
2021(R3)年度　主な事業一覧
新規・拡大事業

1 【市民が文化に参加する（文化活動への参加、鑑賞、発表、支援など）】

No. 事業名 開催日 事業概要

1 文化親善大使委嘱式
4月18日

（日）

世界的に活躍するソプラノ歌手田中彩子さんに
文化親善大使を委嘱。委嘱式では小中高生公
募合唱団による合唱を披露

2 T-BOLAN公演
5月7日(金)

8日(土)
※中止

ミュージックコミッション事業として、若い世代か
らお年寄りまで幅広く市民が音楽に触れる機会
を創出

3
舞鶴アート・プログラム・デリバリー
2021

6月~
市内の小中学校に文化協会や文化活動団体と
連携し講師を派遣し、子どもたちの文化芸術体
験の充実を図る

4
赤れんが公募美術展　舞鶴市展
2021

6月12日
(土)~

※中止

市民文化の向上を図るため、洋画・日本画・書・
写真・工芸の5部門の公募による展示を赤れん
がパークで実施する

5 ＮＨＫのど自慢
6月13日

（日）
※中止

NHKの人気長寿番組「NHKのど自慢」の公開生
放送

6 アートスタート事業
6月23日

(水)~

乳幼児とその保護者を対象に、陶芸体験や作
品を使った食育のワークショップ、箏体験など、
子どもが初めてアートに触れる機会を創出する

7 中丹文化芸術祭 7月~
市町のエリアを超えた中丹地域を対象に、アマ
チュアを中心とした各種の文化芸術のフェスティ
バルを開催

8
海の見える舞鶴市役所ロビーコン
サート

7月12日
(月)~

市民が気軽に優れた音楽の生演奏を鑑賞でき
る無料のコンサートを開催。市内の音楽活動団
体の発表の機会とする

9 公民館ちょっとコンサート
7月18日
(日)他

令和3年7月18日に多世代交流施設「まなびあ
む」が開館するのに合わせ、市内文化団体が
ちょっとした演奏会を開催。各公民館においても
随時開催予定

10 軽音フェスティバル
7月25日

(日)
ミュージックコミッション事業として、高校生の軽
音コンテストを開催

11
『劇団四季 The Bridge ～歌の架け
橋 ～』

9月19日
(日)

日本のトップレベルである劇団四季ならではの
美しく幻想的な装置や、躍動感あふれるダンス
を取り入れたミュージカル

文化のまちづくり推進事業や総合文化会館自主事業など、多くの事業を企
画して実施します。
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12 舞鶴市文化親善大使の活動 秋 （調整中）

13
〈宝くじまちの音楽会〉　岩崎宏美
with宗次郎～心のふるさとを求めて
～

11月26日
（金）

歌手、岩崎宏美さんとオカリナ奏者、宗次郎さん
をゲストに迎える音楽会。自治総合センターの
助成により安価な入場料で実施

14
【一般財団法人地域創造】
「日本舞踏家集団 弧の会コノカイズ
ム　舞鶴公演」

12月5日
(日)

伝統芸能の世界で今、最も注目の男性舞踊家
集団「弧の会」。流派を超えて集まった熱い男達
が魅せる、シンプルなスタイルで躍動感あふれ
る群舞、わかりやすくかつ圧倒的迫力のある舞
台

15 市の収蔵品を活かしたアート展 1~3月
市が所蔵する田主誠氏の版画の展示や関連す
るワークショップの開催

16 米村でんじろう サイエンスショー
1月15日
(土)16日

(日)に延期

科学実験を多彩な演出を加えてショースタイル
で表現。「楽しく学べる」教育とエンターテイメント
を融合させたファミリー向けのサイエンスショー

17 文化の見本市
1月30日

(日)

市内で文化活動を行う文化団体がそれぞれのk
タウ同の内容を紹介するとともに、実際に体験で
きるワークショップを行い、文化の裾野を広げる

18 第十四回 舞鶴寄席 3月 地元出身の落語家にゲストを加えた落語会

19
【文化施設活性化事業】
スタインウェイを弾いてみよう

3月
大ホールの空き日を利用し、音響反射板を設置
した舞台でスタインウェイを弾く市民を公募

20
【文化施設活性化事業】
劇場のひみつ

3月
普段は見ることができない舞台機構や設備を市
民に公開

2 【市民が文化を創造する（作品づくり、人づくり、まちづくり）】

No. 事業名 開催日 事業概要

1 陶芸館出前講座 随時
市内小中学校や地域へ陶芸館職員が必要な器
具を持参し、作陶指導・体験講座を実施

2 陶芸体験教室 6月~3月

親子で体験する「親子手びねり」や「親子ろく
ろ」、生活や季節を彩る置物を作陶する「灯りを
つくろう」や「ものづくり（干支）」、電動ろくろを体
験する「一日ろくろ」など、1日教室を開催

3 陶芸講座教室 6月~1月

陶芸の基礎である手びねりを基礎から学ぶコー
スや電動ろくろを基礎から学ぶコース、成形・削
りをした作品を素焼きし絵付けを施すコースな
ど、複数回通う陶芸講座を設定

豊かな文化芸術を学ぶ機会を提供し、創造活動に参加することができる事
業を実施します。
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4
赤れんが公募美術展　舞鶴市展
2021（再掲）

6月12日
(土)~

※中止

市民文化の向上を図るため、洋画・日本画・書・
写真・工芸の5部門の公募による展示を赤れん
がパークで実施する

5 アートスタート事業（再掲）
6月23日

(水)~

乳幼児とその保護者を対象に、陶芸体験や作
品を使った食育のワークショップ、箏体験など、
子どもが初めてアートに触れる機会を創出する

6 中丹文化芸術祭（再掲） 7月~
市町のエリアを超えた中丹地域を対象に、アマ
チュアを中心とした各種の文化芸術のフェスティ
バルを開催

7 公民館ちょっとコンサート（再掲）
7月18日
(日)他

令和3年7月18日に多世代交流施設「まなびあ
む」が開館するのに合わせ、市内文化団体が
ちょっとした演奏会を開催。各公民館においても
随時開催予定

8 軽音フェスティバル（再掲）
7月25日

(日)
ミュージックコミッション事業として、高校生の軽
音コンテストを開催

9
市の収蔵品を活かしたアート展（再
掲）

1~3月
市が所蔵する田主誠氏の版画の展示や関連す
るワークショップの開催

10 文化の見本市（再掲）
1月30日

(日)

市内で文化活動を行う文化団体がそれぞれの
活動の内容を紹介するとともに、実際に体験で
きるワークショップを行い、文化の裾野を広げる

11 陶芸館作品展
1月30日

(日)
陶芸館周知事業／講座や教室、陶芸愛好家が
陶芸館で作った作品を集めた作品展

12
舞鶴市特別支援学級・府立学校連
合会作品展（障害者ふれあい交流事
業）

2月
支援を必要とする児童や生徒の日頃の学習の
成果を一堂に展示し、互いの作品の鑑賞を通じ
て学習し、友情を深めあう

3 【市民が文化でつながる（交流、連携、情報発信）】

No. 事業名 開催日 事業概要

1 市ホームページリニューアル 4月~
市公式ホームページのリニューアルにあわせ文
化情報ページも更新、新たに文化情報だよりを
発信する

2 中丹文化芸術祭（再掲） 7月~
市町のエリアを超えた中丹地域を対象に、アマ
チュアを中心とした各種の文化芸術のフェスティ
バルを開催

3
大型記念オブジェ「始まりの時」ネク
ストステージ事業

1月

大型記念オブジェ「始まりの時」の制作に携わっ
た児童たちが成人式を迎えることから、成人式
で制作過程を動画等で紹介し、オブジェを解体
する

市内のさまざまな文化情報の発信を強化します。
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4 【まちづくりに文化を活かす（美しく活力に満ちた都市の創造）】

No. 事業名 開催日 事業概要

1 文化財保全補助金 随時
市内の社寺・伝統芸能などの文化財等につい
て保全・継承事業を支援する

2
郷土資料館・田辺城資料館　企画展
示

随時
市域の歴史や伝統文化を未来へつなぐ資料館
として、季節やその時期の話題に応じた、舞鶴
にまつわる歴史展示を企画

3 文化財保存活用地域計画作成 7月
市内の歴史文化の保全と活用を通じて、地域へ
の愛着を高め、より魅力あるまちづくりを目指す

5 【舞鶴らしい文化を発信する（地域資源を継承し育むなど）】

No. 事業名 開催日 事業概要

1 文化財保全補助金（再掲） 随時
市内の文化財等について保全・継承事業を支
援する

2
郷土資料館・田辺城資料館　企画展
示（再掲）

随時
季節やその時期の話題に応じた、舞鶴にまつわ
る歴史的展示を企画

3
ふるさと発見館（郷土資料館）出前授
業

6月~
郷土資料館の専門員がホンモノの資料を持って
市内小中学校を訪問し、舞鶴の歴史を学ぶ講
座を実施

4 海軍ゆかりのあゆみ120年事業 10月

舞鶴鎮守府が明治34年（1901年）に開庁してか
ら120年の大きな節目を迎えるにあたり、海軍ゆ
かりのまちとしての歴史・文化などを広く発信す
る

6 【文化の育つしくみをつくる（条例に基づいた各主体の取組みなど）】

No. 事業名 開催日 事業概要

1 地域文化振興助成事業
11月14日

(日)

市民合唱祭実行委員会主催の舞鶴市民合唱祭
について、文化芸術の魅力を広く市民に発信す
る事業と認定し、助成する

2 文化振興奨励事業 2月頃
文化・芸術の分野において、市民が全国大会に
出場する場合等に奨励金を交付し、優秀な成績
を収めた市民に対して優秀文化賞を授与する

文化振興基本計画に沿った文化芸術創造都市への取組みを進めます。ま
た、次期計画策定に向け今後の方向性について検討します。

文化財をまちづくりに活かし、地域社会全体で継承に取り組みます。

海軍ゆかりのまちや田辺城城下町の歴史や文化など、舞鶴らしい文化を発
信する事業を実施します。
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