
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
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｢タップダンス
エンターテイメントショー」(低・高)

舞台鑑賞(音楽）　 5/13 山口市民会館大ホール 18人 430人

公演「あなたがうまれるまで」(低) 舞台鑑賞(人形劇）2ステージ 7/15･16 吉敷地域交流センター、ふしの会館 20人 のべ361人

公演「ゆらとまぁばあちゃん」（低） 舞台鑑賞(舞台劇）5ステージ 7/21～23 市内地域交流センター等 50人 のべ287人

映画「ある精肉店のはなし」(高) 映画鑑賞　2回上映 8/26 ニューメディアプラザ山口 22人 のべ130人

公演｢ともだちや‐あいつもともだち‐」(低) 舞台鑑賞(舞台劇） 1/14 山口市民会館小ホール 40人 358人

公演｢かかしになるために
　　　KOYOマイムライブ２！｣(高)

舞台鑑賞(芸能）　　　　　 10/29 ニューメディアプラザ山口 22人 119人

公演｢はねるマレット
　　　　　　　うたうマリンバ｣(低・高)

舞台鑑賞(音楽）　　　　　 12/16 山口県教育会館ホール 22人 360人

公演「0才からの音楽会」(幼) 舞台鑑賞(音楽) 12/17 Ｃ・Ｓ赤れんが 22人 76人

公演｢ケロポンズ
　　　　　　わくわくコンサート｣(低)

舞台鑑賞(音楽） 3/3 山口市民会館大ホール 22人 1080人

　同上事業事前取り組み
エビカニ・ミトン作りワークショップ
ダンスワークショップ

2/4
2/21・23・

25

市内地域交流センター等 10人 のべ102人

公演「にんじん」(高) 舞台鑑賞(舞台劇)

　　同上事業事後交流会 アフタートーク

秋の会員交流会 鑑賞企画作品の説明会 10/6 山口市男女共同参画センター 10人 のべ36人

鑑賞作品の研究 公演作品の下見・研究等 通年 宇部・萩･広島市など 10人 のべ24人

2．青少年育成事業

こどもまつり 屋外でのありんこ市や集団遊び 4/29 亀山公園ふれあい広場 50人 419人

こどもキャンプ 集団での自然体験活動 8/9 ～11 萩市萩往還夏木原交流施設 6人 23人

中高生グループの活動
マンガぱーてー
クリスマスパーティー
中高生G集まり

6/10・11
12/8
24回

山口市仁保
山口市男女共同参画センター
事務局

6人
4人
2人

20人
28人

のべ138人

8月のLove&Peace　　 映画「ある精肉店のはなし」 8/26 ニューメディアプラザ山口 22人 130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 3/11 県立図書館レクチャールーム 50人 250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等 各回4人 のべ190人

保育スタッフ派遣
 YCAM、美術館、小学校ＰＴＡ等の託児
 通年
各地
 34人
のべ796人 2,540
スタッフ会議 保育スタッフの研修と交流 3回 山口市男女共同参画センター 34人
のべ28人

4．文化事業

あっちこっちdeアート2017
公演「あなたがうまれるまで」市内2ステージ
公演「ゆらとまぁばあちゃん」市内5ステージ

7/15･16
7/21～23

地域交流センター等 70人
のべ361人
のべ287人

北島尚志講演会「遊びが子どもを育てる！」 6/3 Ｃ・Ｓ赤れんが 10人 55人

人形づくりワークショップ＆交流会 6/9･10
山口市男女共同参画センター
吉敷地域交流センター 20人 のべ62人

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） 6/17 ニューメディアプラザ山口 8人 193人

学習会 「メディアに頼らない子育て」 12/2 大殿地域交流センター 10人 39人

5．地域活性化事業

各地区ブロック活動 会員の交流会等 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等 通年 市内・各地域交流センター等 ― ―

6．広報宣伝事業

広報活動 広報紙 ＹＡ！の発行 2回 事務局 4人 各2,500部

ニュースレターJya！の発行 10回 事務局 2人 会員世帯数

子育て支援メッセ参加 12/23 維新百年記念公園 アリーナ 3人 ―

宣伝活動 外部に対する情報発信HP等と宣伝活動 通年 随所 10人 ―

年間案内リーフレット　作成 4月 事務局 2人 19,000部

-
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　　子どもたち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

　　(1)特定非営利活動に関わる事業

　　同上事前講演会

3/25 山口市民会館小ホール 22人 119人

7,435

544

1,555
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人数 事業費の金額（単位：千円）

7．指定管理事業

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

（受託事業）　「赤れんがのあゆみ展」 リノベーション前の赤れんがのパネル展示 8/1～11/30 一の坂交通交流広場内の建物 4人 ―

　　　〃　　　　新村則人デザイン展 展覧会 9/13～24 Ｃ・Ｓ赤れんが 10人 1680人

　　〃　　　　　公共ホール音楽活性化事業 トロンボーンコンサート 11/11 Ｃ・Ｓ赤れんが 10人 101人

　　〃　　　　　同上アウトリーチ アウトリーチ 11/9･10 学校・施設など 4人 131人

　　　〃　　　　　　チェンバロコンサート 北谷直樹チェンバロリサイタル 3/17 Ｃ・Ｓ赤れんが 10人 119人

(自主事業)　　写真講座 写真の撮り方など 4/1 Ｃ・Ｓ赤れんが 3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)
4/1～9
3/24～31

Ｃ・Ｓ赤れんが 5人 ―

8.その他の事業

被災地支援 カンパ箱設置
例会会場

など
― ―

支え人。 企業とのコラボレーション 通年 ― ―

研修等

　　企画会議＆創造団体との交流会 参加・研修 7/1・2 福山市 ― 4人

　　合志市国際子ども芸術フェスティバル 参加・作品下見 3/24 熊本県合志市 ― 2人

　　2018例会企画合同実施打合わせ会 参加・研修 3/27・28 岡山市 ― 2人

　　団体運営及び事業企画のための研修 参加・研修 通年 各地 ― のべ20人

21,277

各事業に含む
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