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～平成24年度～

四日市市文化協会評議員会 (総会)

日 時 : 平成24年5月 13日 (日 )午後1時00分

会 場  : 四日市市文化会館 第3ホール

次 第 書

1.開 会 の 辞

2.理 事 長 挨 拶

3.来 賓 挨 拶 、 紹 介

4.議 題

〔議事事項〕

第1号議案 平成23年度事業報告並びに収支決算 (案 )

第2号議案 平成24年役員変更 (案 )

第3号議案 規約改訂 (案 )

第4号議案 平成24年度事業計画並びに収支予算 (案 )

〔報告事項〕

規約内規一部改訂(案)ほか

5.閉 会 の 辞



平成 23年度四 日市市文化協会事業報告 (案)

(平成23年 4月 1日 ～平成24年 3月 31日 )

私たち文化協会は半世紀の歩みの中で、その時々の情勢から組織の発展形態を模索してきまし
た。一昨年、市民文化祭が 60回を迎える機会に協会活動全体を「私たちの協会ならでは」の視
点で総点検しつつ見直しを始めて早や∵年が経過しました。

今期の事業や活動は、そのような視点で取り組んできました。特に当協会カロ盟団体のよさを共

有するため、会員や団体間での積極的な話合いを行い、交流に心がけました。

活動の重点は①私たちが育んでいる文化を次世代に繋ぐこと②元気な文化活動を継続、維持、

発展するため活動場所を改善すること③組織の公益法人化を目指す取 り組みを行 うことの3つ

を掲げ、理事会や各部会の討議を深めることで実現に努めました。

〔事業部会〕
:第 61回から「ひとあじ違 う」市民芸術文化祭として開催するため「開催要項」など

を見直し、部門企画や公募企画事業に新たな企画を盛り込んで開催しました。

各部門企画や 3つの自主事業「四日市2011ア ー ト展」、「第 10回記念四日市短詩型文

学祭」、「第 5回四日市音楽祭」また「四日市の第九」ほか実行委員会形式の事業などの総

参加人数 (出演・出展者を含む)は、 5万人を超えて市民参カロが広がりました。

今回、文化祭の盛り上げ隊を編成したり、全事業対象のアンケー トを実施しました。今後、
これらの総括を行つて取り組みに活かしていきます。

〔広報部会〕
・市民と会員を繋ぐ情報誌「パッション」は、定期発行することができました。部員の増員、

内容の充実など編集体制の強化、配布方法の確立に務め少なからず前進しました。ホーム
ページは、文化情報発信コーナー、芸術文化祭開催予告と結果、市民大学などの活動報告

などを速報しました。全体のリニューアルが必要との声があります。

〔21世紀部会・組織部会〕
・組織検討委員会を立ち上げ、NPOや社団法人など組織形態のあり方について、講師を招
いて勉強会を行いました。緊急課題である中規模ホール建設や練習場不足解消については、

具体的な行動ができませんでした。今後、組織の見直しを進める中で方策を検討すること

にします。
・今期の計画にはありませんでしたが、規約の全面的な見直しを行いました。組織の停滞が

叫ばれており、会員の意見がより組織に反映するような改訂に絞つて次期に提案すること

にしました。

〔その他〕
・懸案でした地道な文化活動を長年、続けている人や団体を応援する賞の創設、以前から要

望のある小。中学校や各種団体への演奏、体験などの訪間、派遣の計画は次期に申し送りま

す。

予算の有効活用や事務局諸経費の見直しは、事務局員のボランティアよつて効果を上げしま

す。また加盟団体の活動に必要なチラシなどを自前で印刷機で安価に短時間にできるサービ

スを行いました。
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四 日市市文化協会平成 24年度役員・事務局 (案)

(平成24年4月 1目 ～平成25年 3月 31日 )

森  紀元

佐々木龍夫

木村 道山

水谷  達

芝田 尚輝

白井 良昭

常磐扇恵美

[常任理事は平成24年度第1回理事会にて選任]

I敬称略。順不同]

顧間

名誉会長

理事長

副理事長

常務理事

会計責任者

理事 ☆印新任 ☆

会計監査

【事務局】

事務局員

☆

☆

☆

☆

☆

☆

西田 青沙 (文学)

南城 仁香 (演劇)   ・

本多 芳昭 (美術 I)

鈴木 次男 (美術Ⅱ)

山副 敏子 (生活文化 1)

野澤千代子 (生活文化 I)

杉本 凱司 (生活文化Ⅱ)

伊藤 洋史 (趣味教養)

坂井  勲 (洋楽 I)

北條 知子 (洋楽 1)

加藤 敏夫 (洋楽Ⅲ)

石井  亨 (舞踊Ⅲ)

山路 泰洲 (邦楽)

杉本千寿子 (邦楽)

山家多喜男 (伝統文化)

赤堀つる昭 (舞踊 1)

梅田たよ子 (舞踊Ⅱ創作)

今村りつ子 (舞踊Ⅱ民踊)

金森 通子 (舞踊Ⅱ民踊)

渡辺  糸 (地域文化)

広瀬  修 (地域文化)

小椋 登 司 (地域文化)

服部  了 (長寿)

鈴木 亜樹 (コラボ)

近藤 幸子 (芸能)

奥山 秀男 (サポート)

南郷 卓宏 (個人)

中西まさ子 (個人)

一本 勝弘

内田 量子

西村 邦彦 奥山 秀男

花井 高峰 南郷 卓宏

西川 保歳 中西まさ子

清水 暁美 力田藤えつ子 (専従)

☆

☆
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平成 24年度四 日市市文化協会事業計画 (案 )

自 平成 24年 4月  1日
至 平成 25年 3月 31日

1、 第 62回市民芸術文化祭の開催
各実行委員会による「四日市2012ア ー ト展」並びに「第 11回四日市短詩型文学祭」の

自主事業を含めた会員による62回 目の市民芸術文化祭を、これまで以上に集客増を目標とし
た内容で企画することとします。
また本年開館 30周年を迎える四日市市文化会館を祝う「四日市芸術文化の祭典」を9月 に

開催します。

2、 広報関連の見直し

文化情報誌「パッション」をより充実させるとともに、編集体制を再検討します。またホー
ムページについても早急にリニューアルを行います。

3、 協会組織の見直し

昨年から開始した協会全体の総括点検への取り組みを、規約や事業内容のみならず役員の組
織体制まで踏みュみ、組織改革を図ります。

尚、法人イヒについては、昨年度数回にわたって理事会などで検討した結果、時期尚早との結
論から、先ずは事務局体制の強化から図ることとします。

4、 経費節減と財政強化
各種事業への助成や事務経費等を見直し節減に努めるとともに、当協会の会員が実施する事

業を支援するべく財政強化のための検討に入 ります。

5、 (仮称)文化協会奨励賞の新設
当協会会員で長年にわたって文化芸術活動を糸迷続してきた会員に対し、奨励賞を授与する制

度を設けます。

6、 北勢地域 (桑名市 0亀山市・菰野町・北勢町など)文化団体との交流を図ります。

7、 その他、本協会の趣旨に合う事業を実施します。
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