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全国公文協 情報フォーラム 2017/04/17 第 68号 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ようやく桜前線が全国的に広がってきた中、 

平成 29 年度初めての公文協情報フォーラムをお届けします。 

 

異動等で初めてこの情報フォーラムをお読みになる方、 

そして、引き続きご愛読いただける方、 

今年度も皆様にお役に立つ情報をお届けするよう 

努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

なお、本情報フォーラムは、どなたでもご購読いただけます。 

(申込先：https://www.zenkoubun.jp/magazine/index.html） 

劇場・音楽堂等の運営に携わっている方やご興味をおもちの方に、 

ぜひ、本情報フォーラムをご案内ください。 

 

※本情報フォーラムのメールアドレスは配信専用です。 

 このメッセージに返信しないようお願い致します。 
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 【１】 全国公文協からのお知らせ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 

========================================= 

★今年度の主な全国公文協の事業と開催予定 

========================================= 

 

当協会では、文化庁委託事業 

「平成 29 年度 劇場、音楽堂等基盤整備事業（情報提供及び研修）」 

を受託しました。 

 

相談や情報提供、アートマネジメント研修会や技術研修会、 

海外も含めたスタッフ交流研修、 

喫緊の課題に関する情報フォーラムなど、 

さらに内容を充実して、 

皆様のニーズにより一層沿った事業を行ってまいります。 

 

なお、毎年 2月に実施しております今年度の 

「全国劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会 2018」は、 

例年より早まり、来年 1月の開催となります。 

 

詳細等は、順次、当メールマガジンや 

当協会のウェブサイト等でお知らせします。 

 

主な事業の開催予定日は以下の通りです。 

 

○平成 29 年度 全国劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会 2018 

  日程：平成 30年 1月 17日（水）～19日（金） 

  会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

○平成 29 年度 全国劇場・音楽堂等技術職員研修会 2018 

  日程：平成 30年 3月 7日（水）～9日（金） 

  会場：宮崎県立芸術劇場 

 

▼ 各事業はこちらをご覧ください ▼ 

URL:https://www.zenkoubun.jp/afca/itaku.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.zenkoubun.jp/afca/itaku.html


============================================ 

★平成 29 年度 総会・研究大会（久留米大会） 

 ～参加募集が始まりました～ 

============================================ 

 

本年度の定時総会・研究大会は、6 月 8日（木）～9日（金）に 

久留米シティプラザ（福岡県久留米市）で開催します。 

開催概要：https://www.zenkoubun.jp/about/meeting.html 

 

研究大会への参加を希望される方は、5月 24日（水）までに、 

全国公文協のウェブサイト申込フォームよりお申込みください。 

 

申込み：https://zenkoubun.jp/about/meeting_entry.html 

 

総会につきましては、4 月 17日（月）に、正会員館へ開催通知を郵送します。 

出欠葉書（委任状）は 5月上旬にお送りしますので、5月 24日（水）までに、 

必ず、全国公文協事務局宛てに返送して下さるよう、お願い致します。 

 

============================================= 

★理事会・専門委員会 開催のご案内＜再掲載＞ 

============================================= 

 

今年度の第１回理事会と専門委員会を、以下の通り開催いたします。 

 

日時：5 月 23 日（火）  

    午前 専門委員会（常設部会・全体会） 

    午後 理事会 

        

    ※なお、新たに設置する専門委員会特別部会は、 

     前日の 5月 22日(月)15時からの開催を予定しております。 

     特別部会の委員に就任される予定の皆様には追ってご通知いたします。 

 

場所：東京都中小企業会館 9階講堂・8階会議室 

    東京都中央区銀座 2-10-18 

 

議事（案） 

 1．平成 29 年度定時総会付議議案について 

 2．平成 29 年度定時総会の日時、場所、議題の決定について 

 3．新支部長の承認について 

 4．新規入会会員の承認について 

 5．専門委員会の見直しについて  ほか 

 

なお、第 2回理事会・専門委員会は 10月 24日（火）に開催予定です。 

https://www.zenkoubun.jp/about/meeting.html
https://zenkoubun.jp/about/meeting_entry.html


=================================================== 

★支援員の派遣による支援事業のお知らせ＜募集予告＞ 

=================================================== 

 

各施設が抱えている施設運営や自主事業への助言等の課題に対し、 

専門家が施設に出向いてアドバイスを行う支援員事業を 

本年度も実施します。 

 

募集期間 4月 28日（金）～5月 31日（水）（予定） 

 

募集は年 1回のみですので、この機会をぜひご利用ください。 

なお、詳細は公文協ホームページでお知らせします。 

 

=============================================== 

★平成 30 年度全国公文協統一企画“松竹大歌舞伎” 

 ～募集（公演希望館調査）について～ 

=============================================== 

 

平成 30 年度“松竹大歌舞伎”公演希望館の調査票を 

正会員館へ 4月 17日（月）に発送いたします。 

 

申込期限は 5月 15日（月）必着です。 

松竹株式会社へ FAXでお申し込みください。 

 

 

======================================= 

★「文化施設等の天井耐震化対策研修会」 

 ～実施についてのご案内～ ＜再掲載＞ 

======================================= 

 

3月号でご案内いたしました 

「文化施設等の天井耐震化対策研修会」の 

詳細が決まりましたので、お知らせします。 

 

公文協会員や自治体関係者の参加費は 

無料となっていますので、ぜひご参加ください。 

 

 

▼ 開催概要は、以下をご確認ください ▼ 

URL:https://www.zenkoubun.jp/magazine/pdf/no68_taishin.pdf 

（※5 月 15日（月）より受付開始） 

 

 

https://www.zenkoubun.jp/magazine/pdf/no68_taishin.pdf


===================================================== 

★東京オリンピック・パラリンピック文化プログラム 

 「beyond2020」の情報サイト 及び 公文協関係サイト 

 ～リンクにご協力をお願いします～ 

===================================================== 

 

国においては、2020年に向けた文化プログラムの一環として 

「beyond2020プログラム」への参加申請の拡大に取り組んでいます。 

 

当協会としては、内閣府からの依頼に基づき 

公文協ウェブサイトに「beyond2020 プログラム」のバナーを掲載するとともに、 

多くの会員施設のウェブサイトでも 

バナー掲載をお願いすることにいたしました。 

 

また、会員施設等の情報共有を進めるために、 

当協会のホームページと「公文協公演情報＆TICKETS」（公チケ）についても、 

バナー掲載のご協力くださいますようお願いします。 

 

▼ 各バナー・リンク先は以下をご活用ください ▼ 

URL：https://www.zenkoubun.jp/info/2017/0417_bannar.html 

 

 

 

===================================================== 

★文化庁の文化情報ポータルサイト 

 ～公演等情報登録のご協力をお願いします～ <再掲載> 

===================================================== 

 

3月号でもお知らせしました 

文化庁文化情報のポータルサイトへの公演等情報登録に 

引き続きご協力いただきますようお願いします。 

 

■登録期間 

 ・基本情報登録 

   第一期集中登録期間：平成 29年 4月末（以後も受け付けます） 

 ・公演情報登録 

   来年度実施する自主事業のうち、 

   全国への発信を希望する公演情報を随時ご登録ください。 

 

（原則として、公文協公演情報＆TICKETSのご利用も 

 併せてお願いしておりますが、希望しない場合にはご相談に応じます）。 

 なお、貸館事業においてご希望がある場合には、ご相談に応じます。 

   

https://www.zenkoubun.jp/info/2017/0417_bannar.html


▼「文化情報ポータルサイト」＋「公文協公演情報＆TICKETS」登録案内資料 ▼ 

URL：http://www.marinax.co.jp/kouticket201702.pdf 

 

▼ 「公文協公演情報＆TICKETS」へのご登録はこちらから ▼ 

URL：https://www.zenkoubun.jp/ticket/index.html 

 

▼ 「公文協公演情報＆TICKETS」はこちらをご覧ください ▼ 

URL：http://zenkoubun.ticketan.net/ 

 

====================================================== 

★公文協コーディネーターの地域推薦について＜再掲載＞ 

====================================================== 

 

平成 28 年度から、公文協のさまざまな活動にご協力いただける専門人材として 

コーディネーター登録制度を開始し、公開いたしましたが、 

さらに全国各地域でご活躍されている方の追加登録を予定しております。 

 

登録の方法については、今後各支部に改めてご案内いたします。 

 

▼ 現在のコーディネーター登録状況は以下のとおりです ▼ 

URL：https://www.zenkoubun.jp/jinzai/index.html 

 

======================================== 

★平成 29 年度 年会費のお知らせ<再掲載> 

======================================== 

 

4月 1日付で平成 29年度年会費の請求書を郵送いたしました。 

5月 10日(水)までにご入金ください。よろしくお願い申し上げます。 

 

====================== 

★冊子送付のご案内等 

====================== 

 

当協会ではこの春、以下の冊子を刊行し、お送りしました。 

ご活用ください。 

 

○劇場・音楽堂等広報＆コミュニケーションハンドブック 2017 

○劇場・音楽堂等トラブル対応ハンドブック 2017 

○平成 28 年度全国劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会報告書 

○平成 28 年度劇場・音楽堂等スタッフ交流研修事業（海外交流研修）報告書 

 

○平成 28 年度全国劇場・音楽堂等技術職員研修会報告書（4 月下旬発送予定） 

 

http://www.marinax.co.jp/kouticket201702.pdf
https://www.zenkoubun.jp/ticket/index.html
http://zenkoubun.ticketan.net/
https://www.zenkoubun.jp/jinzai/index.html


なお、前年度に行った下記事業の報告書は、 

公文協のウェブサイトに随時掲載いたします。 

 

○地域別劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会報告書 

○地域別劇場・音楽堂等技術職員研修会報告書 

○劇場・音楽堂等スタッフ交流研修会（国内交流研修）報告書 

○劇場・音楽堂等への芸術文化活動支援 支援員の派遣による支援報告書 

 

 

======================================== 

★熊本地震復興支援金（公文協特別寄附金）  

 ～募集終了とご協力の御礼～ 

======================================== 

 

昨年 4月の熊本地震で被災された施設に対し、 

昨年 5月から寄附を募集しておりましたが、 

この 3月 31日で受付を終了させていただきました。 

 

全国の公文協関係者および個人の皆様から 

66件、計 1,487,684円のご寄附をいただきました。 

皆様のご厚志に対し、心より御礼申し上げます。 

 

寄付者一覧 

 URL：https://www.zenkoubun.jp/info/pdf/201704_kumamoto.pdf 

 

第一次募集分の 934,121円は、平成 28年 8月 24日に 

熊本県公立文化施設協議会へお渡ししております。 

第二次・第三次募集の寄附金 553,563円は、 

後日、熊本県公立文化施設協議会にお渡しし、 

被災した地域内の文化芸術活動資金の一部としてご活用いただく予定です。 

 

なお、全国公文協では 

常時、一般寄附金等を受け付けておりますので、 

さらなるご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zenkoubun.jp/info/pdf/201704_kumamoto.pdf
https://www.zenkoubun.jp/info/pdf/201704_kumamoto.pdf
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 【２】 ピックアップ 
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================================================ 

★文化庁 平成 29年度予算の概要が公表されました 

================================================ 

 

4月 10日、平成 29年度文化庁予算の概要が公表されました。 

予算は前年度より約 3億円多い 1,043億円です。 

 

新規事業としては「先進的文化芸術創造拠点形成事業」や、 

「観光拠点形成重点支援事業」等があります。 

 

▼ 詳細は文化庁のウェブサイトをご覧ください ▼ 

URL:http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/yosan/pdf/h29_yosan.pdf 

 

 

===================================================== 

★ニッセイ・バックステージ賞 候補者募集 ＜再掲載＞ 

  （4 月 28 日締切） 

===================================================== 

 

（公財）ニッセイ文化振興財団は、舞台芸術を裏から支え、 

優れた業績を挙げている舞台技術者を顕彰する 

「ニッセイ・バックステージ賞」を運営しており、 

現在、表彰候補者を公募しています。 

 

▼ 御問い合わせは（公財）ニッセイ文化振興財団まで ▼ 

URL： http://www.nissaytheatre.or.jp/outline/pdf/23_bacstage.pdf 

TEL：03-3503-3115 FAX：03-3581-3493 

担当：藤森 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/yosan/pdf/h29_yosan.pdf
http://www.nissaytheatre.or.jp/outline/pdf/23_bacstage.pdf
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 【３】 助成等に関する情報 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 

現在募集中・締切間近の 

助成・活動支援等に関する情報を紹介します。 

締切の近いものについては、再掲載も行っています。 

 

★☆★ 助成情報【 新規掲載 】 ★☆★ 

 

====================== 

★野村財団 音楽部門 

 （5 月 1日締切）  

====================== 

 

若手芸術家の育成および 

芸術文化の国際交流を目的とする活動に助成されます。 

例年より締切が早まっているので、ご注意ください。 

 

▼ 詳細は、野村財団の HPをご覧ください ▼ 

URL: https://www.nomurafoundation.or.jp/category/culture  

 

 

★☆★ 助成情報【 再掲載 】 ★☆★ 

 

======================================= 

★芸術文化振興基金 国内映画祭等の活動 

 （5 月 25日受付開始、5月 31日締切） 

======================================= 

 

日本国内において行われる映画祭や 

日本映画の特色ある上映活動に対して支援されます。 

 

▼ 詳細は、芸術文化振興基金のウェブサイトをご覧ください ▼ 

URL:http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/grant/applicant/download03.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nomurafoundation.or.jp/category/culture
http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/grant/applicant/download03.html
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★★★ 編集後記 ★★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

「全国公文協 情報フォーラム」平成 29年度第 1号（通巻第 68号）を 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

 

今後、「全国公文協 情報フォーラム」で取り上げてほしい内容や、 

「各館だより」で告知したいこと、他館に質問したいこと、 

共有したい情報などがありましたら、ぜひ情報をお寄せください。 

この場が皆様の情報交換の場として活用されることを期待しています。 

 

 

▼ ご意見・ご感想、各種ご連絡・お問い合わせはこちらまで ▼ 

E-mail：bunka-XXX-@zenkoubun.jp 

（※スパムメール防止の為、架空のアドレスを記載しています。-XXX-を削除したアドレスに送信して

ください。) 

 

▼ メルマガ配信のお申込みはこちらから ▼ 

https://www.zenkoubun.jp/magazine/index.html 

 

▼ メルマガ配信先アドレスの変更はこちらから ▼ 

https://zenkoubun.sakura.ne.jp/form/change.html 

 

▼ メルマガの配信停止の手続きはこちらから ▼ 

https://zenkoubun.sakura.ne.jp/form/cancel.html 

 

-------------------------------------------------------- 

◇◇ 公益社団法人 全国公立文化施設協会 ◇◇ 

 

〒104-0061 

東京都中央区銀座 2-10-18 東京都中小企業会館 4階 

TEL： 03-5565-3030 

FAX： 03-5565-3050 

E-mail：bunka-XXX-@zenkoubun.jp 

（※スパムメール防止の為、架空のアドレスを記載しています。-XXX-を削除したアドレスに送信して

ください。) 

URL： https://www.zenkoubun.jp/ 

------------------------------------------------- 
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