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全国公文協 メールマガジン「情報フォーラム」 2019/3/15 第 91号 
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ようやく関東地方でも春一番が到来し 

過ごしやすい気候になってまいりました。 

 

全国公文協メールマガジン「情報フォーラム」第 91号をお届けします。 

当メールマガジンは、ご登録いただいた皆様に加え、 

新規入会の皆さま、名刺交換をさせていただいた方にもお送りしております。 

皆様の情報収集の一助として頂ければ幸いです。 

 

新着情報も多数ございますので、公文協ご担当者様におかれましては、 

ぜひご所属団体、施設内で情報共有をいただけますと幸いです。 

 

今後、メール配信をご希望されない場合は、 

お手数ですがメール最後のメルマガ配信停止のご案内から 

お手続きをお願い致します。 

 

※本メールマガジンのメールアドレスは配信専用です。 

 このメッセージに返信しないようお願い致します。 
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 【１】 全国公文協からのお知らせ 
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============================ 

★＜予告＞平成 31年度（2019年度）  

総会・研究大会を開催します 

============================ 

 

来年度の総会、研究大会は以下の通り開催いたします。 

 

会期：6月 6日（木）～7日（金） 

場所：豊中市立文化芸術センター（大阪府） 

 

３つの分科会、文化講演、音楽公演等を実施する予定です。 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

 

なお、3月 29日（金）より募集を開始します。 

ウェブサイトの申込フォームよりエントリーください。 

 

▼ 詳細はこちらをご覧ください ▼ 

https://www.zenkoubun.jp/about/meeting.html 

 

 

===================================== 

★＜予告＞理事会・専門委員会 開催のご案内 

===================================== 

 

平成 31年度（2019年度）第 1回理事会と専門委員会を、 

以下の通り開催いたします。 

 

日時：5月 21日（火）  

   午前 専門委員会 常設部会 

   午後 理事会 

場所：東京都中小企業会館 9階 講堂（東京都中央区銀座 2-10-18） 

 

※専門委員会特別部会は、前日の 5月 20日（月）午後を予定しております。 

 

なお、第 2回理事会・専門委員会は 

10月 29日（火）に開催予定です。 

https://www.zenkoubun.jp/about/meeting.html


================== 

★冊子送付のご案内等 

================== 

 

当協会ではこの春、以下の冊子を刊行し、皆さまにお送りする予定です。 

ぜひ、ご活用ください。 

 

○平成 30年度文化庁委託事業 劇場・音楽堂等基盤整備事業 報告書 

○子どものためのプログラム企画ハンドブック 

 

 

================================== 

★2019年度 年会費のお知らせ＜再掲載＞ 

================================== 

 

4月 1日付で 2019年度年会費の請求書をお送りいたします。 

年会費は正会員、準会員とも昨年度と同額の 28,000円です。 

 

請求書の宛名等に変更がある場合は、 

あらかじめ 3月末までに変更届をメールか FAXでお送りください。 

 

▼ 変更届 ▼ 

https://www.zenkoubun.jp/magazine/pdf/no78_henko.pdf 

 

 

====================================================== 

★新たな「公文協公演情報＆TICKETS」の概要と「公貸館」について 

====================================================== 

  

前号でもお知らせしておりますように、新しい 

公演情報＆TICKETS（公チケ）については現在検討を進めております。 

また、先月行いましたアンケート調査にご協力いただきありがとうございました。 

新たな方式は、「公文協公演情報＆TICKETSポータルサイト」として 

全国のほぼ全施設の公演情報発信サイトを中心に、 

公文協チケッティングサービスサイト等で構成する予定です。 

  

▼詳しくは以下をご参照ください。 

https://www.zenkoubun.jp/ticket/pdf/ticket201902.pdf 

 

▼ 公文協チケットソリューション（チケット販売システム）「公チケ」 ▼ 

https://www.zenkoubun.jp/magazine/pdf/no78_henko.pdf
https://www.zenkoubun.jp/ticket/pdf/ticket201902.pdf


http://www.kouticket.jp/ 

 

また、従前からご案内しております「公文協貸館ソリューション」（公貸館） 

につきましては、トライアル（無料試用）利用ができるようになりました。 

 

お問合せ・お申込みは、下記の URLをご覧ください。 

▼ 公文協 貸館ソリューション（施設予約システム）「公貸館」 ▼ 

http://www.koukashikan.jp/ 

 

▼ お問合せ先はこちら ▼ 

TEL：03-5565-3030 

E-mail：bunka-XXX-@zenkoubun.jp（※ -XXX-を削除したアドレスに送信してください。) 

（公社）全国公立文化施設協会 事務局 

 

 

============================== 

★公立文化施設 制度保険 

 ～資料発送と申込締切のお知らせ～ 

============================== 

 

いざという時に役に立つ、全国公文協の保険ですが、 

2019年度、賠償責任保険・災害補償保険・役員賠償責任保険の 

申込締切日は 3月 20日となっております。お手続きをお願いします。 

 

なお、2月 1日より「会員専用 制度保険 webサイト」を開設しております。 

ウェブサイト上で保険料の試算や、見積書印刷、 

申込票の作成等ができるようになりましたので、ぜひご利用ください。 

 

会員の皆様には制度保険 Webサイト専用の 

ログイン IDとパスワードを郵送でお届けしています。 

URL https://zenkoubun-hoken.net/login 

 

各種保険の詳しい内容については 

「(株)芸術の保険協会」（TEL: 03-6712-6219）まで 

お問い合わせください。 

 

【各種保険の申込締切日】 

賠償責任保険・災害補償保険：3月 20日（水） 

自主事業中止保険（6月開催公演）：4月 10日（水） 

役員賠償責任保険：3月 20日（水） 

http://www.kouticket.jp/
http://www.koukashikan.jp/
https://zenkoubun-hoken.net/login
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 【２】 新会員のご紹介 
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平成 30年度・31年度（2019年度）入会の新会員をご紹介します。 

 

◎正会員 

埼玉県 美里町遺跡の森館 

http://www.town.saitama-misato.lg.jp/life/study/morikan.html 

 

◎賛助会員 

東京都 横田明子 

東京都 株式会社アカシック 

https://akashic.co.jp 

株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

https://www.kpb.co.jp 
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 【３】ピックアップ 
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================================== 

★2020東京オリンピック・パラリンピック 

 「日本博」始動！ 

================================== 

 

去る 3月 3日に、国立劇場で日本博の旗揚げ式が開催されました。 

日本博は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成や 

訪日外国人観光客の拡大等も見据えつつ、 

日本の美を体現する我が国の文化芸術の振興を図り、 

その多様かつ普遍的な魅力を発信するため、日本全国を舞台に展開されます。 

競技大会開催まで 500日を切り、これから日本博の準備も本格化します。 

 

▼ 日本博のサイトはこちら ▼ 

https://www.ntj.jac.go.jp/nihonhaku/ 

 

 

 

http://www.town.saitama-misato.lg.jp/life/study/morikan.html
https://akashic.co.jp/
https://www.kpb.co.jp/
https://www.ntj.jac.go.jp/nihonhaku/


========================================= 

★2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル 

  (第 20回アシテジ世界大会) 参加館募集 

========================================= 

 

2020年春、日本で初めて「アシテジ」（国際児童青少年舞台芸術協会） 

世界大会が開催され、子どもと文化に関わる専門家が世界中から集まり、 

現在、そして未来の子どもたちのための芸術文化のあり方について話し合います。 

 

また、未来フェスは、東京だけでなく日本各地でも 

その地域に合うさまざまなかたちで展開します。 

日本全体で子どもと文化を語り合うプラットフォームとなり、 

日本と世界の児童・青少年舞台芸術の新しい一歩が、はじまります。 

 

詳細はこれから決まってまいりますが、現段階で、当事業の趣旨に賛同し、 

未来フェスに参画を希望される会館を募集しますので、ご検討ください。 

 

▼ 詳細は以下をご覧ください ▼ 

https://www.zenkoubun.jp/event/info_161.html 

 

 

=============================== 

★労働安全衛生法施行令の一部改正 

 ～本年 2月 1日から施行されています～ 

=============================== 

 

労働安全衛生法施行令の一部と、 

安全衛生特別教育規程等の一部が改正され、 

2019年 2月 1日から施行・適用されています。 

 

主な改正点には以下が挙げられます。 

各施設の運営にあたっては、ぜひご注意ください。 

 

・労働安全衛生法第 42条の対象となる機械等から 

 いわゆる「U字つり」の安全帯を除くため安全帯 

 （墜落による危険を防止するためのものに限る）」を 

 「墜落静止用器具」に改めること。 

 

・同法 59条に基づき安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない 

 危険又は有害な業務に、「高さが 2メートル以上の箇所であって 

https://www.zenkoubun.jp/event/info_161.html


 作業床を設けるところが困難なところにおいて、 

 墜落静止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務 

 （ロープ高所作業に係る業務を除く。）」を追加すること。 

 

▼ 詳細は、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください ▼ 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-

Anzenka/0000212920.pdf 

 

 

============================ 

★チケット不正転売禁止法 

 ～本年 6月 14日に施行されます～ 

============================ 

 

「特定興行入場券の不正転売の禁止とその防止等に関する措置等の法律」が 

本年 6月 14日に施行されます。 

 

この法律では特定興行入場券の不正転売や 

不正転売目的での譲受けが禁止されるだけでなく、 

興行主等に対しても、興行入場券の適正な流通が確保されるよう 

必要な措置を講ずる努力義務等が定められています。 

 

施設ご担当者様には啓発用ポスターをお送りしますので、 

本法律の周知にご協力をお願いいたします。 

 

▼ 詳細は、文化庁のウェブサイトをご覧ください ▼ 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html 

 

 

================================= 

★第 25回ニッセイ・バックステージ賞  

  ～候補者募集のお知らせ～（4月 30日締切） 

================================= 

 

（公財）ニッセイ文化振興財団は、舞台芸術を裏から支え、 

優れた業績を挙げている舞台技術者＝「裏方さん、職人さん」を顕彰する 

「ニッセイ・バックステージ賞」を運営しています。 

 

本年、第 25回の表彰候補者を公募しています。（3月 1日～4月 30日） 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000212920.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000212920.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html


舞台づくりに貢献し、優れた業績を挙げておられる候補者の方を 

この機会に是非ご推薦ください。 

 

▼ お問い合わせは（公財）ニッセイ文化振興財団まで ▼ 

URL：http://www.nissaytheatre.or.jp/outline/business.html#nba 

TEL：03-3503-3115 FAX：03-3581-3493 

担当：藤森 

 

 

============================= 

★さいたま舞台技術フォーラム 2019 

============================= 

 

さいたま舞台技術フォーラム 2019を以下のとおり開催いたします。 

  

テーマ：貸館業務と劇場スタッフについて～みなさん、どうしてますか？～ 

     第一部「貸館業務における劇場スタッフの関わり方～各館からの事例報告～」 

     第二部「あるべきルールづくりを考える～パネルディスカッション～」 

 

日時：3月 27日（水）13:00～16:30（開場 12:30) 

会場：彩の国さいたま芸術劇場 映像ホール 

参加費：無料 

問合せ：彩の国さいたま芸術劇場 市川 

    TEL：048-858-9645 

e-mail：ichikawa-s-XXX-@saf.or.jp 

（※ -XXX-を削除したアドレスに送信してください。) 

 

お申込み：件名を「舞台技術フォーラム参加」として 

     氏名、所属/担当業務、連絡先（電話/メールアドレス）を明記のうえ 

     FAX、メールにてお申し込みください。 

     FAX：048-858-5782 

e-mail：tada-h-XXX-@saf.or.jp 

（※ -XXX-を削除したアドレスに送信してください。) 

 

▼ パネリストを含む詳細は、以下をご確認ください ▼ 

http://www.saf.or.jp/arthall/stages/detail/6461 

 

 

 

 

http://www.nissaytheatre.or.jp/outline/business.html#nba
http://www.saf.or.jp/arthall/stages/detail/6461
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 【４】 助成等に関する情報 
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現在募集中の助成・活動支援等に関する情報を紹介します。 

そのほか締切まで期間のあるものは公文協ウェブサイトにも掲載しております。 

あわせてご覧ください。 

https://www.zenkoubun.jp/support/grant/index.html 

 

★☆★ 助成情報【 新規掲載 】 ★☆★ 

 

================================== 

★芸術文化振興基金 国内映画祭等の活動 

 （5月 24日受付開始、5月 31日締切） 

================================== 

 

映画芸術の普及・発展に寄与する目的で開催される大規模で優れた映画祭や、 

日本映画の特色ある上映活動に対して支援されます。 

 

▼ 詳細は、芸術文化振興基金のウェブサイトをご覧ください ▼ 

http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/grant/applicant/download03.html 

 

 

★☆★ 助成情報【 再掲載 】 ★☆★ 

============================== 

★ポーラ伝統文化振興財団 助成事業 

 （3月 31日締切） 

============================== 

 

伝統芸能、民俗芸能など、日本の無形の伝統文化財の 

記録や研究、保存・伝承活動において、 

有効な成果が期待できる事業に、補助的な援助が行われます。 

 

▼ 詳細はポーラ伝統文化振興財団のウェブサイトをご覧ください ▼ 

http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html 

 

  

https://www.zenkoubun.jp/support/grant/index.html
http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/grant/applicant/download03.html
http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★★★ 編集後記 ★★★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

全国公文協メールマガジン「情報フォーラム」平成 30年度第 12号 

（通巻第 91号）を最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

 

今後、全国公文協 メールマガジン「情報フォーラム」で 

取り上げてほしい内容や、「会員等からのお知らせ」で告知したいこと、 

他館に質問したいこと、共有したい情報などがありましたら、ぜひ情報をお寄せください。 

この場が皆様の情報交換の場として活用されることを期待しています。 

 

また、本メールマガジンは、どなたでもご購読いただけます。 

(申込先：https://www.zenkoubun.jp/magazine/index.html) 

劇場・音楽堂等の運営に携わっている方やご興味をおもちの方に、 

ぜひ、本メールマガジンをご案内ください。 

 

▼ ご意見・ご感想、各種ご連絡・お問い合わせはこちらまで ▼ 

E-mail：bunka-XXX-@zenkoubun.jp（※ -XXX-を削除したアドレスに送信してください。) 

 

▼ メルマガ配信のお申込みはこちらから ▼ 

https://www.zenkoubun.jp/magazine/index.html 

 

▼ メルマガ配信先アドレスの変更はこちらから ▼ 

https://www.zenkoubun.jp/form/change.html 

 

▼ メルマガ配信停止の手続きはこちらから ▼ 

https://www.zenkoubun.jp/form/cancel.html 

 

◎公演企画 Navi⇒ http://kouenkikaku.jp/ 

◎公文協公演情報＆TICKETS 

※当サイトはリニューアルのため、本年 11月以降の公演登録は休止しております。 

  ⇒ https://www.zenkoubun.jp/ticket/index.html 

 

 

-------------------------------------------------------- 

◇◇ 公益社団法人 全国公立文化施設協会 ◇◇ 

〒104-0061 

東京都中央区銀座 2-10-18 東京都中小企業会館 4階 

TEL：03-5565-3030 FAX：03-5565-3050 

E-mail：bunka-XXX-@zenkoubun.jp（※ -XXX-を削除したアドレスに送信してください。) 

URL：https://www.zenkoubun.jp 

-------------------------------------------------------- 
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