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基 本 方 針 

当法人は、長年にわたり公共施設等の管理運営を中心に事業を実施してまいりましたが、指

定管理者制度の導入や公益法人制度改革など、当法人を取り巻く環境が大きく変化する中、平

成２５年４月１日から、新たに「公益財団法人 越前市文化振興・施設管理事業団」として再

スタートいたしました。 

 これまで積み重ねてきた施設管理に関する豊富な経験とノウハウを活かし、公益法人として

管理責任を果たし、市民福祉の増進や市民サービスの向上に寄与していくことが求められてお

ります。今後とも、利用者ニーズを十分把握しながら、利用者の視点に立った施設の管理運営

に努めるとともに、主体性や独自性のある事業の積極的な展開を図ってまいります。また、費

用対効果を意識しながら受託施設の効率的な運営を図るとともに、自主財源の確保に努め、強

固な経営基盤を構築し、健全な法人運営を目指してまいります。 

 特に、平成３０年度に刷新した事業方針に基づき、「誇れる歴史、芸術文化の継承と創造」を

目標に、地域に密着した個性ある芸術文化の情報発信の拠点づくりを進めてまいります。 

 さて、当法人の事業は、「芸術文化振興事業」「自然体験活動・環境学習事業」及び「市民ス

ポーツ振興事業」の公益目的事業と、「公益目的以外の施設貸与等事業」の収益事業に大別さ

れ、市民の豊かな感性と心身の健全な育成を図るとともに、施設利用者へのサービス向上等を

目的としております。 

まず、「芸術文化振興事業」については、文化センターやいまだて芸術館、ふるさとギャラリ

ー叔羅の３施設を拠点に、優れた芸術文化に接する機会の提供や地域性を生かした文化の振興、

市民の芸術文化活動の支援等に努め、人々に感動を与えることができる事業と次世代を担う人

材育成を進めてまいります。 

次に、「自然体験活動・環境学習事業」については、八ツ杉森林学習センターにおいて、幼児

から高齢者までの年齢層に応じた様々な体験・参加型イベントや事業を企画・実施し、森林資

源の重要性や自然環境の保全意識等の周知啓発を図るとともに、児童や青少年の健全な育成及

び林業の活性化に寄与してまいります。 

次に、「市民スポーツ振興事業」については、武生東運動公園スポーツ施設、白崎公園室内ゲ

ートボール場、瓜生水と緑公園体育館の管理を行う中で、各種競技団体との連携、各種競技会

等の共催を進め、心身共に健康で豊かな暮らしの実現を目指してまいります。 

一方、「公益目的以外の施設貸与等事業」については、労働福祉会館の施設管理事業があり、

効率的な管理運営を図るとともに、利用者サービスの向上に努めてまいります。 

令和２年度は８の公共施設（別表３）の管理運営を中心に事業を実施いたしますが、健全で

自立した法人運営を目指すためには、職員の人材育成が重要であります。職員研修会の開催や

講習会への積極的な参加等により能力向上や意識改革を進め、利用者の視点に立ったホスピタ

リティの向上を図るとともに、地域や各種活動の活性化に貢献してまいります。また、危機管

理の充実や透明性のある法人運営に努めてまいります。 
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令和２年度 事 業 計 画 

Ⅰ 芸術文化振興事業 

（越前市文化センター・越前市いまだて芸術館 ・越前市ふるさとギャラリー叔羅） 

    基本方針に基づき、事業推進・経営改善を図る。周辺環境が変化していく中、初心に立ち返り

安全で安心して利用できる施設を目指すとともに、文化施設３館はもとより、近隣の施設及び地

域と連携し、芸術文化の振興と次世代を担う人材育成に努める。（別表 1） 

 

１． 自主文化事業 

＜Ａ 鑑賞型事業＞ 

（1） 鑑賞する機会の確保 

あらゆる年代の人が、さまざまなジャンルを楽しむことができる優れた舞台芸術及び 

地元ゆかりの企画展など鑑賞の機会を提供し、地域芸術文化の振興に寄与する。 

また、次世代を担う児童生徒を対象に、感性を誘発する事業(中学校団地鑑賞等)を継 

続的に開催する。 

（2） 越の都ホール友の会 

芸術文化への理解と豊かな感性を養い、芸術文化の向上に寄与することを目的に、会 

員サービスの向上に努め、会員拡大に取り組む。 

（3） 文化情報の発信 

文化施設３館の事業をはじめ、市の芸術文化に関する情報を催し物案内で年２回発行

するほか、ホームページやフェイスブック、インスタグラム等を活用し、積極的な情報の発信

に努める。 

   また、地元で活躍する団体、個人及び市民主体の事業の紹介など越前市の文化の魅力 

をより親しみが持てるような機関紙を発行する。 

 

＜Ｂ 参加育成型事業＞ 

（1） アウトリーチ及び連携事業の実施 

        地元で活躍するアーティストによる、学校、児童館、福祉施設及び企業等での出前公演

や、飲食店等との連携による演奏会を実施し、市民がより身近に芸術文化に触れる機会を

提供する。 

       また、武生国際音楽祭と連携し、市内小中学校でプロのアーティストの公演を実施する。 

（2） カルチャー教室の実施 

芸術文化に親しむ環境を醸成するために、市民ニーズや地域性にあったカルチャー教 

室を開催し、文化教養の向上と利用拡大に寄与する。 

（3） 青少年育成事業の実施 

       越前市文化センタージュニア合唱団「こうのとり」の活動充実を図り、子どもたちに音楽の 

素晴らしさを伝え、合唱の底辺拡大及び青少年の育成に努める。 

        また、オープンホワイエプロジェクト（ホワイエを利用した楽器の体験やミニコンサート）等
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を実施し、乳幼児期から自然に音楽に触れられる機会の提供（文化センター）や学校等の

地域の関連団体と連携し実施する子どもフェスティバル（いまだて芸術館）及び子どもたちが

日本の文化に親しむ場として子ども茶道教室（ギャラリー叔羅）等を開催する。 

       さらに、地元ゆかりのアーティストとの連携・協働で子どもたちに夢を持ってもらえるコンサ

ート、展示会等を開催し、市民の文化活動の発掘と育成に努める。 

（4） 講習会、ワークショップ等の実施 

音楽や演劇等のワークショップ、舞台関係の実技教室を開催し、文化活動団体等の技術 

力向上及び施設の活性化、質の向上に繋げるとともに、次世代の芸術文化の担い手育成 

に努める。 

       また、ふるさとギャラリー叔羅において展示方法や周知について、当法人の学芸員が助 

言、協力し地域文化団体等の育成に努める。 

 

２．芸術文化活動支援事業 

（1） 事務局支援事業 

 武生国際音楽祭や源氏物語アカデミー、万葉の里・恋のうた募集事業の３事業の事務局 

として市民主体の活動を積極的に支援することにより、越前市の芸術文化・歴史文化の振興 

に寄与する。 

（2） 連携・協力事業 

        市文化協議会や市民音楽祭実行委員会、子どもミュージカル等、市民団体が企画実施す 

る芸術文化活動に積極的に参画し、市民主体の活動の継続拡大を目指すとともに、国際交 

流協会等と連携し、多文化共生の推進に努める。 

また、地域に根ざした伝統文化や行事等を継承発展させるため、実行委員会等に積極的

に参画し、協力する。 

        さらに、当法人が管理運営する八ツ杉森林学習センター等の施設と連携した事業を実施

する。 

 

３． 芸術文化拠点施設の運営事業 

（1） 利用者ニーズの把握 

 アンケート及び窓口やメール等の意見を把握し、施設の管理運営に活用することで利用

者の満足度向上に努める。  

また、施設の効率的、効果的な管理運営の向上に努めるとともに、技術サポート等支援

及び助言を行うなど、気軽に相談できる環境づくりに努める。 

（2） 利用者会議の開催 

 文化施設３館の利用者との懇談会を利用施設毎に行い、問題点や要望等を聞き取り、市

と協議しながら安全・安心・快適な施設運営に努める。 

（3） 利用者サービスの向上 

 職員の接遇能力の向上を図り、適切な対応ため日々の打ち合わせ等で意識の向上と情

報共有に努める。 
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また、ホール運営や事業の広報協力、アウトリーチコンサート出演等の協力サポートスタッ

フ（ボランティアスタッフ）の育成支援の充実を図り、市民が集いやすいコミュニティづくりに

努める。  

（4） 緊急時における職員の対応の徹底 

避難訓練コンサートを開催し、施設の利用者や演奏者等の協力を得て、職員、サポート 

      スタッフ、利用者等の非常時における避難誘導及び現場対応方法のスキルアップを図る。 

（5） 安全で安心できる施設管理 

         利用者が「安心・安全・快適」に利用できるよう各施設の点検や、防災・防犯訓練等を定期 

的に実施する。 

（6） 駐車場対策 

     近隣施設と利用状況を共有し、利用者の方に公共交通機関の利用促進と相乗りを依頼 

し、混雑や渋滞の緩和を図るとともに、近隣施設に臨時駐車場としての利用協力を要請す 

る。 

 

Ⅱ 自然体験活動・環境学習事業（越前市八ッ杉森林学習センター） 

人と森林のかかわりに関する自然体験活動、環境学習事業を実施し、自然環境の重要性

の啓発や児童・青少年の健全な育成を目指すとともに、林業の活性化に向けた事業を実施、

推進します。（別表 2） 

 

１．自然体験活動・環境学習事業の実施 

人と自然との関わりを基本に、幼児から高齢者までの年齢層に応じた体験・参加型の事

業を実施するなど、森林資源を活かしたより効果的な環境学習事業を展開するほか、親子

で自然に親しむことのできるレクレーション的利用の促進も図る。 

２．林業の活性化等に関する事業の実施 

林業の後継者育成に向け、行政や林業関係者、里山保全に関わる団体等と連携して「林

業実践塾」を開催するなど、森林資源活用を目的とした研修等を実施する。 

３．利用促進に向けたＰＲ事業等の実施 

冬季施設閉鎖期間中の１月中旬～３月上旬に、「木に触れる工作体験」の出張講座を開

催するとともに、ショッピングセンターなどでの利用促進に向けたＰＲ事業や公共施設を

活用した各種展示会等を開催する。 

４．施設管理運営事業 

   幅広い利用者確保のため、利用者の利用工程・体験プログラムの提案・相談に積極的に

応じ、利用者へのサービス向上に努めるとともに、他の体験学習施設（もやいの郷・農楽

園、エコビレッジ交流センター等）と連携協力を行う。また、地元や森林組合等との連携

により、通路整備や下草刈り等の環境整備を行う。 
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Ⅲ 市民スポーツ振興事業（各スポーツ施設） 

  スポーツ等を通じて、市民の心身共に健康で豊かな暮らしの実現を目指す。 

 

１．講習会事業（自主事業） 

   自主事業として、スポーツ施設利用団体に対し救急救命措置の重要性の理解を図るた

め、「AED を使った普通救命講習会」や「救急手当講習会」等を実施する。 

 

２．スポーツ大会事業（共催事業） 

（１）越前市ソフトボール協会との共催事業（東運動公園ソフトボール場） 

    越前市長杯争奪ソフトボール大会、県民ソフトボール予選、 

    協会長旗争奪ソフトボール大会、市民ソフトボール大会他 

 （２）越前市ジュニア陸上競技協会との共催事業（東運動公園陸上競技場） 

    ジュニア陸上育成講習会 

（３）越前市ゲートボール協会との共催事業（白崎公園室内ゲートボール場） 

市民親睦ゲートボール大会 （協力：越前市シルバー人材センター 越前市ゲートボ

ール協会）     

 

３．利用促進・管理運営事業 

（１）市や実行委員会との連携や協力体制の充実を図るとともに、市や実行委員会が実施す

るソフトボール会場の整備や競技力向上に対して、積極的に支援・協力を行う。 

 ＜開催日程＞ 

  ソフトボール場 

   ・福井県高等学校春季大会ソフトボール競技 

５月３０日（土）～５月３１日（日） 

   ・第 66 回前全日本総合男子ソフトボール選手権大会 

      ９月１９日（土）～９月２１日（月） 

   ・福井県高等学校新人戦ソフトボール競技（男女） 

      １０月２４日（土）～１０月２５日（日） 

   陸上競技場 

   ・第 55 回福井県スポーツ少年大会 

      ９月６日（日） 

（２）市及び市スポーツ協会等の関係団体と共に「施設利用調整会議」を開催する中で、公

的行事を含め年間の利用計画と運営を協議し、公平・公正な施設の利用を行う。 

（３）体育施設の運営に必要とする適切な見識と知識・技能を習得した「上級体育施設管理

士」を事務局に配置し、必要に応じて指導や支援を行い、利用満足度の向上による利用

促進を目指す。 

（４）市民が「安心・安全・快適」に利用できるよう各施設の定期点検や修繕等に努め、よ

り快適な活動拠点としての環境整備の充実を図る。 
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Ⅳ 公益目的以外の施設貸与等事業 

（越前市労働福祉会館） 

 

市内の公益目的以外の施設の円滑な管理運営を行う。 

（１）施設の維持管理費用の削減を図り、施設の効率的・効果的な管理運営に努める。 

（２）施設の安全管理を徹底し、事故防止に細心の注意を払う。また、市と施設の改修・修 

繕計画を協議しながら、施設利用者の安全・安心の確保に努める。 

 

Ⅴ その他 

＜情報発信及び収集＞ 

①当法人が行う事業の詳細等については、事業団ホームページを中心に、市広報紙、 

チラシ・ポスター、各マスメディア等を通じ情報発信する。また、当法人の事業報告 

や決算状況等をホームページ上で公開し、透明で開かれた法人運営を目指す。 

   ②当法人が管理運営する施設の問題点や改善点を把握するため、アンケート等の実施や 

利用者会議を開催し、利用者の視点に立った施設運営を目指す。 

 

＜指定管理者制度への取り組み＞ 

  令和２年度で終期を迎える、八ツ杉森林学習センターについては、今までの取り組み

の経緯や当法人の財政状況、他団体の動向等を総合的に勘案し、申請に対する取り組みを行

う。 

 

 

令和２年３月２５日提出 

公益財団法人越前市文化振興・施設管理事業団 

理事長  川 﨑  則 子 
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Ⅰ　越前市文化センター

【自主文化事業】

☆鑑賞型事業

会　場

会　場

見えない監督の映画に、あなたは何を”

観る”か？生まれながらの全盲者の映画

制作を追うドキュメンタリー上映と田中み

ゆき氏トークを開催する

青少年の育成及び合唱の底辺拡大、充

実を図る。　６期生募集

アウトリーチ事業 年２０回 各会場
市内の児童館、小中学校、福祉施設等

での出前公演を実施する。

オープン ホワイエ プロジェクト 年数回 ホワイエ
大ホールホワイエを活用した、楽器にふ

れる体験やミニコンサートを実施する

８月頃
越前市出身または在住で活躍する芸術

文化関係者を応援するプロジェクトふるさとアーティストプロジェクト
おかえり

大ホール

備　　考

中学校団体鑑賞　
５月７日（木）

大ホール

市内の全中学校の１、２年生を対象に行

う。舞台芸術に親しむ環境と習慣を普及

させ、青少年の豊かな創造力と感性を育

成する事を目的とする。
劇団うりんこ「罪と罰」

10:00/13:30 公演

　２月１１日（木・祝）

小ホール
初回より36年以上にわたり年2回開催し

ている好評の米朝一門による寄席「上方落語会」 14:00 開演

映画上映会 １０月３日（土）
大ホール

映画館まで足を運べない市民に話題に

なった作品を提供する。           「未定」 10:00/14:00/19:00上映

ファンキー加藤コンサート 大ホール
プロモーターと連携し若年層に人気のあ

るアーティストの公演を実施する。

第１部 春風亭小朝の司会進行で小原孝

及びおしゃべり音楽館ポップスオーケス

トラの演奏会　 第２部 小原孝、島田歌穂

及びオーケストラ、地元合唱団の共演
～想い出のスクリーンミュージック～

14:00 開演

第74回文化センター寄席

　　　　　　　　　　　　コンサート 開演時間未定

　１２月５日（土）

開演時間未定

東京スカパラダイスオーケストラ 　２月２３日（火・祝）

大ホール

「宝くじおしゃべり音楽館」
３月１３日（土）

　　　　　　　令和２年度   　芸 術 文 化 振 興 事 業 計 画　　　（別表１）

事　　業　　名 実 施 日 時 備　　考

４月８日（水）
大ホール

演目:正札附根元草摺、　義経千本桜

木の実・小金吾討死・すし屋

出演:片岡仁左衛門、片岡孝太郎、市川

男女蔵、中村壱太郎ほか14:00 開演
松竹大歌舞伎公演

第73回文化センター寄席 ７月１９日（日）
小ホール

初回より36年以上にわたり年2回開催し

ている好評の米朝一門による寄席「上方落語会」 14:00 開演

映画上映会
　　５月３０日（土）

大ホール
映画館まで足を運べない市民に、話題

になった作品を提供する。文部科学省

特別選定作品「人生をしまう時間（とき）」 10:00/14:00/19:00上映

プロモーターと連携し若年層に人気のあ

るアーティストのを実施する。

大ホール

文化センタージュニア合唱団
「こうのとり」

４回（土）/月　通年 練習室

映画上映会とプロデューサートーク
「ナイトクルージング」と田中みゆき氏トーク

６月６日（土）

13:00/18:00 公演

小ホール

☆参加育成型事業

事　　業　　名 実 施 日 時
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会　場

☆連携事業

会　場

☆友の会事業

会　場

【芸術文化活動支援事業】

☆事務局支援事業

会　場

☆連携・協力事業

会　場

大ホール他

管理棟等

―
飲食店等と連携して、親しみやすい公演

を実施する。

事　　業　　名 実 施 日 時 備　　考

避難訓練コンサート １月頃 大ホール
利用者、来場者参加型の訓練を実施す

る。

実 施 日 時

マンドリン教室 ２回（水）/月　通年 練習室

練習室の空き日を利用して、両教室
を開催し、より多くの芸術文化に接す
る機会を提供する。

モーニングヨガ教室 ４回（火）/月　通年 研修室

ナイトヨガ教室 ４回（火）/月　通年 研修室

事　　業　　名 実 施 日 時 備　　考

ティー（ランチ）タイムコンサート 随　時

事　　業　　名 実 施 日 時 備　　考

マンドリン演奏会
６月２７日（土）

ホワイエ 友の会会員無料招待公演を実施する。

14:00 開演

備　　考

武生国際音楽祭２０２０
　　９月　６日（日）

大ホール他

市民の高い文化意識の中から生まれ、

全国に発信しているこれらの事業の事務

局として積極的な支援に努める。

　　　～１３日（日）

第３３回源氏物語アカデミー
　１０月２３日（金）

市内ホテル他

　　　～２５日（日）

第２３回万葉の里短歌募集事業 募集期間

　「あなたを想う恋のうた」 ７月～１０月３１日

事　　業　　名

第２９回越前市民音楽祭 ９月２０日（日） 大ホール 越前市民音楽祭実行委員会

事　　業　　名 実 施 日 時 備　　考

第1５回　幼小中学生体験学習　ふれてみよう越前の文化

７月２５日（土） あそぼう・まなぼう実行委員会
　「あそぼう・まなぼう」

第１９回たけのっ子劇場
１２月２０日（日） 大ホール たけのっ子劇場

　　   こどもミュージカル公演

たけふ菊人形 　１０月９日（金）
大ホール たけふ菊人形まつり実行委員会

　　ＯＳＫ公演 　～１１月８日（日）
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Ⅱ　越前市いまだて芸術館

【自主文化事業】

☆鑑賞型事業

会　場

会　場

会　場

【芸術文化活動支援事業】

☆連携・協力事業

会　場

　文化庁優秀映画鑑賞推進事業
ホール

国立映画アーカイブ所蔵の日本映画

の中から、映画史を代表する作品や

多くの国民から好評を得た作品を上

映。
　「懐かしの日本映画」

 19:00 開演

　いまだて映画祭（仮）
７月８日（水）

ホール
地元が舞台となった作品ほか、東京

国際映画祭で話題となった若手映画

監督の作品を上映。～１０日（金）

１０～１１月頃

　春風亭小朝・林家たい平
ホール

実力・人気とともに落語会のエース

的存在の春風亭小朝と、「笑点」で

おなじみ、林家たい平による落語二

人会。  落　語　二　人　会
 ３月２８日（日）

 ３月７日(日） ホール
一般公募による楽団員と地元中学校

吹奏楽部によるスーザのマーチ連続

演奏を実施する。

　各種展示事業

 年６回

　和紙アート・くす玉教室 （５月～１０月）

  バンドフェスタ２０２０

「ちちんぷいぷいひらけ～ゴマ ＰＡＲＴ１０」

　子どもフェスティバル

事　　業　　名 実 施 日 時 備　　考

 未　定

　越前げんきフェスタ

事　　業　　名 実 施 日 時

☆参加育成型事業

事　　業　　名 実 施 日 時

 １０月２５日（日）

　舞台演出ワークショップ

☆展示事業･その他

　和紙アート・くすだま教室作品展

事　　業　　名 実 施 日 時

 　 １０月４日(日）

　スーザを吹こう！Ｖｏｌ.７

備　　考

　演劇「たぬきと狸とタヌキ」
 ６月１８日（木）

ホール
榊原郁恵、岡本麗ほか出演。ホーム

ヘルパーが活躍する、嫁と姑の痛快

ホームコメディー。

備　　考

　越前和紙を利用して・・・
リハーサル室

毎年好評の講座を継続開催。越前和

紙を利用して、くすだまや和紙飾り

を制作。

 ８月２３日(日） ホール

音楽活動の普及と啓発を目的に開

催。地域における「人との出会

い」、音楽による深い絆を生み出す

事業として継続実施。

　第１４回　花筐薪能 ９月２７日(日） 花筐小学校 花筐薪能実行委員会

全　館

地元の大学等の協力を得ながら、子

どもたちに芸術文化に接する機会や

ものづくりの楽しさを発見できる機

会を提供する事業。

 通  年 展示室
地元にゆかりのある作家・作品・工

芸等展示スペースの空き期間を利用

して各種展示を実施。

 未　定 ホール

AEスタッフ等舞台関係者を対象にし

た舞台演出及び安全に関する研修

会。今後の活動のレベルアップを図

る。

 ～４月１２日（日） 展示室
和紙アート･くす玉教室の講座生と講

師の先生による作品展。

　今立現代美術紙展

全　館 越前市及び越前市商工会

備　　考

全　館 今立現代美術紙展実行委員会
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【自主文化】

☆展示等事業

会　場

会　場

【芸術活動支援事業】

会　場

Ⅲ　越前市ふるさとギャラリー叔羅

事　　業　　名 実 施 日 時 備　　考

染色作家　奥野むつみ展
　　  ５月１２日(火）

全　館

染色作家で図案家でもある越前市出

身の奥野むつみ氏の作品を展示。氏

の作品とともに図案や型紙、制作風

景なども紹介する。
    ～５月２４日(日）

第７回越前市民写真展
　 　 ８月２６日(水）

全　館
実行委員会形式で開催する７回目。

市内の写真愛好家や写真クラブ等に

展示発表する機会を提供する。　  ～８月３０日(日）

しくら親子茶会 年１回 茶  室
茶道教室で学んだ子供たちが、親や

祖父母等にお点前を披露し、教室の

成果を発表する。

しくら子ども茶道教室 年１０回 茶 室
子ども向け茶道教室を、本格的な茶

室で実施し「茶道」を通して礼儀作

法やおもてなしの心を学ぶ。

ギャラリー叔羅館蔵品展
常設展示室の利用が

ない時期に実施
常設展示室

叔羅開館時に寄贈していただいた作

品を広く市民に鑑賞してもらう(未利

用時期に実施することで、入館者増

に繋げる）

☆参加育成型事業

ちびっこギャラリー in 叔羅 年２～３回 常設展示室

近隣の幼稚園や保育園児の絵や工作

などを展示。併せて、文化センター

と連携してアウトリーチコンサート

を開催する。

事　　業　　名 実 施 日 時 備　　考

奥野むつみ
京友禅ハンカチづくりワークショップ

５月２４日(日) 展示室
奥野むつみ氏指導の下、京友禅のハ

ンカチづくりワークショップを開催

する。

☆連携・協力事業

事　　業　　名 実 施 日 時 備　　考

越前市民茶会 年２回 茶 室
越前市たけふ茶道連盟
越前市華道茶道連盟

武生国際音楽祭
未　定 常設展示室

武生国際音楽祭推進会議と連携し、

展示作品とコンサートのコラボ事業

として実施する。まちなかコンサート

◆越前市青少年吹奏楽団　　　　  ◆今立現代美術紙実行委員会

◆万葉の里・恋のうた募集実行委員会 ◆いまだて芸術館ＡＥスタッフ　    ◆越の都ホールサポートスタッフ

◆たけのっ子劇場 　　　　　　　　　 ◆越前市民写真展実行委員会

◆越前市げんきフェスタ実行委員会       ◆花筐薪能実行委員会

◆源氏物語アカデミー委員会 ◆あそぼう・まなぼう実行委員会　  ◆いまだて芸術館を創造する会

仁愛大学制作展 １月頃 全　館
学生たちの日ごろの勉強の成果を広

く市民に発表する。卒業研究や優秀

作品等を展示する。

≪支援団体≫ ≪協力団体≫

◆武生国際音楽祭推進会議 ◆越前市文化協議会　              ◆越前市民音楽祭実行委員会 　  
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No 日 内　　　容

1 12 シイタケの菌打ちと石窯ピザ焼き体験

2 24 八角堂でのヨガ体験

3 25 ダッチオーブンの使い方やテントの設営方法など

4 25 金星の観察

5 28 押し花、染め、スケッチ、フォトの4教室

6 16 パンタース彗星の観察

7 17 アースデーえちぜんに参加（展示・体験）

8 21 八角堂でのヨガ体験

9 23-24 リーダー資格者向けのフォローアップ講座

10 31 押し花、スケッチの2教室

11 6 旬のウド・ワラビの収穫と調理方法

12 7 ほおば飯の作り方と試食

13 13 幼児向けの森あそび体験

14 13 球状星団の観察

15 14 染め、フォトの2教室

16 19 八角堂でのヨガ体験

17 20 薪集め、薪割りなどの体験、棒巻きパンづくり

18 26 ちまきづくり、食事

19 27 ちまきづくり、食事

20 28 押し花、苔玉の2教室

21 5 ミニ黒板をつくるワークショップ

22 16 八角堂でのヨガ体験

23 18 夏の星座を観察

24 25 夏休み企画：親子で木工工作体験

25 26 夏休み企画：森の散策と親子スケッチ体験

26 1-2 夏休み企画：親子でキャンプ体験

27 6-7 夏休み企画：小学４～6年対象の宿泊体験

28 8 木星土星の観察　※観測所

29 10 森の恵みを感じるピザや焚火などの体験会

30 21 八角堂でのヨガ体験

31 22 夏休み企画：飯ごうを使ってお米を炊く体験

32 6 アウトドア初心者向け講習

33 12 秋の星座を観察

34 13 押し花、スケッチの2教室

35 17 八角堂でのヨガ体験

36 26 バターナイフやアイススプーンづくり

37 27 林業に関する講演・セミナーなど

森のヨガ体験⑥

木を削ってカトラリーづくり

林業実践講座

夏休み森の探検隊

天体教室⑤

山の感謝祭

天体教室⑥

八ッ杉の教室⑤

パパ・ママのためのアウトドア講座

森のヨガ体験⑤

９月

伝統のちまきづくり②

森のヨガ体験③

焚火をたのしもう！

８月
ファミリーキャンプ

親子で工作！木っ端で自由工作体験

昆虫ツアー＆親子スケッチ

森のヨガ体験②

　　　　　　　　　　　　　令和２年度八ツ杉森林学習センター事業計画　　　　　　　

事    業    名
４月

シイタケの菌打ちとピザ焼き体験

森のヨガ体験①

天体教室①

八ッ杉の教室①

５月

天体教室②

アースデイえちぜん

６月

ネイチャーゲームのフォローアップ講座

八ッ杉の教室②

ダッチオーブン料理とテントの設営講習

飯ごう炊爨体験

ウド・ワラビの収穫と調理法

ほおば飯づくり体験

幼児からの森あそび

天体教室③

八ッ杉の教室③

森のヨガ体験④

天体教室④

八ッ杉の教室④

７月

ミニ黒板づくりワークショップ

伝統のちまきづくり①
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No 日 内　　　容

38 3 火星の観察　※観測所

39 4 講義、きのこ探しなど　※生涯学習センターと共催

40 4 染め教室

41 11 押し花、フォトの2教室

42 16 八角堂でのヨガ体験

43 17 かまどでご飯炊き体験

44 24-25 約40のクラフトや飲食ブースなど　※25日は芸術館連携

45 31 チェーンソーの取り扱いなど

46 1 木の切り方などの講義・実演など

47 7 天王星の観察　※観測所

48 8 押し花、染め、スケッチ、フォトの4教室

49 14 押し葉あつめ、焼き芋、ネイチャーゲームなど

50 19 八角堂でのヨガ体験

51 22 餅つき、リース作り体験など　※緑化推進委員会と共催

52 28 リースや正月飾りをつくる体験

53 29 落ち葉を使った腐葉土づくり体験

54 29 庭木などの剪定方法講座

55 八ッ杉の教室で制作された作品の展示など

56 市内の子供対象の出張体験

57 親子で雪あそび等

58 クラフト体験等

59 PR活動（展示会ほか）

【自然体験活動・環境学習事業】

伝統体験事業 　ウド・ワラビの収穫と調理法、伝統のちまきづくり、ほおば飯づくり体験

森林資源活用・創作事業 　八ツ杉の教室(草木染め、押し花、スケッチ、フォト、苔玉の各教室)、森のアーティスト村

幼児向け体験事業 　幼児向け自然体験

家族向け体験事業
　ダッチオーブン料理とテントの設営講習、天体教室、焚火を楽しもう！、木っ端で自由工作、

　昆虫探し＆親子スケッチ、ファミリーキャンプ講座、山の感謝祭、飯ごう炊爨体験、

　パパ・ママのためのアウトドア講座、新米をかまど炊き体験、落ち葉焚き、森の恵み収穫祭

大人向け体験事業 　ミニ黒板づくりWS、木を削ってカトラリーづくり、リース・正月飾りづくり体験

林業体験事業
　シイタケの菌打ちピザ焼き体験、林業実践講座、林業実践塾、きのこ観察会、
　落ち葉で腐葉土づくり、樹木の剪定方法

森の癒し体験事業 　森のヨガ体験

青少年育成事業 　夏休み森の探検隊、

分　　野 事　業　名

森のヨガ体験⑧

森の恵み収穫祭

リース・正月飾りづくり

腐葉土づくり体験

樹木の剪定講座

１２月～３月

展示企画

出張講座

だるまちゃん広場活用事業

文化センター共催事業

市内商業施設イベント事業

事    業    名
１０月

天体教室⑦

落ち葉焚き体験

きのこ観察会

八ツ杉の教室⑥

八ッ杉の教室⑦

森のヨガ体験⑦

新米でかまど炊きご飯体験

森のアーティスト村

林業実践塾①

１１月

林業実践塾②

天体教室⑧

八ッ杉の教室⑧
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事 業 名 内　容

　

（別表３）

瓜 生 水 と 緑 公 園 体 育 館

白 崎 公 園 室 内 ゲ ー ト ボ ー ル 場

い ま だ て 芸 術 館

受　　託　　施　　設　　名

施　　　　　　　　　　　設　　　　　　　　　　名

文 化 セ ン タ ー

＜公　益　目　的　事　業＞

受託事業

　（自然体験活動・環境学習事業）

　（市民スポーツ振興事業）

労 働 福 祉 会 館

＜公益目的以外の施設貸与等事業＞

（ソフトボール場・庭球場・陸上競技場）

ふ る さ と ギ ャ ラ リ ー 叔 羅

計　８施設

管　理
運　営

武 生 東 運 動 公 園 ス ポ ー ツ 施 設

八 ッ 杉 森 林 学 習 セ ン タ ー

　（芸術文化振興事業）


