
1．活動の実施に関する事項

事業名 事業内容 実施日 実施場所
従事者の

人数
対象者の

人数
事業費の金額（単位：千円）

1．舞台等鑑賞事業

公演「三びきのやぎの
がらがらどん」(低)

舞台鑑賞（人形劇） 5/11 山口市民会館小ホール 18人 281人

公演｢おもしろげきじょう」(幼) 舞台鑑賞(人形劇）　 6/30 山口県総合保健会館 18人 155人

公演「オペラ　銀のロバ」(低・高) 舞台鑑賞(音楽) 7/7 山口情報芸術センター 18人 288人

　　同上事前取り組み オペラをまるごと楽しむプレイベント 5/25 白石地域交流センター 9人 28人

公演「チカパンの大道芸！！」(低)　 舞台鑑賞(芸能）5ステージ
8/27
～9/1

市内地域交流センター、
山口市民会館小ホール他

のべ50人 のべ492人

　　同上事前事業交流会 パントマイムワークショップ 2回開催
6/7
8

大殿地域交流センター、
C・S赤れんが

7人
7人

34人
40人

公演「リトルピーシーズ」（高） 舞台鑑賞(芸能） 8/31 山口市民会館小ホール 18人 118人

公演「ピアニカの魔術師」
(低・高)

舞台鑑賞(音楽）　　　　　 11/29 山口県教育会館ホール 18人 345人

　　同上事前事業交流会 ピアニカ ワークショップ 10/20 山口市男女共同参画センター 10人 28人

公演「０さいからのピアニカ
LIVE」(乳幼児)

舞台鑑賞(音楽）　　　　　 11/30 Ｃ・Ｓ赤れんが 7人 65人

公演「弥次さん喜多さん
トンちんカン珍道中」（低・高）

舞台鑑賞(人形劇）　　　　
中止

(2/28)
― ― ―

　　同上事前取り組み オリジナルすごろく、ふくわらいあそび 1/11 山口市男女共同参画センター 6人 27人

公演「しのざきあきテーブル人形劇
３びきのこぶた」（幼）

舞台鑑賞(人形劇)
中止

(2/29)
― ― ―

公演「ちゃんぷるー ～私が幽霊！？
修学旅行～」(高)事前事業交流会

キャラクターづくりワークショップ
中止

(3/14)
― ― ―

秋の会員交流会
鑑賞企画作品の説明会、
会員同士の交流会

10/11 山口市男女共同参画センター 7人 のべ23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 2人 各15,000部

2．青少年育成事業

子どもの遊びを考えよう こどもまつり2019 4/28 亀山公園ふれあい広場 50人 351人

屋外遊びなどについて考えよう
(いちにちプレーパーク 2回開催)

11/16
2/22

木戸公園(糸米川砂防園) のべ30人
105人
98人

プレーリーダー養成講座
9/14・15

10/26・27

山口市男女共同参画センター
大殿地域交流センター

のべ20人 のべ94人

こどもキャンプ2019 集団での自然体験活動 8/4～6 千坊川砂防公園キャンプ場 5人 29人

中高生グループの活動 マンガパーピー、話し合い他 通年
仁保･自然道場ふれあい広場
他

5人 のべ129人

8月のLove&Peace　　
「オペラ銀のロバ」
ふりかえり わかちあい

7/12 こどもステーション山口事務局 7人 12人

こどもステージ る・リ・フリー2020 子どもたちによる舞台創造・表現活動
中止
(3/8)

― ― ―

アウトメディア講演会
「児童演劇作家から見たスマホ社会を生きる
子どもたち」　講師：西上寛樹

中止
(3/15)

― ― ―

5,880

1,786

2019年4月～2020年3月
　　　２０１９年度　事業報告書

　　(1)特定非営利活動に関わる事業

　　らない。明確な社会課題への取り組み⇒共感⇒会員増となるような創意工夫と仕組み作りが急がれる。

　　せざるをえなくなった。舞台鑑賞事業をはじめとする今後の私たちの活動に不安がつのる年度末となった。

　　しかし、1月くらいから流行している新型コロナウイルス感染症の影響で、2つの舞台鑑賞会とアウトメディア講演会などを中止

　　また、団体のPRビデオ制作やドネーションパーティへの参加など、広く対外的にアピールしてきたが、会員減少に歯止めがかか

　　実行委員会が立ち上がりその後の活動につながることができている。

　　感じた。その他、きらめき財団からの助成を受けて開催した「プレーリーダー養成講座」には、関心のある方々の参加により、

　　を通して、子ども達が生だからこそ得られるライブ感で心が動く様子がみられ、その感動を多くの人たちと分かち合いたいと強く

　　今年度は山口県共同募金会からの県域配分を受け、「アウトメディア推進事業」を開催。その中で、ピアニカのWSやコンサート



事業名 事業内容 実施日 実施場所
従事者の

人数
対象者の

人数
事業費の金額（単位：千円）

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 のべ152人

保育スタッフ派遣
 YCAM、美術館、小学校ＰＴＡ他の託児 通年 各地 31人
子ども

のべ439人

保育スタッフ会議 保育スタッフの情報交換と研修 4回 山口市男女共同参画センター 3人 のべ49人

4．文化事業

特別公演
「松元ヒロ・ソロライブ2019」

舞台鑑賞（スタンダップコメディ） 6/22 山口市民会館小ホール 7人 186人

あっちこっちdeアート2019
公演「チカパンの大道芸！！」
市内5ステージ

8/27
～9/1

市内地域交流センター、
山口市民会館小ホール他

のべ50人 のべ492人

特別公演「あぶないふたり」 舞台鑑賞(人形劇）　　　　 11/2 ニューメディアプラザ山口 7人 81人

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 ― のべ1000人

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 ― ―

6．広報宣伝事業

広報活動 広報紙 ＹＡ！の発行 年2回 事務局 3人 計4,000部

ニュースレターJya！の発行 　9回 事務局 2人 会員世帯数

男女共同参画センターフェスティバル 11/23
山口市男女共同参画センター
山口市民会館

2人 ―

子育て支援メッセ 11/24 維新大晃アリーナ 3人 ―

宣伝活動 外部に対する情報発信(HP他) 通年 随所 10人 ―

2019年度年間案内リーフレット　作成 4月 事務局 2人 5,500部

団体紹介ビデオ制作
5月～
11月

事務局、さぽらんて 4人

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）保手濱拓展　時をなぞる 美術展示
8/21～

9/1
Ｃ・Ｓ赤れんが 11人 508人

　　　〃　  　チェンバロコンサート
チェンバロ・リュート・ソプラノの
コンサート

12/14 Ｃ・Ｓ赤れんが 10人 95人

　　　〃　　　浅野祥
　　　　 　　　津軽三味線ライブ

津軽三味線のソロライブ
2020・
2/15

Ｃ ・Ｓ赤れんが 11人 110人

8．その他事業(Ｃ・Ｓ赤れんが)

 　(自主事業)桜めぐりお茶めぐり
飲み物の接待
(東日本復興支援事業)

4/1～

7
Ｃ・Ｓ赤れんが 5人 ―

　　　〃　　　ホルンコンサート アルプホルンコンサート 4/7 Ｃ・Ｓ赤れんが 11人 88人

　　　〃　　　　クリスマスリース作り 葉っぱと木の実のリース作り
11/20
2回

Ｃ ・Ｓ赤れんが 4人 20人

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 ７人 のべ10人 各事業に含む

20,227

104

各事業に含む

2,446

946

ー


