
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）　 4/3 山口県総合保健会館 18人 179人 2020年5月の延期公演

公演「Witty LookのLife's a
Circus!!!!!」(低・高)

舞台鑑賞(芸能）　 5/30
維新大晃アリーナ
レクチャールーム

18人 330人 (公財)山口市文化振興財団共催事業

公演「冬眠ピアノお目覚め
コンサート」(低)

舞台鑑賞(音楽）5ステージ予定
8/26～

29
市内地域交流センター他 50人 350人 あっちこっちdeアート2021を兼ねる

公演「河野康弘ジャズ
ソロコンサート」(高)

舞台鑑賞(音楽) 8/28 山口市民会館小ホール 18人 150人

公演「いおり博士とこうじくんの
理科室パフォーマンスショー」(低)

舞台鑑賞(芸能）　　　 11/18 山口県教育会館ホール 18人 250人

公演「トレテツクパレード」
(高)

舞台鑑賞(人形劇) 12/10 山口市民会館小ホール 10人 130人 (公財)山口市文化振興財団共催事業

公演「どんどこももんちゃん／
カミナリカレー」（幼）

舞台鑑賞(人形劇）　　　　 2/23 山口市民会館小ホール 18人 50人 赤い羽根共同募金県域助成事業

公演「わたしとわたし、ぼくと
ぼく」(低・高)

舞台鑑賞(舞台劇） 3/5
維新大晃アリーナ
レクチャールーム

18人 330人
赤い羽根共同募金県域助成事業
(公財)山口市文化振興財団共催事業
NPO法人２０周年記念舞台鑑賞会

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2021 4/29 亀山公園ふれあい広場 50人 300人

プレーパーク 講演会 10/30 山口市民会館小ホール 10人 50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) 8月 未定 10人 30人

中高生グループの活動 肝だめし、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 未定 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 3/27 県立図書館レクチャールーム 50人 140人

青少年育成のための研修 研修 通年 16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 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 ― 4月、7月、11月、2月開催

　　また、NPO法人になって20周年という節目の記念舞台鑑賞会を開催する。

　　(1)特定非営利活動に関わる事業

2021年4月～2022年3月

第21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の収束が見えない状況ではあるが、感染防止対策を施しながら、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。

　　舞台鑑賞会や体験活動など従来の事業に加え、プレーパーク設置に向けた運動も引き続き行う。
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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

あっちこっちdeアート2021
公演「冬眠ピアノお目覚めコンサート」
市内5ステージ

8/26～
29

市内地域交流センター他 50人 350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） 9/23 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 ― ―

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 ―

2021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）原田和明展 展覧会
8/11～

29
Ｃ・Ｓ赤れんが 11人 2000人

 　 　〃　　 公共ホール音楽活性化

　　　　　　　支援事業
アウトリーチとサックスコンサート

10/14
～16

Ｃ・Ｓ赤れんが、他 11人 130人

　　　〃 　　チェンバロコンサート チェンバロのソロコンサート 12/4 Ｃ・Ｓ赤れんが 11人 50人

8．その他事業(Ｃ・Ｓ赤れんが)

（自主事業）桜めぐり＆小路めぐり 30minコンサート体験 4/1、2 Ｃ・Ｓ赤れんが 4人 30人 チームOIDEMASEとして

　　〃　　　生花のリース作り 生の花を使ったリース作り
4/21
2回

Ｃ ・Ｓ赤れんが 5人 20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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