
  

公益財団法人 河内長野市文化振興財団 

令和４年度 事業計画書 

 

 河内長野市における芸術文化活動を総合的に振興することにより、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ことを目的に以下の事業を実施して参ります。 

 令和４年度は１月から３月の間、河内長野市立文化会館の大規模改修が予定されています。

３ヶ月間の臨時休館中も文化芸術に触れる機会を絶やさぬよう市内各施設を活用し文化振興事

業を実施して参ります。 

 

Ⅰ．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） 

 

【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 

8月 7日（日） 
ラブリーホール・オリジナル・ミュージカル Vol.11 

OZ ～オズの魔法使い～ 
大ホール 

9月 11日（日） 奥河内音絵巻 2022 大ホール 

 

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） 

鑑賞するだけではなく、実際に舞台に立つことや企画運営に参加する事で、市民が文化に直接

触れ、ひとと人をつなぐ機会をより積極的に創出することを目的に以下の事業を実施します。 

本年度はラブリーホール開館３０年を記念する年です。３０周年を楽しくお祝いし、ラブリー

ホールをご利用の皆様への感謝を込めて家族で楽しめるイベントを開催します。 

 公  演  日 公  演  名 会 場 

4月 23日（土） 
ラブリーホール開館 30周年記念式典 

コンサート＆トークセッション 他 
大ホール他 

5月 29日（日） 
河内長野ラブリーホール合唱団演奏会 

ロッシーニ作曲「小荘厳ミサ曲」  
大ホール 



  

10月 10日（月・祝） 
「ラブリーハロウィーン in かわちながの 2022」 

仮装!?ファミリーコンサート 他 
大ホール 他 

12月 1日（木） 

～25日（日） 
ラブリーホール・クリスマスイルミネーション 2022 

ラブリーホール前 

他 

通 年 ロビー展示 市民プラザ 

 

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） 

  年間を通じ継続的に芸術文化に触れる機会を提供することを目的に、ラブリーホールの特徴的

事業である教室運営型事業を以下のとおり実施します。 

令和４年度も引き続き新型コロナウイルス感染症対策を徹底しレッスンを行います。通常レッ

スンに加え、参加者の更なるステップアップを図るための発表の場を設けます。 

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・ 

小ホール 他 

12月 25日（日） ミュージカルスクール「歌とダンスの発表会」 大ホール 

通 年 「Andre のこぎり音楽教室」 
大ホール 

ホワイエ 他 

調整中 「Andre のこぎり音楽教室」発表会  
大ホール 

ホワイエ 

通 年 「ラブリーホール・ゴスペルクワイア Make Us One」 小ホール 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 

舞台 他 

調整中 「フィドル教室＆伝統音楽教室」発表会  大ホール 

 

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） 

地域のアーティストを発掘・育成し、アーティストに発表の場を提供するとともに、地域に紹

介することを目的に以下の事業を実施します。 

公  演  日 公  演  名 会 場 

6月 25日（土） ラブリーホール新人演奏会 2022  大ホール 

調整中 ロビーコンサート【2公演を予定】 
大ホール 

ホワイエ 

 

 



  

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） 

   ホールにお越しいただき、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に、

カジュアルなクラシックコンサートからエンターテインメントまで幅広いジャンルの公演を実施

し、市民の異なるニーズの対応に努めます。その他、臨時休館中についても、市内公共施設等を

利用して、幅広いジャンルの公演や多彩なワークショップを実施する予定です。 

公  演  日 公  演  名 会 場 

 

4月 17日（日） 

7月 24日（日） 

11月 20日（日） 

＜カフェ・コンチェルト 2022＞ 

Vol.1「spring Rhythm (スプリングリズム)」 

Vol.2「summer Harp (サマーハープ)」 

Vol.3「autumn Jazz (オータムジャズ)」 

大ホール 

 

4月 14日（木） 

    他 

＜シネマｄｅラブリーシリーズ＞ 

「梅切らぬバカ」他 11本予定 
大ホール他 

4月 29日（金･祝） 大阪交響楽団無料公開リハーサル 大ホール 

5月 15日（日） 
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Ⅺ 過ぎ去りし時を求めて 
大ホール 

5月 21日（土） 
おどろき！はっけん！たのしい！ 

カラフルくらしっく LIVE!! 
小ホール 

6月 12日（日） 
Fantastic Orchestra! 

～名シーンがよみがえる、珠玉の映画音楽～ 
大ホール 

8月 28日（日） 鑑賞型コンサート① 大ホール 

9月 25日（日） 倭太鼓飛龍 コンサート（仮称） 大ホール 

10月 1日（土） 鑑賞型コンサート② 大ホール 

10月 15日（土）  南河内 JAZZフェスティバル 2022 小ホール 

調整中 第 69回らぶりい寄席 調整中 

調整中 鑑賞型コンサート③ 大ホール 

調整中 鑑賞型コンサート④ 大ホール 

調整中 キックスコンサート（仮称）【2公演を予定】 キックス 



  

調整中 ワークショップフェスティバル（仮称） キックス他 

 

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） 

アウトリーチ事業では、興味・関心がないと触れる機会の少ない「芸術・文化」に子どもの

ころから間近で触れる機会を提供します。そして、アウトリーチでの経験が与える感動や関心

によって個々の価値観や感性を磨くきっかけを与え、素直で感性豊かな子どもを育み、地域を

活性化することを目的とします。 

令和４年度は、プロのオーケストラ奏者と交流でき、実際に楽器に触れたりすることに特化し

た体験型プログラム及び音楽の生演奏を鑑賞する機会を提供する鑑賞型プログラムの他、新たに

日本が世界に誇れる伝統楽器、三味線の体験プログラムを提案いたします。その他、臨時休館中

には、市内公共施設や福祉施設の要望に合わせたアウトリーチ企画を提案し実施する予定です。 

 

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ことにより、健全な地域社会の発展を目的に以下の事業を実

施します。 
 

(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置き、

地域文化の振興を目指した協働体制を推進します。「第６８回河内長野市文化祭」［１０月

２８日(金)～１１月６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

加えた三者主催事業として実施します。また、文化連盟独自事業「夏休み子ども体験教室」

等の実施をサポートします。 
 

(2)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。令和４年度は、以下の

事業を実施予定です。 

公  演  日 公演名 及び 主催者名 会 場 

5月 22日（日） 
河内長野フィルハーモニック 第 4回定期演奏会  

主催：河内長野フィルハーモニック 
大ホール 

7月 3日（日） 
オカリナのうたごころ 6  

主催：Ｈ＆I music 
小ホール 

 

 (3)芸術系大学とのインターンシップ 

  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、芸術文化及び教育に携わる人材の育成に努めます。 

 

(4)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「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「Facebook（フェイスブッ

ク）」に加え、新たに「Twitter（ツイッター」」「Instagram（インスタグラム）」を積極

活用し、公演情報のみならず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

どを交えて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事業をより身近

に感じていただけるよう努めます。 

 

(5)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」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。 

 

(6)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」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。 

 

Ⅱ．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 

２．レストランの運営 

３．友の会運営 

４．その他事業の実施 

 

【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 

事業者の撤退を受け、引き続き今年度もレストランは休止いたします。新たな利用形態も含め、

令和５年度からのレストラン施設の有効活用を目指し、河内長野市教育委員会と協議してまいり

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つなげます。 

 



  

４．その他事業の実施 

(1)自動販売機の設置 

(2)有料ロッカーの貸与 

(3)コピーサービス等の実施 

(4)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。 

 


