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公益財団法人福岡文化財団 

平成 28 年度事業報告 

 

Ⅰ．平成 28 年度事業報告 

 

美術、音楽、演劇等芸術を通して文化の向上を図り、より豊かな地域社会づくりに寄与するこ

とを基本方針に、平成 28 年度の事業計画に基づき、「主催文化事業」、「助成事業」、「美術品管理

事業」を次の通り実施致しました。 

 

 

Ⅱ．事業内容 

 

１．主催文化事業 

（１）NCB 音楽祭～歓喜と喝采・青い地球は誰のもの～ 

年末の福博の町を音楽で活気づけることを目的に、九州交響楽団など地元ゆかりの音楽

家と、一般市民と西日本フィナンシャルホールディングスグループ社員で結成した「NCB

フロイデ合唱団」による演奏会を開催しました。第九の合唱のほか、バレエやダンスな

どバラエティに富んだ演奏会に一般市民を入場無料で招待し、来場者総数は約 1,500 名

でした。 

 ・開催日： 平成 28 年 12 月 14 日（水）18:30～21:00 

 ・会 場： アクロス福岡シンフォニーホール 

・出 演：   指揮/井﨑正浩、演奏/九州交響楽団、合唱/NCB フロイデ合唱団、 

総監督/広渡勲 他 

（２）プロムナード・コンサート 

① 定例コンサート 

福岡ハイドン弦楽四重奏団による定期演奏会を以下の通り、入場無料で開催し、 

平成 29 年 3 月の演奏会で 375 回となりました。 

・開催時期： 毎月１回（年間12回）12:00～13:00 

・開催場所： 西日本シティ銀行本店1階エントランスホール 

 

② 30 周年記念特別演奏会「クァルテットの夕べ」 

プロムナードコンサート 30 周年を記念して、特別ゲストに「ダンテ・クァルテット（英 

国）」と福岡出身のピアニスト坂本彩氏を迎えて特別演奏会を入場無料で開催しました。

来場者は約 300 名でした。 

・開催日： 平成28年11月22日（火）18:30～21:00 

・会 場： あいれふホール  

・出 演： 福岡ハイドン弦楽四重奏団、ダンテ・クァルテット、坂本彩 
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（３）ブラスアンサンブル・フェスティバル～吹奏楽の息吹～ 

吹奏楽の魅力を一般にも広く伝えることを目的に、吹奏楽を志す小学校から社会人まで

幅広い年代の吹奏楽団の演奏会を入場無料で開催しました。来場者数は約 400名でした。 

 ・開催日： 平成 28 年 10 月 23 日（日）13:00～15:00 

 ・会 場： JR 九州ホール 

・出 演：  志免南小学校吹奏楽部、姪浜中学校吹奏楽部、 

中村学園女子高等学校吹奏楽部、修猷館高等学校吹奏楽部、 

九州大学吹奏楽団、JR 九州吹奏楽団（合計 6団体） 

  

（４）日本の神様と舞い踊ろう～地域に根付く神楽と神舞～ 

日本伝統芸能に気軽に触れる機会を一般に広く提供し、日本の伝統文化の裾野を広げる

ことを目的に、地域に根付いた「神舞」や「神楽」を紹介する舞台公演を入場無料で実

施しました。来場者数は約 400 名でした。 

・開催日： 平成 28 年 11 月 3 日（木・祝）14:00～16:00 

・会 場： 大濠公園能楽堂 

・出 演： 香椎宮雅楽保存会、髙木神社夜神楽保存会 

福井神楽保存会、山家岩戸神楽保存会、綾杉太鼓（合計 5 団体） 

  ・司 会： 神田紅 

 

（５）ふるさとルネッサンス・博多のことば塾 

方言を自在に使いこなすことにより、家庭、学校、地域におけるコミュニケーション力

の向上を図り地域活性化の一助とすることを目的に、地域に継承されている伝統文化

「博多にわか」を通して博多の方言を学ぶ「博多のことば塾」を開催しました。 

① 基調講演・パネルディスカッション 

・内 容： 「博多弁」のルーツや成り立ちについての基調講演の後、「博多弁」に

精通した方々によるパネルディスカッションを開催しました。 

・日 時： 平成 29 年 2 月 26 日（日）13:30～15:30 

・会 場： 櫛田会館（櫛田神社内） 

   ・入場者： 約 100 名 

  ・講 演： 二階堂整（福岡女学院大学教授）  

・パネリスト： 岡部定一郎（博多仁和加振興会会長）、田中崇和（黒田奨学会理事）、 

石松政浩（大野東小学校校長）、田中菜穂子（福岡教育大学附属福岡小

学校教諭）、中山陽子（博多ごりょんさん・女性の会） 

② 親子にわか塾 

・内 容： 博多仁和加振興会より講師を招いて、公募による小・中学生に、博多

にわかの作り方やにわかの基本演技などの講義をしました。 

・日 時： 平成 29 年 3 月 5日、12 日、19 日（日）13:00～15:00 

   ・会 場： エルガーラホール多目的ホール 

    ・参加者： 15 組 約 30 名 
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③ こども博多仁和加発表会 

・内 容： 親子にわか塾に参加した小・中学生と、博多仁和加振興会による博多

仁和加の発表会を開催しました。 

・日 時： 平成 29 年 3 月 26 日（日）13:30～15:30 

  ・会 場： 櫛田神社 恵比寿会館 

・入場者： 約100名 

 

２．助成事業 

支援・助成規程に基づき、福岡県内で文化事業を開催する諸団体に対し、公募により

申請された案件につき、１件当たり 30 万円を限度に助成先を選定し、23 件の応募に

対し、17 件の助成を行いました。（※詳細別紙） 

 

３．美術品管理事業 

企業所有の美術品について、収蔵、展示、修復の提案及び立会等の管理業務を行いま

した。 

 

 

Ⅲ．平成 28 年度事業の附属明細書 

 

記載すべき事項はありません。 



事業名 申請団体名

1
｢ある女工記｣葉山嘉樹小説映画化プロジェ
クト～ポストプロダクションと上映活動～

映画｢淫売婦(仮)｣製作委員会 H28.3.1 ～ H29.3.1

2
福岡市総合図書館　映像ホール・シネラ上
映企画事業

福岡市総合図書館映像ホール・シ
ネラ実行委員会

H28.4.1 ～ H29.3.31

3 第72回福岡県美術展覧会 福岡県美術展覧会実行委員会 H28.4.1 ～ H29.3.25

4 2016アジアデジタルアート大賞展
アジアデジタルアート大賞展実行
委員会

H28.4.1 ～ H29.3.31

5 石炭の時代展 公益財団法人直方文化青少年協会 H28.4.5 ～ H28.6.19

6 BareHands in FUKUOKA（仮） LIFESTYLES展実行委員会 H28.4.22 ～ H28.5.31

7 ヘンシェル・クワルテット演奏会 クワルテット・フォーラム福岡 H28.5.9

8 ゴジラ展（福岡市美術館） 株式会社西日本新聞社 H28.7.15 ～ H28.8.31

9 東山魁夷展（九州国立博物館） 株式会社西日本新聞社 H28.7.16 ～ H28.8.28

10
平成28年度自主企画展「釣道楽の世界―多
彩なる水の趣味文化」展

福岡市博物館 H28.9.17 ～ H28.11.6

11 トヨダヒトシ　スライド上映会 専門学校　九州ビジュアルアーツ H28.10.7 ～ H28.10.8

12
ビアトリクス・ポター生誕150周年「ピー
ターラビット展」

｢ピーターラビット展」福岡会場
実行委員会

H28.10.28 ～ H29.12.11

13 石川九楊講演会 門司港美術工芸研究所 H28.11.26 ～ H29.2.19

14 レクイエム in 北九州2016 北九州モーツァルトの会 H28.12.4 ～

15
太宰府市文化スポーツ振興財団文化スポー
ツ振興事業「史跡のまちの“生”歴史ドラ
マ」

公益財団法人太宰府市文化スポー
ツ振興財団

H29.2.5 ～

16
オーケストラ！バレンタインコンサート
2017 in 飯塚

筑豊フィルハーモニー管弦楽団 H29.2.12 ～

17
舞台芸術フェスティバル「福岡きびる舞台
芸術祭」

特定非営利活動法人ｱｰﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｾ
ﾝﾀｰ福岡

H29.2.16 ～ H29.2.26

開催期間

平成28度　助成事業一覧

別紙


