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公益財団法人藤井寺市地域サービス公社

令和２年度

事業計画

令和２年度の公益財団法人藤井寺市地域サービス公社の事業計画は次に定めるところによる。
1.基本方針
藤井寺市において地域住民に芸術文化の振興を図る事業とそれらを担う人材を育成する事業
を主体として、藤井寺市独自の創造的で魅力あふれる地域社会の実現に寄与していきます。
令和２年度は指定管理期間５年の最終年で令和３年からの新たな指定管理者応募への重要な
年となります。適切な施設管理の実現のため過去４年間同様、利用者サービスの向上、安全安
心な施設管理、来館者並びに事業収益の拡大はもちろんのこと、次期指定管理者として指名さ
れるよう４年間の実績での問題点、課題等を改善し当公社の魅力をアピールしていきます。
2.事業内容
この目的を達成するために、次の事業を行う。
1）市民の文化・教養に関する事業
①鑑賞機会提供事業（広範な市民が芸術文化に触れ、享受する機会を提供する）
多くの市民が芸術文化にふれる機会を持つことができるよう、あらゆる世代の方が芸術文
化にふれ、楽しめる鑑賞機会を提供します。

事業名
クラシックコンサート

会場

内容

小ホール

ピアノ、クラリネット、フルートによるスプリングコンサ
ートとオペラコンサート（出演者未定）を予定
■スプリングコンサート（5/23）
■オペラコンサート（日程、出演者未定）
※全て主催

出張コンサート

市役所

アウトリーチ事業の一環として、生の音楽・演奏に触れて

病 院

いただく出張ミニコンサート

図書館

■病院（7/4）

■図書館（11 月）

■市役所（10/22・12 月）
※全て主催
南河内 JAZZ フェスティバル

中ホール

河内地区文化会館 6 館で 8～10 月にかけてジャズコンサー
トを開催。藤井寺公演は昭和歌謡とスタンダードナンバー
による公演を予定
出演は宮 詠子、尾崎 薫、深澤 学、箕作 元総、渡辺 隆
落合 智子ほか（8/22・共催）

よしもとお笑いライブ

大ホール

『爆笑よしもと藤井寺お笑いまつり』を予定。出演者未定
（1 回目 5/10、2 回目 日程未定・共催）

演歌歌手コンサート

大ホール

日程、出演者未定（年 1 回／共催）

MBS DANCE

大ホール

関西を代表するコレオグラファー（振付師）20 組による

GRANDE

ダンスショー。MBS のバックアップのもと、地上波でダイ
ジェスト版を 2 回放送予定
（10/18・共催）
Jazzin’

大ホール

ジャズダンスのコレオグラファーをフィーチャーしたダ
ンスショー（2/28・共催）

古典芸能鑑賞会

小ホール

古典芸能を身近に鑑賞できる公演を予定。
今年度は『女道楽』と『落語』を予定（日程未定／主催）

大阪交響楽団無料公開

大ホール

リハーサル

大阪交響楽団のコンサートリハーサルを無料公開
（6/10・共催）

②市民参画型事業（地域文化の担い手を発掘し、市民参加により芸術文化を振興する）
市民の芸術文化活動を推進・普及するために、市民が自ら企画・実施や表現する機会を提
供する事業を実施します。
事業名
うたごえ倶楽部

会場

内容

小ホール

講師 喜多光三氏によるアコーディオンとピアノ演奏で昭
和歌謡から童謡、唱歌など、それぞれの曲の作曲家や作詞
家、時代背景の解説を交えながら参加者と一緒に唄う
（年 12 回・主催）

パープル・社協フェスタ 2020

小ホール

公社、社会福祉協議会、イベントサークルクローバーの 3

中ホール

団体による共催事業。シルバー人材センター、藤井寺薬剤

ギャラリー

師会、日赤、ボランティアグループなど地元団体の協賛、

他

協力を得て、
『遊ぶ』
（縁日や昔ながらのおもちゃ作り等）・
『食べる』
（喫茶やパン、お菓子等）
・
『見る』
（落語やダン
ス、コンサート等）・『知る』
（手話や点訳体験、災害食の
炊き出し等）をテーマにパープルホールを世代間交流の場
として、地域社会の成長の一助となるべく開催
（6/14・共催）

ふじいでら文化ふれあい

大ホール

「みんなで創るミュージアム」として、市民や文化サーク

まつり

小ホール

ルなどから絵画・書道・手芸・写真など幅広い芸術作品を

ギャラリー

募集し展示と同時にギャラリーコンサートを行い、ホール
イベントでは市民によるダンス・軽音楽の発表会を開催
（10/31～11/3・企画協力)

出前寄席

高齢者施設

当公社主催で開講した落語教室受講者によって結成され

地区会館等

た「我楽多亭」による出張落語会（年 50 回/共催）

交流寄席

小ホール

富田林市（富福亭）
・大阪狭山市（さやま落語会）
・藤井寺
市（我楽多亭）それぞれの地域で結成された素人落語サー
クルの無料の落語公演（4/18・公益財団法人富田林市文化
振興事業団との共催）

③人材育成・教育普及型事業（地域に根ざした芸術文化を継承し育成する）
市民一人一人の芸術文化的素養の育成や技能向上、幅広い教育普及を目的とするイベント・
講座・セミナーを実施します。
事業名
クリスマスコンサート

会場

内容

大ホール

地元の音楽文化の発展及び人材の育成を目指し、藤井寺市
内を活動拠点とする市民音楽団をはじめ、市内中学校吹奏
楽部や少年少女合唱団の合同コンサート（12/20・主催）

ピースメッセージ平和展

小ホール

藤井寺市と藤井寺市人権のまちづくり協会との共催で、児
童や若い世代から戦争を体験した世代の方にも戦争や平
和について考える機会として、映画やイベント等を実施
（8/7~8・共催）

大阪府高等学校芸術文化祭

大ホール

大阪府下の高校の芸術系クラブの文化祭を大阪府下のホ

(軽音楽部門)～ウィンターフ

ールで開催。その一貫として軽音楽部門を当館で実施

ェスティバル～

（12/26・共催）

近畿選抜高校軽音フェスタ

大ホール

in 藤井寺

軽音楽連盟大阪に所属する高校から選抜された軽音楽部
のライブ演奏。奈良、滋賀、京都、兵庫、和歌山から各１
校、ゲストとして出演あり（3/28・共催）

高校ストリートダンス選手権

大ホール

2021

高校のストリートダンスクラブ部員を対象としたダンス
大会。近畿地区だけでなく、東海、九州からも参加校あり
（予選 12/27・1/17・3/2 決勝 R3 年 4/25・共催）

高校バトル選手権

大ホール

高校ダンス部・同好会限定フリースタイルバトル、近畿地

HIGH SCHOOL ALL

区以外からも参加校のあるダンスバトルを開催

STYLE

（日程未定・共催）

CREW BATTLE

全日本高等学校チームダンス

大ホール

選手権

高校ダンス部の顧問で結成された一般社団法人全日本高
等学校ダンス連盟主催によるダンス大会の関西予選を昨
年に引き続き開催。スポーツ庁、各種メディアが後援とな
り東北、関東、中部、九州でも予選が開催され９月北九州
で決勝大会が開催される（7/24～25・共催）

中学ストリートダンス選手権

大ホール

現在共催事業として開催している高校ストリートダンス
選手権の中学生版（7/26・共催）

THE UNITY

大ホール

8 名以上の大人数チーム限定のダンスコンテスト
（9/20・共催）

ブレイクダンスコンテスト

小ホール

小ホールの特性である木製の床材（フローリング）を活か

（フルスロットル・

したブレイクダンスコンテストを各種開催

SUNSHINE JAM ほか）

（日程未定・共催）

④体験型事業（若い世代やファミリー層を対象とした文化に対する教養を深める）
市民の文化に対する考え方や日常生活に役立つ実用的な技術・知識を身につけていただく
講座から、モノ作りや楽器に触れて文化的に、また健康維持増進に取り組んでいただく講
座など、各種体験型事業を実施します。
事業名
トールペイント教室

会場

内容

会議室

木・ブリキ・ガラス・陶器・布などのあらゆる素材に絵を
描く講座（年 10 回）

緑化フェスティバル

市役所・

木・ブリキ・ガラス・陶器・布などのあらゆる素材に絵を

トールペイント体験教室

市民広場

描く講座（年１回）

木目込み人形教室

会議室

木目込み人形を作る講座（年 2 回）

はじめての絵手紙教室

会議室

ハガキに季節の果物や花などを描く講座（年 11 回）

やすらぎヨーガ教室

ギャラリー

初心者向けヨーガ教室（2 教室／年 44 回）

フラダンス教室

会議室

初心者向けハワイアンフラダンス教室（年 22 回）

ゆる体操初級教室

会議室

中高年層を対象とした簡単に覚えられるやさしい体操教
室（年 22 回）

押絵教室

会議室

干支などの季節にまつわる押絵を作る講座（年 2 回）

ウクレレ教室

会議室

初心者向けウクレレ教室及び中級者向けステップアップ
教室（2 教室／年 44 回）

ドレミファきっず

会議室

1 歳半～3 歳半程度の幼児と保護者を対象にしたリトミッ
ク教室（2 教室／年 22 回）

キッズクッキング

料理教室

地域の人の繋がりや活性化にもつながる地元の洋菓子店
などから料理人を講師として招き、小学生と保護者を対象
とした料理教室（年 3 回）

キッズ舞踊教室
夏休みキッズワークショップ

和室
ギャラリー

小、中学生を対象とした舞踊教室（年 24 回）
小学生を対象とした絵手紙、トールペイント、書道など
様々なモノ作りワークショップ（年 1 回）

大人のピアノ教室
大ホールフルコン体験

音楽教室他
大ホール

大人の初心者向けピアノ教室。新規講座(年 8 回）
大ホールのステージでフルコンサートピアノを演奏でき
る体験教室（年 4 回）

⑤基盤整備事業(地域で活躍する担い手を支え、市民による幅広い芸術文化活動を促進する）
市内の芸術文化活動を推進するための基盤を整えることを目的とし、ハード・ソフト両面
において各種事業を実施します。
ア）社会見学・職場体験
市内及び近隣市が実施している職業体験の受け入れや会館施設の見学
イ）印刷物やホームページなどの媒体による芸術文化の情報発信
広報紙、市内広報板、ホームページや地域ミニコミ誌を活用して、
催事情報や芸術文化情報を定期的に発信
ウ）芸術文化活動支援・場の提供
2）藤井寺市が設置する施設の管理運営等に関する事業
公の施設の指定、受託管理者として、市条例・同施行規則・協定書等を遵守し、
施設の効果的・効率的な管理運営に努めます。利用者に対して安全で快適な環境を
提供するため、これまで培ってきたノウハウを活かし適切な維持管理に努めます。
①指定管理事業
ア）市民総合会館施設貸与事業
イ）市立藤井寺駅南駐輪・駐車場管理事業
②受託事業
ア）移動自転車等保管所管理業務
イ）市立福祉会館管理業務
③チケット販売
会館で行われるイベント（貸館のイベント）のチケット販売を受託します。
④印刷サービス
印刷機による大部数の印刷を受託します。
⑤ＦＡＸサービス
ＦＡＸによる送受信サービスを受託します。
⑥レンタルサイクルサービス
藤井寺駅南駐輪・駐車場において、自転車の貸し出しを実施します。
3）その他当公社の公益目的を達成するために必要な事業

