
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「きんぎょがにげた」(幼) 舞台鑑賞（影絵劇） 5/12 山口市民会館小ホール 18人 250人 山口市文化振興財団共催事業

公演｢アラビアンナイト　～魔法のラ
ンプと明日のヒカリ～」(低・高)

舞台鑑賞(人形劇）　 5/24 山口県教育会館ホール 18人 600人

　　同上事前交流会 殺陣のワークショップ 4/18 三和児童館 10人 30人

公演「マイ･クロ･シアター」(低) 舞台鑑賞(芸能）5ステージ 7/5～8 市内地域交流センター等

公演「そうぞうりょくのたね」（幼） 舞台鑑賞(芸能） 7/8 C・S赤れんが

公演「不思議の国のアリス」(高) 舞台鑑賞(舞台劇) 8/8･9 山口情報芸術センター 18人 450人 山口市文化振興財団共催事業

　　同上事前交流会 ダンスワークショップ 2回開催 6/9 山口情報芸術センター 10人 20人 山口市文化振興財団共催事業

公演｢ともだちげきじょう」(幼) 舞台鑑賞(人形劇） 10/14 山口市民会館小ホール 18人 110人

公演「スギテツ音楽会　～きがる
にブラボー～」(低・高)

舞台鑑賞(芸能）　　　　　 10/26 山口県教育会館ホール 18人 600人

公演「YEN　TOWN　FOOLS
‐ ピクチャーブック‐」（低・高）

舞台鑑賞(芸能）　　　　 12/15 山口県教育会館 18人 600人

公演「キッドナップ・ツアー」（高） 舞台鑑賞(舞台劇) 2/16 カリエンテ山口 18人 200人 山口県共同募金会助成事業

　　同上事前交流会 コミュニケーションワークショップ 12/21 未定 10人 20人 山口県共同募金会助成事業

公演「でべそ版ずっこけ狂言
でんでんむしむし４８｣(低)

舞台鑑賞(舞台劇） 3/16 山口市民会館小ホール 18人 400人

各例会事前事後交流会等取組み 交流会・ワークショップなど 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 10/5 山口市男女共同参画センター 15人 50人 2回開催

鑑賞作品の研究 公演作品の下見・研究等 随時 各地 10人 ― 熊本県合志市他

鑑賞例会チラシ作成 各学校等配布 通年 4人 各15,000部

2．青少年育成事業

子どもの遊びを考える こどもまつり 4/29 亀山公園ふれあい広場 50人 500人

屋外遊びなどについて考える 未定 未定 10人 ―

こどもキャンプ 集団での自然体験活動 8/3～5 豊田湖畔公園 10人 30人 山口県共同募金会助成事業

中高生グループの活動 マンガぱーてー他 通年 仁保･自然道場ふれあい広場他 10人 90人

宿泊自然体験 集団での自然体験活動 11/3～4 徳地青少年自然の家 10人 30人 山口県共同募金会助成事業

8月のLove&Peace　　 未定 未定 未定 18人 200人 ピース･バンビーノと共催(予定)

学習会 「子どもの権利条約」 11/2 山口市男女共同参画センター(予定) 10人 50人 山口県共同募金会助成事業

「思春期講座」 8/31 山口市男女共同参画センター 10人 50人 山口県共同募金会助成事業

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 3/10 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 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等の託児
 通年 各地 33人
 ―


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 32人
 ― 4月、7月、11月、1月開催

4．文化事業

あっちこっちdeアート2018
公演「マイ･クロ･シアター」市内5ステージ

公演「そうぞうりょくのたね　」市内1ステージ
7/5～8 市内地域交流センター等 50人 750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） 6/16 NPY 8人 200人

アウトメディア 講座等 未定 山口市男女共同参画センター（予定） 10人 50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 ― ―

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 年2回 事務局 4人 各2,500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等と宣伝活動 通年 随所 10人 ― 会員募集チラシ20,000部

年間案内リーフレット　作成 4月 事務局 2人 5,500部

2018年4月～2019年3月

第18期　　　　事業計画

　　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

50人 750人 あっちこっちdeアート2018を兼ねる
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実施
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予定人数
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7．その他事業

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等 通年 Ｃ・Ｓ赤れんが 6人 ―

　　（受託事業）公文知洋子展 裂織の世界　展覧会
8/22～

9/2
Ｃ・Ｓ赤れんが 11人 800人

　　　〃　　赤れんが建築100年記念企画 コンサート　展覧会 9/22 Ｃ・Ｓ赤れんが 6人 100人

　　　〃　　チェンバロコンサート チェンバロコンサート
2019・
3/2

Ｃ・Ｓ赤れんが 10人 100人

　　（自主事業）スティールパンコンサート スティールパンコンサート 4/1 Ｃ・Ｓ赤れんが 6人 105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)
4/1～8
2019年
3月末

Ｃ・Ｓ赤れんが 5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 ― 20人
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