２０１９年９月２９日(日)（予定） 

■会 場 福岡市民会館大ホール 

■内 容 日本伝統芸能とサーカスが融合したノンバーバル演出による舞台作品 

 

  (ウ)メイン事業 

市民芸術祭を盛り上げるメイン事業として，平成３１年度に日本との外交１００周

年を迎えるフィンランドから現代サーカスのアーティストを招き，日本のアーティ

ストと共に共同創作を行う。また，国際交流や人材育成の事業，現代サーカスをよ

り深く楽しめる関連企画を実施する。 

■開催日 ２０１９年１１月３０日(土)，１２月１日（日）（予定） 

■会 場 福岡市立東市民センターなみきホール 

■演出・出演 イローナ・ヤンティ（フィンランド・空中芸アーティスト） 

■音 楽 高橋英明 

■出 演 国内サーカスアーティスト，尾方蝶嘉（筑前琵琶）， 

     韓ソリ（韓国伝統打楽器）ほか 
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(2) 第５３回福岡市華道展                 ５６０千円(５６０千円) 

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

市内の華道各流会派合同による華道展を開催する。  

■開催時期 ２０１９年６月６日（木）～６月９日（日） 

■会   場 アクロス福岡２階 交流ギャラリー，メッセージホワイエ， 

      同１階 アトリウム 

■参加団体 市内２１流・会派 

■関連企画 ・親子，一般，男性をそれぞれ対象としたいけばな体験教室 

      ・アクロス匠ギャラリーの花器展とのコラボ企画 

      ・福岡市「一人一花運動」のパネル展示 

 

(3) ステップアップ助成プログラム          ３，８２９千円(４，２２９千円) 

     福岡において文化芸術分野の発展・普及や人材育成・環境整備にかかる活動を対象に，

経費の助成やアドバイザーによるフォローアップ支援等を行い，その活動を支援する。 

■募集時期 ２０１８年１２月～２０１９年１月，２０１９年５月～６月（予定） 

■対象期間 ２０１９年４月～２０２０年２月に実施される活動 

 

 

３．情報発信事業の推進 

 

(1) 文化芸術資源収集活用事業           １，１９８千円(２，００８千円) 

＜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，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

賞する機会を創出する。 

 

(2) 文化芸術広報事業               ３，６０３千円(３，６０３千円) 

 ①財団機関誌「ｗａ」の発行 

    事業をわかりやすく伝えるとともに，文化芸術活動者や文化施設，イベントなどの紹

介を通して福岡の文化芸術ファンを拡大する。 

    発行回数 ： 年３回 

発行部数 ： 各２０，０００部 

②情報発信機能の充実 

    財団ホームページ及び文化情報コーナーアートリエを運営するとともに，「福岡市

文化プログラム」WEBサイトを活用して，文化芸術情報を国内外に向けて多言語で情報

発信を行う。また，メールマガジンによる定期的な発信やSNSを活用したタイムリーな

情報提供などで，発信力を強化していく。 
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(3) 文化芸術普及事業              ９，９２０千円(１５，３００千円) 

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・広報を推進するとともに，三館が実施するイベント，講座など

への支援や特別展に合わせた共催事業を実施する。 

また，福岡市美術館のリニューアルオープンを記念し新たに制作した，同館所蔵の 

２８３作品を掲載した図録「ザ・ベスト」(6,000部)を，同オープンに合わせて販売を開

始する。 

 

 

(4) 賛助会「わの会」事業                  ５０３千円(４１８千円) 

「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を募り，会員向けの文化芸術講座やイベ

ントなどを実施する。 

①会員・会費 

・個人会員  年会費  2,000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 

・文化芸術情報定期送付（年４回） 

・会員向け文化芸術講座やイベントの実施 

・財団事業への招待（一部の事業） 

・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観覧 

・福岡市総合図書館「シネラ」入場料割引 

・その他提携４４施設での入場料等の割引 他 

 

(5) まるごとミュージアム事業               １,０００千円(  ―  ) 

「博多旧市街」や「福岡城跡」において，文化財の中で現代アート作品を展示する屋外

型イベント「まるごとミュージアム」を福岡市との共催により開催し，負担金の支出を行

う。 

 

 

４．事務所の移転                     ３,４３７千円(  ―  ) 

福岡アジア美術館が入居するリバレインセンタービルに移転し，同美術館と連携した

取り組みのさらなる推進や「博多旧市街プロジェクト」の拠点の一つであるアートカフェ

（同ビル７階）を活用した事業展開や情報発信など，今まで以上に多様な取り組みを進め

る。 

（１）住 所：福岡市博多区下川端町３－１ 

（２）施 設：リバレインセンタービル８階(福岡アジア美術館と同じフロア)         

（３）時 期：２０１９年５月（予定） 


