
令和 3年度 事業計画 

※（  ）は令和２年度予算額 

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              令和３年度予算額:１5,１9７千円（１6,717千円）

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、小学校へのアーテ

ィスト派遣や公募型ワークショップを実施する。 

ア 小学校へのアーティスト派遣事業「アーティストとであう」

国内外で活躍しているアーティストを小学校へ派遣し、音楽、ダンス、演劇、日本伝統文化、

国際文化の５分野１１プログラムを実施する。また、この事業に参加するアーティストを対象に、

研修や情報共有・交流の場を設け、プログラムの質の向上を目指す。  

■実施時期 令和３年６月～令和４年２月

■実施校数 50校（予定）

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、夏休み期間中に地元アーティストの進行によるワーク

ショップを実施し、オリジナルの演劇作品を創作する。

■開催時期 令和３年 7月 26日（月）～31日（土）（予定）

■会   場 パピオビールームほか 

② 親子芸術体験事業

子どもが家族とともに文化芸術にふれる機会の充実を図るため、大人も子どもも共に楽し

むことができる公演等を実施する。 

■公演名 「悟空～冒険の幕開け～」 R2年度から延期した事業  

■開催日 令和 3年 8 月 7日（土）～8日（日）

■会  場 福岡市立東市民センターなみきホール

■出  演 フォルモササーカスアート（台湾）

■内  容 アクロバット、ジャグリング、ダンス等のパフォーマンスに、台湾の伝統音楽等を

ミックスした表現を得意とするグループの最新作。せたがや文化財団と連携し

て、オリンピックイヤーに合わせ、高い身体能力とセリフを用いない表現方法

による舞台作品の上演とワークショップを開催。 
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(2) 伝統芸能事業 6,654千円（6,723千円） 

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る機会を創出し、その

継承・普及につながる公演等を実施する。 

■公演名 「寛永宮本武蔵伝」 R2年度から延期した事業 

■開催日 令和 4年１月 26日（水）～30日（日）

■会  場 福岡市科学館サイエンスホール

■内  容 江戸時代から続く講談を、現代人にも分かりやすく表現して講談界をけん引し、

令和２年 2 月に六代目伯山の大名跡を継いだ神田伯山による全 17 席の連続

物完全通し公演。としま未来文化財団との連携により、東京・名古屋・福岡の 

３か所において実施 

(3) 社会参加促進事業 2,024千円（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、専門知識と経験を持つ個人・団体と共働し、障がい者やその関係

者が直面している現状や文化芸術活動に対する理解を深めるワークショップ等を開催する

とともに、これらの活動者を支援する。 

ワークショップ等の開催

■開催時期 令和３年１０月～１２月（予定）

■会    場 科学館サイエンスホール、アジア美術館（予定） 

■内    容 重度の障がいがある人の日常や文化芸術への関わり方、それを支える人たち

の活動等に係るワークショップや関連映画の上映等 

特別支援学校へのアーティスト派遣 

■開催時期 令和３年９月～11月（予定）

■対 象 校 ２校程度（予定）

■内 容 音楽やダンスのアーティストを特別支援学校に派遣して、鑑賞・体験のプログ

ラムを実施

(4) 博多旧市街にぎわい創出事業                           2,94０千円(３,950千円)

福岡市が取り組んでいる「博多旧市街プロジェクト」エリアにおいて、市や関係機関と連携

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場を創出

し、まちの魅力向上とにぎわいの創出を図る。 

① 博多旧市街プロジェクト連携事業

博多旧市街フェスティバルの期間中に、関連イベントにあわせて、旧市街エリアの寺社など

で、会場の雰囲気や展示されている現代アート作品などとの親和性が高く、誰もが理解し楽

しめるパフォーマンスを実施する。 

■開催時期 令和３年１０月～11月（予定）
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② アートカフェ事業

福岡アジア美術館と共働で、同館アートカフェのオープンスペースにおいて、美術館の展示

内容と関連した誰もが気軽に楽しめるミニパフォーマンスを実施し、アジア美術館および博多

旧市街のにぎわい創出および情報発信を行う。また、ステップアップ助成プログラム採択事業

の紹介等の場として活用し、活動者を支援する。 

■開催期間 令和３年 5月～令和４年 3月

(5) 文化交流促進事業                                        3００千円(7００千円)

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。 

福岡きびる舞台芸術祭「キビるフェス 2022」 

■開催時期 令和 4年１月～3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 

■内   容  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、 

演劇の創作、上演や劇団、市民の交流を図るとともに、市民を対象としたワー

クショップを実施

２ 市民の文化芸術活動の支援 

(1) 第 5８回福岡市民芸術祭                            8,893千円(１2,148千円)

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する。 

① 市民参加行事

市内で開催される文化芸術団体等による文化芸術活動について、新型コロナウイルス感染

症に対応したオンラインでの発表を含め、市民芸術祭参加行事として認定し、統一のロゴやの

ぼり、パンフレットやホームページ等を活用して一体的な広報を行う。また、福岡市立施設の利

用料の減免等により活動を支援する。 

■芸術祭開催期間 令和３年１０月～１２月

② オープニングイベント R2年度から延期した事業

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 令和 3年９月 23日(木・祝)（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言葉を用いない演出による舞台作品の

上演 
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③ メイン事業 R2年度から延期した事業

市民芸術祭を盛り上げるメイン事業として、新たな作品を創作し、市民芸術祭開催に合わ

せて発表を行う。 

■開催期間 令和 3年 10月～11 月の金・土・日・祝日（予定）

■会   場 福岡アジア美術館 

■内   容 気鋭の演出家・振付家である長谷川寧氏と福岡を拠点に活動するクリエ

イティブ・ラボ「anno lab」と共働し、福岡アジア美術館のギャラリー等を

会場に、同館所蔵品を鑑賞しながら体験するパフォーマンスツアー作品を

創作し、上演する。 

(2) 第 5５回福岡市華道展 ５0０千円(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 令和３年１１月４日（木）～１１月７日（日）（予定）

■会   場 アクロス福岡交流ギャラリー、アトリウム等 

■参加団体 市内 20流・会派（予定）

(3) ステップアップ助成プログラム                          7,０00千円(4,046千円)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている文化芸術活動者について、今後の活躍が期

待される団体・個人を対象として、経費の一部助成や広報、専門アドバイザーによる助言、フォ

ローアップ等の支援を行う。

■対象ジャンル 演劇、ダンス、音楽、美術、メディア芸術、伝統芸能、その他

■対 象 活 動 令和３年度中に実施される活動

３ 情報発信事業の推進 

(1) 文化芸術資源収集活用事業                          ２,４００千円(2，750千円) 

＜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 ４，１５０千円(４，971千円) 

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
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②情報発信機能の強化  

    財団ホームページをリニューアルし、スマートフォンへの対応など、よりわかりやすく、使い  

  やすいものにするとともに、フェイスブックやツイッターなどＳＮＳを活用したタイムリーな情報

提供やメールマガジンによる定期的な発信などで、発信力を強化していく。 

また、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。 

 

 (3) 文化芸術普及事業                                ９，180千円(11，040千円)  

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

支援を実施する。 

 

(4) 賛助会「ｗａ+ｃｌｕｂ（わたすクラブ）」事業   拡充            ７００千円(１，０１３千円) 

市民の芸術鑑賞機会の増大及び福岡市の文化芸術活動の振興を目的に、財団事業をは

じめとする文化芸術活動のサポーターとして会員の加入促進を図るとともに、会員特典の充実

などによって会の魅力向上を図る。 

また、地域会員を新設し、自治協議会への加入を図り、地域住民に文化芸術を身近に感じて

もらえるよう、積極的な会員増に取り組んでいく。 

■会員・会費 

【個人会員】  年会費  （全期） 2,000円 ， （半期） 1,500円 

【法人会員】  年会費   30,000円   

【地域会員】  年会費   30,000円  ※新設 

■主な会員特典 

【個人会員】 

・財団主催事業の先行予約 

・オリジナル会員カードの交付 

・会員向けメールマガジンの配信 

【法人会員】 

・財団ホームページへの企業名掲載 

・財団機関誌『ｗａ』への企業名掲載 

・交流イベント(活動報告含む)の開催及び事業報告書の配付 

【地域会員】 

・地域の要望に合わせた校区文化祭に対する助言 

・アーティストの紹介 
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(５) 福岡音楽都市協議会  新規                           ４，３７５千円(   ―  千円) 

これまで多くのミュージシャンを輩出してきた「音楽の街 福岡」として、音楽関連産業や

観光、街づくりの観点から活性化を図るため、福岡ならではの取組み、活動を立案、構築し、

実施していくことを目的とした協議会が令和３年度に発足する。 

    財団は協議会の事務局として、音楽関連情報の一元的な情報発信を行うとともに、音楽

を通した街の賑わい創出に取り組むこととしている。 

 

 

-6-




