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Ⅰ  平成２７年度  基本方針 

 

    本財団は、平成２３年４月に山口県知事から公益財団法人の認定を受けるとともに、防

府市からは公会堂など４施設の指定管理者として２期目の指定を受け、平成２６年度にお

いても各種事業を企画運営し、市民文化の振興に努めてまいりました。 

    文化事業では、１４回目を迎えた新春恒例の「防府音楽祭」や「シエナ・ウインド・オ

ーケストラ演奏会」など一流演奏家による質の高いコンサートを提供し、地域の音楽力の

向上に努めました。また、防府市出身の色鉛筆の画家「吉村芳生展」を始めとする美術事

業についても、多くの来場者を集め好評を得ました。 

    科学事業では、７月、ソラールの常設展示が「光の不思議」をテーマとした展示内容に

リニューアルされました。また、春に「おもしろマグネット展」、夏に「３Ｄゴースト展」、

秋に「は・か・る展」など、家族が一緒に楽しめる企画展に多数の来館者があり、ソラー

ル開館以来の入館者数が８月に８０万人に達しました。 

    平成２７年度の事業方針につきましては、こうした平成２６年度事業の検証に基づいて、

２期目の指定管理の最終年度に相応しい多彩な事業活動を展開してまいります。 

文化事業については、幅広い分野で優れた文化・芸術に触れる機会の提供に努め、市民

の皆様の文化芸術活動に資するために、「鑑賞」、「育成」、「普及」、「発表・支援」の各種事

業に取り組んでまいります。音楽事業では、クラシック音楽、ポップスから伝統芸能まで

様々な音楽に触れる場を提供し、音楽への興味・関心を広げていきます。美術事業では、

例年の地元文化に密着した事業に加え、親子で楽しめる展覧会などを開催し、多方面から

地域の文化振興を目指します。 

科学事業については、県内唯一のサイエンスショーを楽しめる科学館・ソラールにおい

て、サイエンスを「やさしく・ふかく・たのしく」伝えることをモットーに、いつも何か

新しいものに出会える場であり続けられるよう、スタッフ一同、力を尽くしてまいります。 

    管理を代行している市の施設については、適切な維持管理はもとより、施設の設置目的

に沿ってそれぞれの特徴を活かしながら、市民が利用しやすい管理運営に努めます。 

    なお、本年度は、アスピラートの隣に、ほうふ花燃ゆ大河ドラマ館「文の防府日和。」が

開設され、多くの来客が見込まれますので、本財団としても市と連携した取り組みを進め

てまいります。 

また、平成２８年度からの第３期指定管理者の選定に向けた準備として、現在の業務内

容、業務体制等をいろいろな角度から見直し、本財団の中期事業計画を策定することも重

要な課題となります。 

    本財団は、文化・芸術・科学を通じて市民の皆様の心豊かな生活を育むべく、定款で定

められた公益目的事業を事業運営の根幹とし、全職員が一丸となって、これらの事業に積

極的に取り組んでいくことを平成２７年度の基本方針とします。 
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Ⅱ  平成２７年度  事業概要 

 

基本方針に基づき、定款の目的に沿った事業を展開することで、公益法人の使命達成に向

けた取り組みを進め、防府市の文化振興を図ります。 

また、収益事業についても、利用者のサービス向上につながる運営に努め、公益目的事業

の財源として活用します。 

 

 

 

 

防府市からの指定を受け、「市民一人ひとりが文化を享受し、文化を育み、文化を創り出す

ことができる環境づくりを行う」という本財団の設立目的に沿い、平成２７年度においても、

鑑賞、育成、普及、発表及び支援事業それぞれにおいて、市民の皆様に親しまれる幅広い事

業展開を行ってまいります。 

 

（１）鑑賞事業 

①  音楽事業 

クラシック音楽からポップスまで様々な音楽を市民の皆様に提供するとともに、質

の良い演奏会を展開し、音楽への興味・関心を広げていきます。 

また、防府市公会堂が開館して５５年を迎えることから、記念事業も展開します。 

ア  クラシック 

 [主催事業]   

ａ  第 15回防府音楽祭＜ほうふニューイヤーコンサート 2016＞ 

                    …平成 28年 1月 8日（金）～11日（月・祝）（予定） 

                会場：アスピラート他 

ｂ  防府市公会堂開館 55周年記念 オーケストラコンサート（予定） 

                …（開催時期未定）           会場：防府市公会堂 

     その他１～２本を予定 

[共催事業]   

ａ  クラシックコンサート   …（内容・開催時期未定）   会場：アスピラート 

     その他１～２本を予定 

イ  ポップス及びその他 

 [主催事業] 

ａ  会員招待事業 

防府市公会堂開館 55周年記念  脳科学者 茂木健一郎 講演会 

１ 文化の創造・発信及び文化活動の支援事業 
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        脳の磨き方～幸せを呼び込める生活術や仕事術～ 

                      …平成 27年 4月 11日(土)   会場：防府市公会堂 

ｂ  著名アーティストによる大型ポップスコンサート 

防府市公会堂開館 55周年記念事業も含め１～２本 

…（内容・開催時期未定）   会場：防府市公会堂 

ｃ  著名アーティストによる大型ポップスコンサート１～２本 

…（内容・開催時期未定）  会場：アスピラート 

ｄ  著名アーティストによる大型公演 

（地元テレビ局、プロモーター等との共同企画）１～２本 

…（内容・開催時期未定） 会場：防府市公会堂又はアスピラート 

その他１～２本を予定 

[共催事業] 

ａ  市民に贈る吹奏楽の夕べ 2015 ブリヂストン吹奏楽団久留米コンサート 

       … 開催については調整中（開催時期未定）  会場：防府市公会堂 

ｂ  （仮称）平原綾香コンサート    …平成 27年 8月頃     会場：防府市公会堂 

ｃ  その他ポップス等コンサート 

  防府市公会堂５５周年記念事業も含め３～４本 

…（内容・開催時期未定） 会場：防府市公会堂 

ｄ  その他ポップス等コンサート２～３本 

…（内容・開催時期未定） 会場：アスピラート 

ｅ  その他音楽以外のジャンル公演２～３本 

…（内容・開催時期未定） 会場：防府市公会堂又はアスピラート 

その他を含め合計で１０本程度を予定 

ウ  伝統文化 

[主催事業] 

ａ  ファミリー狂言会（予定）       …（開催時期未定） 会場：防府市公会堂 

[共催事業] 

ｂ  （仮称）三遊亭小遊三・三遊亭円楽 落語二人会 

                          …平成 27年 7月 5日（日）  会場：防府市公会堂 

その他１～２本を予定 

     ②  美術事業 

地元文化に密着した事業に加え、親子で楽しめる展覧会などを開催し、多方面か

ら地域の文化振興を目指します。 

[主催事業] 

ａ (仮称) 飛び出す世界のしかけ絵本展 
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…平成 27年 7月下旬～8月上旬頃  会場：アスピラート 

ｂ (仮称) ふるさとの文化～防府歴史名所百景～風景木版画による 

…平成 27年 10月中旬～11月上旬頃  会場：アスピラート 

ｃ 「アスピラートでクリスマス 2015冬灯り展」 

…平成 27年 12月  会場：アスピラート 

ｄ  著名アーティストの作品展示（予定） 

…平成 28年 2月下旬～3月下旬  会場：アスピラート 

ｅ  美術鑑賞バス（２回）    …ⅰ）平成 27年 7月（予定）  行先未定 

ⅱ）平成 27年 11月（予定） 行先未定 

その他１～２本を予定 

 [共催事業] 

ａ（仮称）ふるさとの匠たち～第８回「腕前探訪」技あり！やまぐち 

…平成 27年 9月頃（予定） 会場：アスピラート 

その他 1本程度を予定 

 

（２） 育成事業 

       本財団の特色ある事業として、育成事業を継続発展させてまいります。 

①  音楽事業 

防府音楽祭への出演を含め、参加者の充実度をより高めるとともに、音楽を聴くだ

けでなく、参加することの喜びを体験できるようなカリキュラムで展開します。 

ａ  こども合唱教室    …月４回（毎週土曜日）  会場：アスピラート他 

ｂ  弦楽合奏教室     …月２回（日曜日）     会場：アスピラート他 

ｃ  吹奏楽教室      …月４回（毎週月曜日） 会場：アスピラート他 

ｄ  合唱教室              …月３回（毎週木曜日） 会場：アスピラート他 

ｅ  チェンバロ講座（全４回） 

                 …平成 27年 10月～11月（予定）  会場：アスピラート 

②  美術事業 

市民から要望の多い夏休み子どもワークショップを企画展と併せて展開し、より多

くの子どもたちを対象として、美術育成事業の充実を図ります。 

ａ  「ゆめあーとひろば」 ６回程度実施 

          …平成 27年 7月～平成 28年 2月（予定）   会場：アスピラート 

ｂ  「アスピラートで夏休み」 ５回程度実施 

…平成 27年 7月～8月（予定）   会場：アスピラート 

その他１～２本を予定 
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（３） 普及事業 

各種音楽セミナーを開催し、音楽に対する興味を持ってもらうように普及事業を展

開します。 

① 音楽セミナー 

[主催事業] 

ａ （仮称）音楽セミナー 田中雅弘の音楽旅日記 13 

                 …平成 27年 7月 20日（月・祝）（予定） 会場：アスピラート 

ｂ （仮称）音楽セミナー 楽器と音楽 

…平成 27年 8月下旬（予定） 会場：アスピラート 

[共催事業] 

ａ （仮称）指揮セミナー            …開催時期未定  会場：防府市公会堂 

ｂ  室内楽セミナー 

…平成 27年 7月 17（金）～19日（日）（予定）   会場：アスピラート他 

その他１～2本 

   

（４） 発表・支援事業 

[主催事業] 

ａ  フェスタアスピラート 2016（音楽部門） 

…平成 28年 3月 6日（日）（予定） 会場：アスピラート 

ｂ  フェスタアスピラート 2016（美術部門） 

…平成 28年 3月 4日(金)～3月 6日(日)（予定） 会場：アスピラート 

 [共催事業] 

ａ  防府少年少女合唱団演奏会 …平成 27年７月 19日（日） 会場：アスピラート 

ｂ  防府吹奏楽団定期演奏会  …平成 27月 4月 18日（土） 会場：防府市公会堂 

ｃ  第 24回能章まつり        …平成 27年 10月 4日（日） 会場：アスピラート 

ｄ  第 36回山頭火全国自由律俳句大会・第 18回山頭火生誕祭 

…平成 27年 12月 5日（土）、6日（日）（予定） 会場：アスピラート 

 

（５）文化施設の管理運営 

   施設の設置目的に沿ってそれぞれの特徴を活かしながら、市民が利用しやすい施設づ

くりに努めます。 

① 防府市公会堂 

    昭和３５年の開館から５０年以上が経過し、経年劣化による修繕案件が多数発生し

ています。施設設備の故障、トラブルについては、防府市と情報を共有し、速やかに

対応できるよう連携を図ります。同時に、指定管理者として効果的な部品交換や小修
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繕、日常点検を実施し、利用者の方に安全で快適な空間を提供できるよう維持管理を

行います。 

運営については、公会堂のホームページを通じて、施設別利用団体実績を掲載する

ことで、利用しようとされている方の参考になるような情報提供を行い、大ホール以

外についても積極的に利用促進を図ります。 

また、定期的な接客研修や職員相互の啓発を行い、職員のさらなる資質向上に努め、

より一層のサービスの充実と向上を図ります。そして、あらゆる層の利用者の方から

親近感をもっていただけるような施設づくりをすることで、利用率の向上を目指しま

す。 

さらに、緊急時の避難誘導や安全確保が迅速に行えるよう防災訓練を実施し、危機

管理意識を共有するとともに、事故を未然に防ぐための施設管理や職員教育に努めま

す。 

②  防府市地域交流センター 

   市民が交流する文化拠点として、市民が利用しやすい施設づくりに努めるとともに、

利用者の安全、安心を最優先に施設の保守管理、危機管理の徹底を図ります。 

また、法令等を遵守し、公平、公正、信頼性に基づいた運営を行うとともに、利用

者の立場に立ったサービスを提供しつつ、環境対策にも目を向け、節電等による省エ

ネルギーや各種環境問題への対処にも努めます。 

貸館運営については、練習室等について、空き状況を携帯電話やパソコンで確認で

きるなど利用者の利便性を高め、行事アドバイザー業務の充実を図ることによって更

なる利用率の向上を図ります。 

本年度は特に、ほうふ花燃ゆ大河ドラマ館を開館しているルルサス防府などの周辺

施設とも連携しながら、見学や催し等も積極的に広報を行い、市民に親しまれる施設

を目指します。 

   

 

 

第２期指定管理期間の科学館運営事業については、地域教育力、学校教育力、博物館力の

向上を目指し、各機関と連携しながら事業展開することで、創造性豊かな青少年の育成と市

民の科学技術への理解の増進を図ることを事業方針としております。 

最終年にあたる平成２７年度は、４年間の成果と課題を検証し、これまで以上に魅力あふ

れる科学事業を展開することで利用者の裾野を拡大し、市民の皆様に親しまれる防府市青少

年科学館の運営に取り組みます。 

 

（１）教育普及事業 

２ 科学及び科学技術に関する知識の普及・啓発を図る科学館運営事業 
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① 日常事業 

  公益財団法人日本科学協会の体感型実験装置群「光の謎を解き明かせ！」の展示装

置１２点が当館に譲渡され、平成２６年度に常設展示室をリニューアルしました。新

たな展示物は、当たり前と思っている事象が、切り口を変えることで不思議な現象と

して体験できるように考案されたものです。これらの展示物について、利用者の疑問

や興味にきめ細かく対応した展示解説を行い、より深い理解と関心につなげるよう努

めます。 

  また、太陽望遠鏡による太陽活動の観測（ガイドツアー）、たのしい工作、サイエ

ンスショー等も継続し、科学を楽しく学ぶ機会の提供に力を入れます。 

これらの体験をきっかけに科学に興味をもち、科学の楽しさや奥深さを追求できる

よう、教育普及事業を展開します。 

   ア たのしい工作 

土・日・祝日に、主に幼児から小学校低学年を対象にした簡単な工作教室を開催

します。月ごとにテーマを変え、科学的な原理、原則を学習できる教室です。 

   イ サイエンスショー 

      科学の原理をショー形式で紹介し、楽しみながら科学への興味を深めます。 

土・日・祝日に１日３回実施するとともに、平日は学校団体からの要望にもお応

えします。 

   ウ ソラールの科学教室 

     防府の自然を観察、学習したり、ものづくりを通して科学の奥深さを追及したり

する科学教室を実施します。少人数の講座で、科学を掘り下げて学べます。 

 ② 特別事業 

    子どもから大人まで幅広い人々が、わかりやすい展示方法や解説により、科学への 

興味・関心を高めることができる事業を展開します。一年間を通してより多くの人々 

が来館されるよう、質の高い多様な企画を継続して実施します。 

   ア 春休み工作教室（後半）   

【平成 27年 4月 1日（水）～4月 3日（金） 3日間】 

       学校の春休み期間中に、各種科学教室を実施します。 

   イ 春の企画展「錯覚美術館」 

【平成 27年 4月 25日（土）～6月 7日（日） 38日間】 

       見たものが事実とは違うように見えてしまう現象「目の錯覚」を体験し、そ

の不思議さを楽しみ、学べる企画展を開催します。期間中、錯覚美術館館長（明

治大学大学院教授）杉原厚吉さんのワークショップも予定しています。 

   ウ 特別展「未来の科学の夢絵画展」 

【平成 27年 6月 13日（土）～6月 28日（日） 14日間】 



8 

 

       公益社団法人発明協会が、次代を担う青少年の科学的な探究心と創造力の伸

長をはかることを目的として開催している「第３７回未来の科学の夢絵画展」

の全入賞作品を展示します。 

   エ 夏休み特別企画「サイエンスアカデミー」 

     【平成 27年 7月 18日（土）～8月 2日（日） 14日間】 

       講師に、小学校から大学までの先生方、企業の方、他の博物館の方等をお迎

えし、幅広い分野の講座を実施します。１４日間に合計４２講座を行う、夏休

み恒例の特別企画です。 

   オ 夏の企画展「世にも不思議な科学館」 

     【平成 27年 8月 7日（金）～9月 13日（日） 37日間】 

       科学が創り出す不思議なトリックを使用した展示で、誰もが驚く、どきどき、

はらはら、楽しさいっぱいの体験型企画展を開催します。 

  カ 防府市小中学校科学作品展 

【平成27年9月30日（水）～10月4日（日） 5日間】 

       防府市小・中学校教育研究会理科研修部との共催事業として、市内の小・中

学校の児童・生徒の夏休み自由研究・工作から校内選考で選ばれた優秀作品を

展示します。 

  キ 秋の企画展「からくり展」 

【平成27年10月24日（土）～12月6日（日） 38日間】 

       オートマタ作家である原田和明さんの作品を展示するとともに、科学的な切

り口からオートマタに使用されている機構等を紹介する企画展を開催します。

実際にオートマタを自分の手で動かして体験できます。 

   ク ソラールのクリスマス2015 

     【平成27年12月19日（土）～12月23日（水・祝） 4日間】 

クリスマスらしい工作教室やサイエンスショー、ビデオ上映等を行い、楽し

く、華やいだ雰囲気に包まれた４日間を演出します。 

   ケ 冬の企画展「深海パネル展」 

【平成28年1月30日（土）～3月6日（日） 32日間】 

       深海に挑む調査船の歴史や技術とともに、調査船がとらえた深海底の様子を

パネル展示します。未知の世界である深海の環境がどのようなものか、そこに

はどのような生物が暮らしているのか紹介します。 

   コ 春休み工作教室（前半） 

【平成28年3月29日（火）～3月31日（木） 3日間】 

（２）情報収集保管事業 

太陽望遠鏡による太陽観測映像や、防府の発明家「柏木幸助」の資料等を収集保管し
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ます。また、収集した資料を使った展示や学習支援活動により、科学や科学技術に関心

をもち、考える機会となるよう、所蔵資料の効果的な活用に努めます。 

（３）啓発調査研究事業 

防府の自然や、科学教育、科学技術等に関する調査研究を行い、地域の科学教育の 

推進に努めます。また、科学の楽しさを伝えるための教材開発にも取り組みます。 

（４）学校連携及び外部連携事業 

  ① 学校連携事業 

    市内の小学校への出前事業等を通して、青少年への科学の普及活動を積極的に行い

ます。また、学芸員実習をはじめ、インターンシップや職場体験学習による人材育成

支援も行います。 

  ② 外部連携事業 

    博物館や大学、企業、地域の団体と連携し、楽しみながら科学への興味を深めるこ 

とができるアウトリーチ活動や企画展等の開催を目指します。 

 また、外部の団体と連携することで、地域に根差した科学館となるよう努めます。 

  ③ 防府市少年少女発明クラブ 

    防府市少年少女発明クラブでは、ボランティアグループ「サイエンスＦＵＮクラブ」 

のメンバーが指導員となり、子どもたちが主体的に学びながら、楽しんで活動してい 

ます。公益社団法人発明協会主催の発明工夫展やチャレンジ創造コンテストへの参加 

等、科学的な創作活動を続けている発明クラブの活動を、引き続き支援します。 

（５）科学教育指導員派遣事業 

   増加している出前講座の依頼に対応するため、必要な知識・技術をもった人を指導員 

に育成したり、指導員のスキルアップの支援をしたりして、科学教育指導員派遣事業を

更に充実させます。 

 

 

 

視聴覚教材や機材の充実と活用を図って、学校教育や社会教育における学習効果を高める

事を目標とします。この目標達成のために、以下の事業を推進します。 

 

（１） 視聴覚教材や機材の計画的な充足 

視聴覚教材や機材に対する利用状況や利用者の要望を分析し、運営委員会などで検

討をして、具体的な充足計画を策定します。 

充足計画に従って、視聴覚教材や機材を整備し、新規整備した教材などの内容を利

用者に紹介し、利用の促進を図ります。 

 

３ 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興に関する事業 
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（２） 視聴覚教材や機材の貸出管理 

視聴覚教材の目録を整備し、利用者に周知します。また、視聴覚教材の目録をホー

ムページで検索できるよう引き続きデータの整理、更新を行います。 

視聴覚機材の保守点検に努め、利用申込み者の要望に応えられるように努めます。 

 

（３） 防府市青少年科学館の多目的ホールでのビデオ上映 

青少年科学館の事業内容に適合する視聴覚教材を選定して上映することにより、科

学教育の普及を支援します。 

また、クリスマスには、科学事業の「ソラールのクリスマス」に合わせ、クリスマ

ス上映会を行い、来館者サービスに努めます。 

 

（４） 市内小学校あて巡回ビデオの配送 

防府市小学校教育研究会視聴覚教育研修部の先生方が選定された視聴覚教材を、市

内小学校内で計画的に上映できるように配送します。 

 

（５） ビデオ撮影編集講習会の開催 

地域住民の視聴覚教材制作への関心を高め、技術の向上を目的とした講習会を開催

します。 

 

（６） ホームページの充実 

上述の視聴覚教材目録の検索の保守・改善や、自主制作の「地域教材ビデオ」や「ビ

デオ撮影編集講習会」などを、インターネット上でどなたでも視聴できるシステムを

いっそう拡大します。 

 

 

 

 

  利用者のサービス向上につながるよう、防府市公会堂の有料駐車場の運営や、チケット

の受託販売、科学館のショップ運営などを展開します。 

 これらの事業で得た収益は、公益目的事業の一層の充実を図るために活用します。 

 

（１）有料駐車場 

公会堂利用者の利便性を高めるため、有料駐車場の管理運営を行います。 

大ホールを利用した催し物では、同時刻に駐車場の利用が集中することが多いので、

安全かつスムーズに出庫できるよう精算機に職員を配置するなど、利用者のニーズに合

４ 収益事業 
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ったサービスの提供に努めます。 

また、専門業者による定期的な点検のほか、日常の目視点検などにより不具合を早期

発見し、安全な運営に努めます。突発的な設備の故障やトラブルについても、適切に対

応します。 

  

（２）チケットの受託販売 

   公会堂、地域交流センターでは、他館で開催されるチケットを積極的に受け入れ、利

用者のサービスに努めるとともに、チケット購入で来館されたお客様に、本財団で実施

する事業を知っていただく機会にします。 

   

（３）ミュージアムショップ 

質が良く信頼性の高い商品、科学的で生活の中に共有できる商品を提供することで、

ミュージアムショップの利用者増を図り、財源の確保につなげます。 

また、科学館の教育的目的に関連させた商品の取り扱いを増やすことにより、科学館

での体験をより豊かにするようなミュージアムショップの運営に努めます。 

 


