
公益財団法人 河内長野市文化振興財団 

平成２７年度 事業計画書 

 

平成２７年度は、「河内長野市立文化会館」及び「河内長野市立市民交流センター」両施設の指定管

理期間最終年度にあたります。指定管理期間当初に設定した「アクションプラン」をきっちりと実行

し、次期指定管理者に相応しいと評価を得るよう全力投球で業務に取り組みます。 

財団設立の平成３年以来２４年間にわたって培った能力・人的ネットワークを活かすと共に、両施

設を一括管理運営することによるシナジー効果をフルに発揮し、市民の多様なご要望に的確に対応し

ます。つきましては、当財団のミッションである“河内長野市における芸術文化活動を総合的に振興

すると共に、地域に根ざした生涯学習活動を支援し、市民相互交流を推進することにより、創造性豊

かで活力と潤いに満ちた住みよい地域社会の形成に寄与する。”に基づき、以下のとおり本年度事業を

実施します。 

 

Ⅰ．事業実施方針 

 

【平成２７年度の最重点実施項目】 

◇創造発信型事業をはじめとする主要事業の着実な実施 

◇財団の中長期計画策定   

◇財団スタッフ戦力アップ 

◇「河内長野市立文化会館」「河内長野市立市民交流センター」の一括管理運営を通じてのシ

ナジー効果発揮 

◇次期指定管理者獲得 

 

１．重点実施事業  

(1)『くろまろ塾』＜通年＞ 

  (2)「河内長野マイタウンオペラ 『こうもり』」＜7/19＞ 

(3)「オリジナルミュージカル『夢見の王国』」＜8/9＞ 

(4)『かわちながの世界民族音楽祭２０１５』＜9/13＞ 

   (5)『ラブリーハロウィーン in かわちながの２０１５』＜10/12＞ 

   (6)『第６１回河内長野市文化祭』＜10/31～11/8＞ 

(7)『ラブリーホール・ウインターイルミネーション２０１５』＜11/28～＞ 

(8)「アウトリーチ」 

(文化連盟との協働事業 等) 

(9)「ラブリーホール市民芸術文化活動助成事業」  

(10)次期指定管理者申請手続き 

 



 

 

 

２．財団運営方法の拡充 

  (1)「河内長野市立文化会館」と「河内長野市立市民交流センター」の一括管理運営の推進 

(2)河内長野市文化連盟事務局の円滑な運営 

(3)財団役員等とのコミュニケーション強化 

(4)財団中長期計画の策定 

(5)事業評価制度の試行 

 

３．顧客サービス・営業活動の強化 

   ＜市民サービスの向上＞ 

  (1)施設利用者・イベント来客に対するＣＳ(顧客満足度)向上策の推進 

    （施設利用者アンケート回収率向上と対応方法改善 等)   

   (2)ワンストップサービスの提供 

（両施設の貸館業務一体運用、「キックス」でのチケット販売) 

   (3)くろまろ塾生の主体的講座参加の推進 

   (4)チケット・Ｌ会員管理システムの改善 

   

４．施設活性化・利用促進 

   (1)両施設の季節感醸成ディスプレイ実施 

  (2)運営方法改善 

（各種ルールの再点検 等） 

  (3)施設利用方法ＰＲの強化 

（「施設利用事例集」作成、ホームページ、ラブリーニュース等でのＰＲ）  

 

５．業務推進方法の改善 

   (1)業務マニュアルの整備  

(2)リスク管理体制整備 

（避難所開設、地震対応、台風対応、防火、救急救命、個人情報管理 等） 

(3)計画的な教育・研修 

（交差訓練、外部講習派遣、勉強会 等） 

(4)新人の早期戦力化 

(5)資格取得の推進 

 

 



 

Ⅱ．地域の芸術文化の振興を図る事業（公益目的事業） 

【事業の構成】 

 １．河内長野発の優れた舞台芸術作品を創造し発信する事業（創造発信型事業） 

２．市民との協働により芸術文化を創造する事業（市民参画型事業） 

３．年間を通じて行う長期ワークショップ型事業（教室運営型事業） 

４．地域の芸術家を発掘し育成する事業（芸術家育成型事業） 

５．多種多様な芸術文化に出会う機会を提供する事業（芸術文化普及型事業） 

６．アーティストの派遣を通じて芸術文化に触れる機会を創出する事業（アウトリー

チ事業） 

７．地域の芸術文化活動を多様な角度から支援する事業（芸術文化活動活性化支援事

業） 

８．生涯学習の環境整備及び生涯学習を支援する事業（生涯学習推進事業） 

 

【事業の内容】 

１．河内長野発の優れた舞台芸術作品を創造し発信する事業（創造発信型事業） 

河内長野発の総合舞台芸術として、開館以来創造発信を続けている「河内長野マイタ

ウンオペラ」シリーズを中心に、優れた舞台芸術の創造発信を目的に以下の事業を実施

します。 

公  演  日 公  演  名 会 場 

5月 24日(日) 
河内長野マイタウンオペラ・小ホールシリーズ VOL.14 

『マノン・レスコー』 
小ホール 

7月 19日(日) 
河内長野マイタウンオペラ VOL.14 

オペレッタ『こうもり』（日本語上演） 
大ホール 

8月 9日(日) 
ラブリーホール・オリジナルミュージカル VOL.8 

『夢見の王国』 
大ホール 

12月 16日(水) 『オペラで楽しむクリスマス』 小ホール 

 

２．市民との協働により芸術文化を創造する事業（市民参画型事業） 

  鑑賞するだけでなく、実際に舞台に立つこと、企画運営に参画する事で、市民が文化

に直接触れる機会を創出します。市民による企画運営委員会が主体に実施する「かわち

ながの世界民族音楽祭」、河内長野吹奏楽団ブルーウインズが出演の「ラブリーハロウ

ィーン」、冬の風物詩として定着してきました「ラブリーホール・ウインターイルミネ

ーション」、約１５０名の合唱団員が1年間の練習を経て、プロの楽団・ソリストと共演

する「河内長野ラブリーホール合唱団演奏会」を開催します。 



 公  演  日 公  演  名 会 場 

9月 13日(日) 『かわちながの世界民族音楽祭 2015』 
大・小ホール 

他 

10月 12日(月･祝) 『ラブリーハロウィーン ｉｎ かわちながの 2015』 大ホール 他 

11月 28日(土)～ 
『ラブリーホール・ウインターイルミネーション 2015』 

点灯式 他 

ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰﾙ 

前他 

【平成 28年】 

3月 6日(日) 
『河内長野ラブリーホール合唱団演奏会「マタイ受難曲」』 大ホール 

 

３．年間を通じて行う長期ワークショップ型事業（教室運営型事業） 

  教室運営型事業は、市民参加型の事業を更に進化・発展させ、年間を通じ継続的に文化

に触れる機会を提供することを目的に、「ミュージカルスクール」、「のこぎり音楽教室」、

「ゴスペル教室」、「フィドル教室＆伝統音楽教室」の４事業を実施します。継続するこ

とにより基礎力のアップに繋げ、ホール公演の実施へとステップアップを図りたいと考え

ています。 

開 催 期 間 教  室  名 会 場 

通 年 「ラブリーホール・ミュージカルスクール」 
大ホール 

ホワイエ 他 

通 年 「Ａｎｄｒｅ
ア ン ド レ

のこぎり音楽教室」 
大ホール 

ホワイエ 他 

通 年 
「ラブリーホール・ゴスペルクワイア 

Ｍａｋｅ Ｕｓ Ｏｎｅ」 

大ホール 

ホワイエ 他 

通 年 「大森ヒデノリ フィドル教室＆伝統音楽教室」 
大ホール 

ホワイエ 他 

 

４．地域の芸術家を発掘し育成する事業（芸術家育成型事業） 

芸術家育成型事業は、次代を担う地域の若手アーティストの育成を目的として実施し

ています。 

文化の創造の場（アーティストの育成の場）を提供し、また、アーティストを地域に

紹介する目的を持って以下の事業を実施します。 

ホールは、アーティストが存在して初めて劇場として機能します。そのためにもアー

ティストの育成は、財団の使命であると考え、地域で活動するアーティストの発掘と支

援を継続的に実施します。 

 

 



公  演  日 公  演  名 会 場 

4月 12日(日) 
《 ロビーコンサート・シリーズ 》 

『久保摩記「サクソフォンコンサート VOL.2』 

大ホール 

ホワイエ 

4月 18日(土) 
『 春 爛 漫  音 爛 漫  ～ 咲 き ま す 、 音 ！ ～ 』      

他 5本予定   

大ホール 

ホワイエ 

6月 12日(金) 『ラブリーホール新人演奏会 2015』 小ホール 

 

５．多種多様な芸術文化に出会う機会を提供する事業（芸術文化普及型事業） 

   ホールに足を運んでいただき、文化の根源的な楽しさや多様性を体感していただくこ

とを目的とし、カジュアルなクラシックコンサート「カフェ・コンチェルト」からポッ

プスコンサート、「シネマdeラブリー」（映画）など幅広いジャンルの事業を実施しま

す。また、シリーズ化によるリピーターの確保にもより一層努力してまいります。 

 

 

公  演  日 公  演  名 会 場 

 

4月 19日(日) 

《 カフェ・コンチェルトシリーズ 2015～2016 》 

VOL.1 掛川歩美＆中谷友香 

『ピアノデュオコンサート 2015』 

大ホール 8月 2日(日) VOL.2 『山本奈央と森あつこ』 

11月 29日(日) VOL.3 『究極の混声四部合唱』 

【平成 28年】 

1月 24日(日) 

 

VOL.4 『4人のピアニスト達Ⅴ』 

 

4月 28日(火) 

5月 26日(火) 

《 シネマ ｄｅ ラブリー シリーズ 》 

『グレース・オブ・モナコ』 

『紙の月』 

他 10本予定 

大ホール 

5月 6日(水・振休) 
『ドラゴンクエストスペシャルコンサート 

交響組曲ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ・Ⅲﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ』 
大ホール 

5月 9日(土) 
谷村新司コンサートツアー2015 

 日本～ハレバレ～  公開ゲネプロ 
大ホール 

6月 3日(水) 

VoL.2～4 未定 

《おもしろクラシック講座 2015》(「くろまろ塾」認定講座) 

VOL.1『井村誠貴の おもろい「こうもり」の作り方』 

VOL.2～VOL.4 牧村邦彦のおもしろクラシック講座 

大ホール 

ホワイエ 

6月 27日(土) 

～7月 1日(水) 
『小川幸紅のアート表現とそのものたち』 ギャラリー 



8月 29日(土) 『南河内ジャズフェスティバル 2015』 小ホール 

9月 21日(月・祝) 『沢田研二コンサート』 大ホール 

 11月 14日(土) 『どうぶつたちのおんがくかい』(親子向けコンサート) 小ホール 

【平成 28年】 

2月 23日(火) 
『大阪交響楽団 無料公開リハーサル』 大ホール 

3月予定 『第 63回らぶりい寄席 落語会』 大ホール 

未定 『週末よしもと 爆笑！スーパーステージ in河内長野』 大ホール 

未定 キックス コンサートシリーズ（2本予定） 
キックス 

ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ 

 

 

６．アーティストの派遣を通じて芸術文化に触れる機会を創出する事業(アウトリーチ事 

業） 

 この事業は、アーティストを教育現場や福祉施設、地域コミュニティ等に派遣し、ラ

ブリーホールで開催される芸術文化事業に接する機会の少ない住民に対し、優れた芸術

文化を提供することで地域コミュニティの醸成をはじめ、社会的な課題の解決の糸口と

なる効果が期待できます。 

○平成２７年度文化に係る学社融合事業～アウトリーチプログラム～の実施 

市内各小学校及び特別養護老人ホームを中心に、平成２６年度に好評を得たピュア

エンジェル（声楽）、クラップアウト(打楽器)、山本奈央（オカリナ奏者）、河内長野

市文化連盟によるアウトリーチ事業をさらに推し進めます。 

 

７．地域の芸術文化活動を多様な角度から支援する事業（芸術文化活動活性化支援事業） 

地域の芸術文化活動を支援するため、河内長野市文化連盟を初めとする地域文化団体

との協働事業、若手・新人アーティスト及びアマチュアの文化活動の支援を目的とした

共催ロビーコンサート、市民の企画に対する助成事業「ラブリーホール市民芸術文化活

動助成事業」、芸術系大学生のインターンシップ受け入れ、ラブリーニュース、ホーム

ページ・ブログによる文化情報の発信など、様々な手法を用いて取り組みます。 

 

(1)河内長野市文化連盟との協働 

  自ら芸術文化活動を行う市民の団体である河内長野市文化連盟の事務局を当財団に

おき、地域文化の振興を目指した協働体制を推進します。『第６１回河内長野市文化

祭』［１０月３１日(土)～１１月８日(日)］を、河内長野市文化連盟、河内長野市教

育委員会に当財団を加えて３者主催事業として実施します。 

 

 



(2)市民による自主的な芸術文化活動支援のための共催事業 

   財団と主催者とが共催により芸術文化振興事業を実施することで、市民により多く

の鑑賞機会を提供し地域の芸術文化の振興に役立てることを目的とします。共催事業

の対象とする事業は、ラブリーホールの施設及び機能を十分活用できる内容等を有す

る事業とします。 

 

公  演  日 公  演  名 会 場 

5月 28日(木) 河内長野市国際交流協会事業 『ヤングアメリカンズ』 大ホール 

6月 28日(日) 
第 19回緑の街ふれあいコンサート 

『景山誠治 ヴァイオリンコンサート』 
大ホール 

9月 26日(土) 平成 27年度古典芸能鑑賞会『文楽』 大ホール 

【平成 28年】 

3月予定 

『第 13回大阪芸術大学 ヴィルトゥオーゾ・ウィンド

オーケストラ演奏会』 
大ホール 

 

 

(3)市民による自主的な芸術文化活動支援のための助成事業 

   「ラブリーホール市民芸術文化活動助成事業」として、河内長野市民の自主的な芸術

文化活動を支援する助成金を交付すると共に広報宣伝等公演実施にむけて支援を行い

ます。平成２７年度は、以下の３事業を各主催者と共に実施する予定です。 

   なお、平成２８年度は、当助成事業最終年度になるので５か年間を集約出来るよう

な企画を織り込むことを検討いたします。 

 

公  演  日 公  演  名 会 場 

7月 4日(土) 
『未来への伝言「リサ」と「ククル」といっしょに 

              考える「地球」のこと』 
小ホール 

7月 11日(土) 

 ～12日(日) 
『子どももおとなもレッツ・アート 2015』 ギャラリー 

9月 6日(日) 『Ｊｕｎｉｏｒ Ｄａｎｃｅ Ｆｅｓｔｉｖａｌ』 大ホール 

 

 

(4)芸術系大学とのインターンシップ 

  大阪芸術大学等芸術系大学の学生を受け入れ、当財団の様々な業務を体験すること 

で、授業では経験できない実学の機会を提供します。 

 

 



(5)地域の芸術文化の収集及び発信事業 

  「ラブリーニュース」や両施設の「ホームページ」、「施設利用案内パンフレット」

を活用した広報等により、財団の事業を広く周知します。また、「ラブリーホールブ

ログ」を積極活用し、自主制作公演の練習風景や、公演終了後のイベントリポートな

どを中心にタイムリーな情報発信を行い、当財団の実施する様々な芸術文化を身近に

感じていただけるよう努めます。 

 

(6)河内長野ミュージパークネットの活用 

市内の生涯学習、社会教育に関わる公立・民間施設がネットワークを形成し、河内

長野の魅力を発信します。ラブリーホールは当ネットワークの会長館を務めており、

関連イベントへの積極的な参加を主導すると共に、「府立花の文化園」をはじめ会員

各施設との相互連携を深め、地域ボランティア団体との協働を進めることにより会員

施設の活性化と地域振興を図ります。 

 

(7)地域の文化芸術活動や地域社会の健全な発展を目的とする活動の場の提供 

市民の自主的な芸術文化活動の場として、また語学や歴史などの学習、福祉、人権、

まちづくり、自治会、教育活動、あるいは健康増進活動といった地域社会を健全に維

持増進する活動の場の提供を目的に、「ラブリーホール」及び「キックス」の指定管

理者として、施設の貸出に関する利用の許可、維持管理に関する業務を行います。 

 

(8)各種文化事業のチケット販売 

地域の文化活動を支援するとともに、市民に芸術文化に触れる機会を提供すること

を目的とし、「ラブリーホール」及び「キックス」を利用して行われる地域の芸術文

化事業及び、近隣文化施設において実施される芸術文化事業のチケットを販売します。 

 

 

８．生涯学習の環境整備及び生涯学習を支援する事業（生涯学習推進事業） 

昨年度より新たに取り組みを始めた生涯学習事業の実施ついては、河内長野市第２次 

生涯学習推進計画（くろまろ生涯学習プラン）の基本理念である、 

◇市内全域が学びの場 

◇ひとをはぐくみ つながりをひろげ ゆたかなまちをつくる 

◇生涯学習のまち かわちながの 

を踏まえ、生涯学習をとおした市民の相互交流（まなびあい）を推進し、ひいては参加

者がその学習成果を各地域での課題解決に活かしていただくことを目標とし、以下の事

業に取り組みます。 



 

(1)大学連携講座 

近隣大学と連携して市民対象に専門性の高い講座を実施いたします。 

(ア)大阪千代田短期大学 

介護福祉をテーマに、会場を同校キャンパスに移し前後期各６講座程度を実施

予定 

(イ)大阪府立大学 

理系分野をテーマに前後期各６講座程度を実施予定 

(ウ)桃山学院大学 

文系講座をテーマに前後期各６講座程度を実施予定 

(2)大学リレー講座 

平成２６年度から新たにスタートした大学リレー講座は、大阪大谷大学、和歌山大 

学、帝塚山学院大学からそれぞれの専門分野の教授を迎えて講座を実施いたしました。

今年度は新たな近隣大学と調整して実施いたします。 

(3)地域学講座 

「まちづくり」は自らが暮らす「地域」を深く知ることから始まります。「地域」に 

ついて多角的に学ぶ「地域学講座」は、前後期各６回の実施を予定しています。 

(4)学位授与式・特別講座 

「くろまろ塾」において規定の単位を取得された塾生の皆様に、学位記を授与する学 

位授与式を前後期２回開催します。また、授与式に華を添える特別講演会を併せて実

施します。 

(5)高校連携講座 

現代の高校生の活動を広く知っていただくため、また、高校生に活動発表の機会を 

提供することを目的に高校連携講座を開催します。昨年度に引き続き市内４高校に参

加を募ります。 

(6)くろまろ塾生の主体的講座参加 

塾生が主体的に「学び」に取り組む入口として、「くろまろ塾」運営に係わっていた

だくボランティアを募集します。昨年度は、地域学講座の司会進行を「市民博士」取

得者の方々に行っていただき好評を得ましたが、今年度はこれを「くろまろ塾」運営

の他の分野へ進めていきたいと考えています。 

(7)キックス新ホームページの活用 

リニューアルを行った「キックス」ホームページを、「くろまろ塾」講座に係る広報

や、塾生増員に向けたＰＲに積極的に活用します。 

 「イベントカレンダー」により、本部講座・認定講座の一覧を表示 

 ホームページ上での講座申込の受付 

 ホームページ上での入塾申込の受付 



 

Ⅲ．地域の芸術文化の振興に資する事業（収益事業） 

 事業利益を公益目的事業実施費用に充当することを目的に、以下の事業を実施します。 

【事業の構成】 

１．公益目的外利用にかかる施設の貸与（「ラブリーホール」及び「キックス」） 

２．レストランの運営（「ラブリーホール」） 

３．友の会運営 

４．受託及びその他事業の実施 

５．有料駐車場の運営（「キックス」） 

６．その他組織・団体が使用する場所の管理（「キックス」） 

 

【事業の内容】 

１．公益目的外利用にかかる施設の貸与 

物品の展示販売などの営利活動を主目的とした施設利用については、その他の目的 

での施設利用に比べ、割高な利用料金を設定し貸し出しを行います。 

 

２．レストランの運営 

「ラブリーホール」内レストラン部分を事業者に貸与し、来館者への飲食サービス 

を目的にレストラン(「K´zキッチン」)を運営します。 

 

３．友の会運営 

ラブリーホール「Ｌカード」友の会を運営し、広く会員を募ります。会員特典と 

して、主催公演の割引販売や、ポイント還元サービス等を展開し入場券販売増に繋 

げます。 

 

４．受託及びその他事業の実施 

(1)受託事業の実施（「ラブリーホール」） 

・河内長野市より「成人のつどい」事業の企画実施を受託します。 

(2)自動販売機の設置（「ラブリーホール」及び「キックス」） 

(3)有料ロッカーの貸与（「ラブリーホール」及び「キックス」） 

(4)コピーサービス等の実施（「ラブリーホール」及び「キックス」） 

(5)広告掲載事業 

・情報紙「ラブリーニュース」への有料広告掲載を募ります。 

 

５. 有料駐車場の運営 

「キックス」来館者向けに有料駐車場の運営を行います。 



 

６．その他組織・団体が使用する場所の管理 

複合施設である「キックス」に隣接する「河内長野市立図書館」及び「ハローワーク

河内長野」並びに「キックス」内に同居する「河内長野市教育委員会青少年育成課」、「河

内長野市国際交流協会」及び社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会が運営する

「Café.de.くすくす」が使用する場所の管理を行います。 

 


