
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｢火よう日のごちそうは
ひきがえる」(低)

舞台鑑賞(人形劇）　
中止

(5/16)
山口市民会館小ホール 18人 300人

＊新型コロナウイルス関連で中止
2021.4.3振り替え公演

公演「ちゃんぷるー
～私が幽霊！？修学旅行～」(高)

舞台鑑賞(舞台劇）　
中止

(5/29)
山口市民会館小ホール 18人 180人

(公財)山口市文化振興財団共催事業
＊新型コロナウイルス関連で中止
2021.2月振り替え公演日程調整中

公演「ちびっこアドベンチャー
ビンツータンレーハッショウレー」(低)

舞台鑑賞(芸能) 7/12 山口市民会館小ホール 18人 350人 赤い羽根共同募金県域助成事業

　同上事前講習会 あそびのレクチャー 7/11 山口市男女共同参画センター 7人 のべ30人

公演「たっちゃんの紙芝居＋」
(低)

舞台鑑賞(芸能）4ステージ予定
8/27～

30
市内地域交流センター他 50人 700人 あっちこっちdeアート2020を兼ねる

公演「らくだ」(高) 舞台鑑賞(舞台劇) 8/30 山口市民会館小ホール 18人 180人 (公財)山口市文化振興財団共催事業

公演「トクントクン
～いのちの旅～」(低・高)

舞台鑑賞(人形劇）2ステージ　　　　　 11/29 山口市民会館小ホール 18人 のべ400人 (公財)山口市文化振興財団共催事業

公演「歌子さんのはじめてのコン
サート『最高の子守歌』」（幼）

舞台鑑賞(音楽) 10/18 未定 18人 80人
2019年度「３びきのこぶた」
振り替え公演

公演「はなのき村」(低) 舞台鑑賞(舞台劇) 2/20 山口市民会館小ホール 18人 300人
(公財)山口市文化振興財団共催事業
赤い羽根共同募金県域助成事業

公演「左手のピアニスト
・智内威雄」(高)

舞台鑑賞(音楽) 3/12 ニューメディアプラザ山口 10人 180人

公演「やわらかコンサート」（幼） 舞台鑑賞(音楽）　　　　 3/13 Ｃ・Ｓ赤れんが 18人 50人 赤い羽根共同募金県域助成事業

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） 調整中 山口県教育会館ホール(予定) 18人 500人 2019年度の振り替え公演

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20人

秋の会員交流会 鑑賞企画作品の説明会 10/17 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 ― 熊本県合志市他

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
中止

(4/29)
亀山公園ふれあい広場 50人 400人 ＊新型コロナウイルス関連で中止

プレーパーク 講演会 9月 未定 10人 ―

いちにちプレーパーク 不定期 16人 ―

こどもキャンプ 集団での自然体験活動 8月 未定 10人 30人

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

10人 のべ90人

アウトメディア ネット・ゲーム依存予防講座 3月
山口市男女共同参画センター
（予定）

10人 60人 赤い羽根共同募金県域助成事業

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 2/28 県立図書館レクチャールーム 50人 250人

青少年育成のための研修 研修 通年 16人 のべ30人

　　これら様々な活動を通して会員（仲間）や賛同してくれる人を増やしていきたい。

　　(1)特定非営利活動に関わる事業

2020年4月～2021年3月

第20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。

　　今年度は山口県共同募金会より県域配分を受けて「子どもの五感をゆたかに育もう」と題して、様々な角度からアプローチし、

　　子どもから大人までを対象に幅広く事業を展開する。

　　また、立ち上げて2年目となるプレーパーク実行委員会が中心となって、プレーパーク事業を進めていく。
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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

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
 YCAM、美術館、小学校ＰＴＡ他の託児 通年 各地 31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 31人 ― 5月、7月、11月、2月開催

4．文化事業

あっちこっちdeアート2020
公演「たっちゃんの紙芝居＋」
市内4ステージ

8/27～
30

市内地域交流センター他 50人 700人 舞台等鑑賞事業を兼ねる

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） 10/31 ニューメディアプラザ山口 8人 200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 ― ―

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 各1,700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 ― 2021年度会員募集チラシ

2020年度年間案内リーフレット作成 4月 事務局 2人 5,000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）新村則人　美術講座 美術講座（2回）
7/18
or19

Ｃ・Ｓ赤れんが 5人 50人

　　　〃　　　　馬場良治展 雪舟生誕600年記念事業　展覧会
9/16
～27

Ｃ・Ｓ赤れんが 11人 4500人

　　　〃 　　チェンバロコンサート チェンバロと古楽器のコンサート 12/12 Ｃ・Ｓ赤れんが 11人 80人

　　　〃　 　公共ホール音楽活性化
　　　　　　　支援事業

アウトリーチ（４ヶ所）とピアノソロコンサート
2021・
1/14～

16
Ｃ ・Ｓ赤れんが 11人 170人

8．その他事業(Ｃ・Ｓ赤れんが)

　（自主事業）風の音楽家来たる！

　　　　　　　　春の風コンサート

ジェンベ、馬頭琴、ピアノ、3人による
コンサート

中止
(4/1)

Ｃ・Ｓ赤れんが 11人 ― ＊新型コロナウイルス関連で中止

　　　〃　　　クリスマスリース作り 葉っぱと木の実のリース作り
11/25
2回

Ｃ ・Ｓ赤れんが 5人 20人

　 　〃　　　　桜めぐりお茶めぐり
飲み物の接待
(東日本復興支援事業)

3月末 Ｃ・Ｓ赤れんが 5人 40杯
チームOIDEMASEとして  ＊4月上旬
は新型コロナウイルス関連で中止

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 労務セミナー、広報講座他
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