
１．事業実施の方針

2．活動の実施に関する事項

事業名 事業内容 実施
予定日 実施予定場所 従事者の

予定人数
対象者の
予定人数 備　　考

1．舞台等鑑賞事業

公演｢0さいからのピアニカLIVE」
(乳幼児)

舞台鑑賞(音楽）　 5/28 C・S赤れんが 8人 60人
赤い羽根共同募金県域助成事業
「アートスタート事業」

公演「ピアニカの魔術師」(低・高) 舞台鑑賞(音楽）　 5/28 山口市民会館 大ホール 18人 400人 (公財)山口市文化振興財団共催事業

公演「ののはなげきじょう」(乳幼児) 舞台鑑賞(人形劇） 6/4 C・S赤れんが 8人 60人
赤い羽根共同募金県域助成事業
「アートスタート事業」

公演「にんぎょひめ」(高) 舞台鑑賞(舞台劇) 6/18
山口情報芸術センター
スタジオA

50人 750人 (公財)山口市文化振興財団主催事業

公演「影絵音楽団くぷくぷ おひざで
だっこ がたんごとんがたんごとん」
(乳幼児)

舞台鑑賞(影絵劇）　　　 7/23 C・S赤れんが 8人 60人
赤い羽根共同募金県域助成事業
「アートスタート事業」

公演「１１ぴきのねこ」(低) 舞台鑑賞(人形劇) 9/17 山口県教育会館ホール 18人 200人

公演「楽まつり(仮)」（低・高） 舞台鑑賞(芸能）　　　　 12/16 山口市民会館 大ホール 18人 400人 (公財)山口市文化振興財団共催事業

公演「食器は歌う」(低) 舞台鑑賞(音楽) 2/18 山口県教育会館ホール 18人 200人

公演「トッケビ-鬼ヶ島と呼ばれた島-
」(高)

舞台鑑賞(人形劇） 3/12 山口市民会館 小ホール 18人 130人 (公財)山口市文化振興財団共催事業

各公演の取組み 交流会・ワークショップ 未定 山口市内各所 20人 各回30人 田楽座事前WS他

秋の会員交流会 鑑賞企画作品の説明会 10月 山口市男女共同参画センター 15人 30人

鑑賞作品の研究 公演作品の下見 随時 各地 10人 ―

舞台鑑賞会チラシ作成 各学校他配布 通年 4人 各15,000部

2．青少年育成事業

こどもまつり こどもまつり2022 4/29 亀山公園ふれあい広場 30人 300人

プレーパーク プレーリーダー養成講座
10/15
～16

未定 10人 40人
独立行政法人国立青少年教育振興機構

子どもゆめ基金助成事業

いちにちプレーパーク 毎月1回 市内各地 16人 ―
独立行政法人国立青少年教育振興機構

子どもゆめ基金助成事業(一部)

こどもキャンプ デイキャンプ(集団での自然体験活動) 未定 未定 10人 30人

中高生グループの活動 マンガパーティー、話し合い他 通年 事務局他 10人 100人

アウトメディア 講座他 1月 未定 5人 40人

こどもステージ　る・リ・フリー 子どもたちによる舞台創造・表現活動 3月 未定 30人 140人

学習会 講座他 通年 未定 8人 30人

3．子育て支援事業

幼児クラブモコナ
吉敷地区を中心とした未就園児と
保護者の遊びの会

毎月1回 吉敷地域交流センター他 各回4人 各回10組 4月・8月を除く

保育スタッフ派遣
 託児 通年 YCAM、美術館、小学校ＰＴＡ他 29人 ―


保育スタッフ会議 保育スタッフの研修と交流 年4回 山口市男女共同参画センター 29人 ― 4月、7月、11月、2月開催

　　(1)特定非営利活動に関わる事業

2022年4月～2023年3月

第22期　　　　事業計画

　　子ども達の体験活動や社会参画を広げるために、独自の文化事業を行う。

　　新型コロナウィルス感染症への対策を施しながら事業を開催し、このような時だからこそ心豊かな時間を仲間と共有できる活動を

　　行う。

　　プレーパーク関連では、プレーリーダー養成講座開催や、行政との情報交換などを引き続き行う。
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事業名 事業内容 実施
予定日 実施予定場所 従事者の

予定人数
対象者の
予定人数 備　　考

4．文化事業

特別公演「松元ヒロ・ソロライブ」 舞台鑑賞（スタンダップコメディ） 11/3 山口市民会館 小ホール 8人 150人 (公財)山口市文化振興財団共催事業

5．地域活性化事業

各地区ブロック活動 会員や地域との交流 通年 山口市内 ― ―

各団体・行政等との協力 各地区ふるさとまつり他 通年 各地域交流センター他 ― ―

大学生とあそぼう！インプロWS
「なんでも広場」

年4回 山口学芸大学 各回3人 各回15人 山口学芸大学主催事業

6．広報宣伝事業

広報活動 広報紙 ＹＡ！の発行 年2回 事務局 4人 各1,500部
一般にむけた活動の紹介と子ども・
文化に関する情報提供

ニュースレターJya！の発行 随時 事務局 2人 会員世帯数 会員にむけた情報提供

宣伝活動 外部に対する情報発信(HP他) 通年 随所 10人 ―

2022年度年間案内リーフレット作成 4月 事務局 2人 4,500部

7．指定管理事業

Ｃ・Ｓ赤れんがの指定管理 指定管理者として管理運営と事業実施 通年 Ｃ・Ｓ赤れんが 6人 ―

（受託事業） 赤れんがのあゆみ展と
　　　　　　　チェンバロミニコンサート

あゆみ展とチェンバロミニコンサート
（開館30周年記念事業）

8/9
～11

C・S赤れんが 13人 150人

　　　〃　　 田中米吉展(仮)
展覧会
（開館30周年記念事業）

8/18
～28

Ｃ・Ｓ赤れんが 15人 2000人

 　 　〃　　 公共ホール音楽活性化

　　　　　　　支援事業
アウトリーチとピアノコンサート

11/17
～19

Ｃ・Ｓ赤れんが他 10人 70人

　　　〃 　　チェンバロコンサート チェンバロとリコーダーのコンサート 12/18 Ｃ・Ｓ赤れんが 10人 70人

　　　〃 　　演劇祭(仮)
講演会と演劇公演
（開館30周年記念事業）

2/23
～26

Ｃ・Ｓ赤れんが 18人 300人

8．その他事業(Ｃ・Ｓ赤れんが)

（自主事業） クリスマスリース作り クリスマスリース作り 12月 Ｃ・Ｓ赤れんが 5人 16人

　　〃　　　　 桜めぐり＆小路めぐり 未定
3月
下旬

C・S赤れんが 5人 ― チームOIDEMASEとして

9．その他の事業

団体運営及び事業企画の
ための研修

参加・研修 通年 各地 8人 10人 労務セミナー、広報講座他
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