
平成２９年度	 公益財団法人大垣市文化事業団	 事業報告	

	

自	平成２９年４月	 １日	

至	平成３０年３月３１日	

	

大垣市文化事業団は、市の文化創造に寄与することをめざし、これまで、魅力ある事業の実施や適

切な施設管理に努めてきたが、平成２９年度も優れた文化芸術の提供、地域における文化芸術の継

承と活動支援、文化芸術人財の育成を活動の柱として事業を推進した。	

① 自主事業では、子どもたちに親しみのあるジブリの映画音楽コンサートや中学・高校演劇部によ
る舞台発表に加えて、認知症の進行緩和に効果があるとされる演劇情動療法に関する講座を開催

した。また、昨年に引き続き、自然科学において、市内企業と連携して、未来の博士を育てる科

学教室を実施し、科学を普及啓発する契機となった。	

② 受託事業では、大垣音楽祭や市芸術祭などの継続事業をさらに積み上げ、市民文化発展の一端を
担った。美術分野では、市所蔵品の中から動物をテーマに展示したコレクション展、日本国際ポ

スター美術館の所蔵品から生き物の行動や動作をテーマに展示したポスター展を開催し、好評を

得た。また、ジュニア油絵展は、県内唯一の油彩画公募展として、青少年による創作活動推進へ

の一助とした。	

③ 指定管理事業では、専門ホールである音楽堂を活用し、ワンコインコンサート、プライムコンサ
ート、世界を巡る音楽の旅としてヘーデンボルク・トリオの日本初公演を開催し、上質な音楽に

触れる機会の充実を図った。また、親子で楽しめる舞台公演として、しまじろうコンサート、市

民参加型事業として、市内で活動しているダンス団体を公募して発表会を行った。	

美術分野では、夏休みに水をテーマとした体験型の現代美術展覧会「プレイ！ウォーターズ」を

開催し、ワークショップや朗読会など豊富な関連企画もあわせて準備したことから盛況であった。

また、親子で絵本作りをし、作品をギャラリー展示する、うまれる絵本展を継続して開催し、子

どもたちの創作意欲を刺激する機会となった。	

自然科学分野では、コスモドームを活用した演奏会や市民天体教室、ふるさとの自然をテーマに

公募した写真を展示するフォトコンテストを継続開催するとともに、国立天文台から講師を招き、

コスモドームで講演会を実施し、参加者が宇宙に関する興味を抱く機会となった。	

④ 施設管理の面では、文化会館・学習館の施設利用案内設備をモニター化し、来館者に分かりやす
く案内できるよう利用サービスの向上に努めた。また、文化会館ロビーとピロティーにテーブル

や椅子を設置して休憩スペースを増設し、文化会館ロビーのパンフレットスタンドを改善するな

ど館内の環境整備に努めた。	

⑤ 各館事業においては、各施設の特色を活かした事業の推進を図った。歴史民俗資料館では、学習
室を活用し地域の写真家による写真展や収蔵品を用いて企画展を開催した。また、専門家を招い

ての講演会を実施した。郷土館では、屏風に描かれた書画展以下６つの所蔵品展と大垣美術家協

会協力のもと新春祝賀展を開催した。輪中館・輪中生活館では、輪中に関する講座や巡検、水ま

んじゅうづくりなどの体験教室に、子どもから大人まで幅広い年齢層の参加があり、輪中の歴史

や生活文化についての理解を深めた。金生山化石館では、企画展や講座の開催に加え、専門家に

よる講演会を実施し、金生山化石への理解を深めた。	



＜公益目的事業＞

１．自主事業

セントラル愛知交響楽団による

ジブリ音楽コンサート「ぜーんぶジブリ」

◇平成２９年８月２０日（日）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　３５４人

助成：芸術文化振興基金

中高演劇支援事業「大垣演劇祭」

◇平成２９年７月２２～２４日、２９日

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　２，３４０人

認知症に関心がある人のための

演劇情動療法

◇平成２９年６月２４日（土）

◇スイトピアセンター　スイトピアホール

◇入場者数　　　　５２人

未来の博士を育てる科学教室

◇平成２９年７月〜８月（全５回）

◇スイトピアセンターほか １）７月２１日（金）石灰を使って

◇参加者数　　　１４４人 　　　　　　　　　　バズーカ砲やロケットをとばそう

助成：子どもゆめ基金 ２）７月２７日（木）おもしろ印刷パッチンLED

３）７月３１日（月）風力発電で車を走らせよう

４）８月　３日（木）荷物の運ぱんと配送システムを知ろう

５）８月　４日（金）ひみつをさぐろう

　　　　　　　　　　～びん工場とキャンディ工場見学～

事　業　収　益　額 　　　４４５，２２０円

事　業　経　費 　１，５０８，５２９円

助成金 　　　４２７，０００円

総　収　入　額 　　　９０２，９３５円（基本財産運用益・雑収益含）

諸　　経　　費 　３，３０３，６４０円（人件費・消費税）

総　費　用　額 　４，８１２，１６９円

平成２９年度　　公益財団法人大垣市文化事業団　事業別実施報告書

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

音

楽

事

業

　映画等でよく知られたジブリの名曲鑑賞と、管弦楽の楽器紹介を楽

しめるコンサートであった。小編成による管弦楽アンサンブルのた

め、敷居が高くなく、子どもたちも気軽に楽しめた。紙でラッパを作

る企画も人気で、親子で楽しむことができた。

演

劇

事

業

　県内の高校・中学校演劇部が日頃の取り組みの成果を舞台発表し

た。また、公演に先立ち、演劇スキル向上のための研修会を開催し

た。

　認知症の非薬物治療（人の情動に刺激を与えることで認知機能の回

復を図る）について研究している東北大学医学部・藤井昌彦教授によ

る講演と、その監修下で俳優・演劇情動士の前田有作氏が仙台富沢病

院で実施している「演劇情動療法」について事例紹介をした。

科

学

事

業

　未来を担う子どもたちに、より多くの学習体験の機会を提供するた

め、大垣市内企業の協賛による科学教室等を開催した。

公１）地域文化芸術の振興、市民の生涯学習の推進及び郷土の文化財・歴史資料を活用した学習機会の提供を行う事業



２．受託事業

２０１７大垣音楽祭

◇平成２９年４月１日（土）～５月２１日（日）

◇スイトピアセンター　音楽堂・文化ホール

◇入場者数　５，２９４人

（内、スプリングコンサート　３０６人)

５月２１日（日）　大垣ブラスカンパニー

２０１８大垣音楽祭　準備

親子で人形劇・手品を楽しむ会

◇平成２９年１２月３日（日）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　３１２人

４月３０日（日）　大垣グリークラブ

５月　４日（木・祝）　音楽の風にのって

５月　６日（土）　Ａ・Ｓ・Ｃミューズ

５月　７日（日）　音楽教室アマービレ

５月２０日（土）　コールＯＮＥ

　平成３０年度に開催する「２０１８大垣音楽祭」の準備。

演

劇

事

業

　幼児・児童の豊かな情操を養うため、親子で人形劇と手品を楽しく

鑑賞する舞台を開催した。

　出演団体：大垣アマチュアマジシャンズクラブ、児童文化研究会み

つばち、人形劇団びっくり箱、和太鼓・あうん

音

楽

事

業

　１５の市民団体によるコンサート、プロとアマが共演するスプリン

グコンサートを、２カ月間にわたって開催した。

４月　１日（土）　三世代のうたごえ

４月　２日（日）　リトミックＧｉｆｕ

４月　８日（土）　合唱団ＯＭＣ

４月　９日（日）　スプリングコンサート

４月　９日（日）　大垣少年少女合唱団

４月１５日（土）　Ｔｈｅ	ＡＣＴピアノデュオ

４月１６日（日）　大垣市吹奏楽団

４月２２日（土）　いつも青春コンサート

４月２３日（日）　マリンバアンサンブル４Ｈｅａｒｔｓ

４月２９日（土・祝）　コール　ペアーレ

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容



ミズマクおおがき２０１７

〜大垣の新進美術家たち〜《前年度継続》

◇平成２９年３月４日（土）～４月９日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　５，０６６人

◇関連事業参加者数　①４０人　②　８人

　　　　　　　　　　③２３人　④３４人

大垣市コレクション展

「アニマル×ウォッチング」

◇平成２９年４月２９日(土)～６月２５日(日)

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　６，１４０人

日本国際ポスター美術館所蔵

ポスター展２０１８　～アクション～

◇平成２９年１２月９日(土)～

　平成３０年１月８日（月・祝）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　１，８４４人

第３８回　ジュニア油絵展

◇平成３０年１月２７日（土）

　　　　　～２月１８日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　７，９１８人

◇表彰式参加者　２２０人

大垣市芸術祭

◇平成２９年１０月２１日（土） １０月２８日(土)～２９日(日) 第６３回洋楽

　　　　　～１２月　３日（日） １１月　４日(土)～　５日(日) 第６３回邦楽・邦舞

◇スイトピアセンター　文化ホール、音楽堂、 １１月１２日(日) 第６３回洋舞

　	展示室４-Ａ～４-Ｃ、３-Ａ～３-Ｃ、茶室 １１月　３日(金)～　５日(日) 第２９回拓本展

	　市民会館ホール　　ほか １１月　５日(日) 第４９回市民茶会

◇入場者数　３１，５３０人 １１月　４日(土)～　５日(日) 第４７回名石展

１０月２１日(土)～１２月３日(日) 第６７回大垣市美術展

１０月２１日(土) 　　開場式（表彰を含む）

１０月２１日(土)～２９日(日) 　　一般の部　

１１月１１日(土)～１９日(日) 　　青年の部

１１月２５日(土)～１２月３日(日) 　　幼少年の部　

１１月１１日(土)～１９日(日) 第５７回大垣市文芸祭作品展

１１月１１日（土） 　　表彰式

美

術

事

業

事　業　経　費 １０，８７８，２３０円

諸　経　費 １６，３６８，９４７円（人件費・消費税）

総　費　用　額 ２７，２４７，１７７円

総　収　入　額 ２７，０３２，３００円（雑収益を含む）

　水をまき大地を潤すようにアートで市民の心を満たす試みとして、

大垣市にゆかりある若手アーティストの作品を積極的に紹介すること

を目的に、稲川江梨（絵画）、近藤洋平（造形）、ヨコヤマ茂未（絵

画）による美術作品を展示した。あわせて、①アーティストトークや

②ギャラリートーク、出品作家を講師として招きワークショップも同

時開催した（③：３月１８日／講師：稲川江梨、④：４月２日／講

師：ヨコヤマ茂未、栗木健）。

　大垣市が所蔵する美術品のうち「動物」をテーマにした３６点と新

収蔵の１１点を展示し、広く市民に紹介するとともに、地域の作家が

手がけた作品にふれ、地域文化の振興を図ることを目的に開催した。

広報物のデザインを、子どもが親しめるイメージとし、また、会場内

で配布するワークシートに親子で鑑賞する仕掛けをしたことで、前年

に比して入場者数が１，４４０人増となり大変盛況であった。

　日本国際ポスター美術館が所蔵する世界各国のグラフィックデザイ

ナーによる約１万点の作品の中から、生き物の行動や動作をテーマに

６３点を選び、展示した。家形の既存ディスプレイを利用したり、手

の届かない高さに展示するなどし、展示方法に変化をつけ、新たな視

点からポスターデザインを親しむ機会となり、多くの方に楽しんでい

ただけた。

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

　青少年の幅広い創作活動を広めるため、県内の小・中・高校・大学

生及び２０歳未満の方を対象に作品を公募し、油彩画の作品発表の場

とした。応募作品５９９点を展示するとともに、表彰式と作品講評会

を開催した。県内から広く応募があり、受賞者はもちろん、多くの子

どもたちや家族で賑わう展覧会となった。

芸

術

祭

事

業

　各種市民団体による日頃の練習鍛錬の発表とした。



３．指定管理事業

ワンコインコンサート

①田中正也おしゃべりコンサート

◇平成２９年５月６日(土）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　２４５人

②清水陽介チェロコンサート

◇平成２９年６月１７日（土）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　２６３人

③吉田篤貴ジプシー音楽＆ジャズの魅力

◇平成２９年７月１日（土）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　２７２人

プライムコンサート

①松田華音ピアノ・リサイタル

◇平成２９年１０月２２日（日）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　２０８人

②辻彩奈ヴァイオリン・リサイタル

◇平成２９年１１月１９日（日）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　２８４人

③千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

◇平成２９年１２月１７日（日）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　２８４人

世界を巡る音楽の旅

珠玉のピアノ三重奏　トリオ・ヘーデンボルク

◇平成２９年９月１６日（土）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　２７１人

音

楽

事

業

　ワンコインで気軽に上質な音楽を楽しめる機会を提供するワンコイ

ン・コンサートシリーズ。初回は田中正也ピアノコンサートを開催し

た。超絶技巧のピアノ演奏と、軽快なトークで、お客様から大変好評

であった。

　岐阜市在住の清水陽介（チェロ）のコンサートを開催した。小学生

時代に、スイトピアのロビーコンサートに出演したこともあり、中学

生になって一段と向上した演奏が聴けたと喜ぶ声が多く聞かれた。

　大垣市出身の吉田篤貴（ヴァイオリン）によるジプシー音楽のコン

サートを開催した。クラシックとは異なるジャンルの音楽を楽しむこ

とができた。

　幼少の頃に才能を見出され、ロシアで研鑽を積んだ若手実力派ピア

ニストのリサイタル。エネルギッシュで迫力のある演奏を楽しむこと

ができた。

　大垣出身の若手ヴァイオリニストで、２０１６年モントリオール国

際音楽コンクール優勝後、当館では初となるリサイタルを開催した。

確かな演奏技術を称えるとともに、幼少期から当館での出演を重ねて

きた出演者の成長を喜ぶ声も多かった。

　知名度のあるアーティストということもあり、発売当日から好調な

売れ行きで、キャンセル待ち対応をするほど盛況であった。幻の名器

ストラディヴァリウス「デュランティ」の音色を楽しめるリサイタル

であった。

　ヘーデンボルク・トリオ初の日本デビュー公演ということで、早く

から話題となり早いペースで売り切れた。兄弟ならではの息のあった

演奏と、個々の演奏技術の高さも好評であった。

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容



しまじろうコンサート

◇平成３０年２月２５日（日）　２回公演

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　１，１２４人

劇団風の子中部・げきあそびワークショップ

◇平成２９年４月１６日（日）、７月２日（日）

　１０月１５日（日）、平成３０年１月２１日（日）

◇スイトピアセンター　スイトピアホール

◇参加者数　　延１３６人

ずーまだんけ　けん玉ワークショップ

◇平成２９年９月２３日（土・祝）　２回公演

◇スイトピアセンター　スイトピアホール

◇入場者数　　延１１２人

助成：子どもゆめ基金

地域劇団公演「劇団芝居屋かいとうらんま」

◇平成２９年８月１３日（日）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　４１７人

市民参加型事業

ダンスパフォーマンス＆ワークショップ

＜ワークショップ＞

◇平成２９年７月２８日(金)、２９日（土）

◇スイトピアセンター　スイトピアホール

◇参加者数　　　２０２人

＜パフォーマンス＞

◇平成２９年７月３０日(日)

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　５３３人

助成：子どもゆめ基金

　子ども向け教材のキャラクターでもあるしまじろうのコンサートと

いうことで、認知度が高く発売当日に大部分の席が売れた。クイズに

参加したり、一緒に歌ったり、舞台と会場が一体となって楽しめるコ

ンサートとなった。

事　　業　　内　　容

　劇団風の子中部から講師を招き、大垣おやこ劇場の協力を得、親子

同士・参加者同士で交流を深め合う演劇ワークショップを実施した。

また、ワークショップ後に、簡単な交流会を開き、参加者同士の親睦

を図った。

　当初は定員４０名の予定だったが、発売２日で定員に達したので追

加募集を実施した。ずーまだんけのけん玉ショーを楽しみ、ワーク

ショップ体験もできる企画とした。ワークショップ終了後も、自由に

けん玉ができる時間を設け、参加者が交流することもできた。

　地域の劇団の活動支援として、大垣の劇団「かいとうらんま」の芝

居を上演してきたが、今回の上演は劇団創設３５周年の記念公演であ

り、主人公の青年実業家役を前年度の市民創作劇出演者が演じるな

ど、劇団と市民との発展的な交流が見られた。

　中央からプロの講師を招いて、ダンスのワークショップと市民サー

クルによるステージ上での発表会を３日間にわたって開催した。ワー

クショップについては、ダンス未経験者向けと経験者向けの２種を用

意し、また、さらなるスキルアップとして、アクロバット体験ができ

る機会を設けることで、幅広い層からの参加を得た。最終日となるス

テージ発表では、市内で活動をしているダンスチームを一般公募し

た。子どもたちの応募が多数を占めたことが特徴的であった。会場は

ほぼ満席となり大変盛況であった。

事業名　・　開催期日　・　場所

演

劇

事

業



企画展「PLAY!	WATER(S)」

◇平成２９年７月１５日（土）

　　　　　～９月１８日（月・祝）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　５，３７７人

◇関連事業参加者数　①４０人　②３２人

助成：（公財）朝日新聞文化財団

美術ワークショップ

「こどものにほんが　おとなのにほんが」

◇平成２９年８月２７日（日）

◇スイトピアセンター　創作実習室２・３

◇参加者数　２３人

助成：子どもゆめ基金

美術ワークショップ＋展覧会

「みる。かんじる。うまれる絵本展２０１７」

◇平成２９年１０月２８日（土）

　　　　　～１１月２６日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　５，４４７人

◇ワークショップ参加者数　①９７人　②８人

助成：子どもゆめ基金(ワークショップ)

デッサン講座

◇平成２９年５月２８日、６月１１日、７月２日

　９日、２３日、８月６日、(講評会)８月２０日

◇スイトピアセンター　創作実習室２・３

◇参加者数　延３９２人

次年度企画展準備

美

術

事

業

　夏休みに親子で楽しめる体験型展覧会として、水都・大垣になじみ

深い「水」をテーマにした企画展を開催した。国内外で活躍する7人の

作家による水や水辺の生物にまつわる現代美術作品を展示した。関連

企画として展覧会初日に出展作家によるアーティストトーク（①）を

行い、会期中にはワークショップ(水辺の生物を作って泳がしてみよう

（②）、科学部門との連携事業(カガクのトビラ、文学座女優による朗

読会)や化石館との連携事業を行った。多彩な関連企画が豊富であった

ことから、幅広い世代・地域の方々から高い反響があった。

　日本画家の長谷川喜久を講師に迎え、下絵づくりから、絵の具を作

り色を塗るところまで、日本画制作の基本的な全行程を体験できる

ワークショップを実施した。ほとんどの参加者が初体験であったが全

員が時間内に一つの作品を完成し講評会までを行う、大変満足度の高

いワークショップとなった。

　「みんなでつくるえほん展」をコンセプトに、作家による作品展示

だけでなく、親子で絵本作りをするワークショップ（①７月２９日・

３０日、②８月５日）を併せて開催し、作品作りを体験するととも

に、その成果を展示するという連動型の展覧会を開催した。つちやゆ

みによる「カエル」をテーマにしたコーナーを設けるなど、形にとら

われない様々な視点から手作り絵本の魅力を伝える展覧会とし、大変

好評であった。

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

　午前・午後クラスに分け、モデルによる裸婦をモティーフとした鉛

筆や木炭等によるデッサンおよび、油彩や水彩等の人物画制作を行っ

た。久保田正剛（一陽会委員）を講師に迎え、参加者の画力に合わせ

た丁寧な指導をした。幅広い世代の参加者が交流する場ともなり、互

いの作品が良い刺激となり、市美術展への応募もみられた。

　平成３０年度に開催する企画展の準備。



企画展カガクのトビラ

「透明な『やど』のやどかり」

◇平成２９年４月１日(土)～９月２７日(水)

◇スイトピアセンター

　水のパビリオン・アートギャラリー

◇入場者数　７１，８４２人

◇ワークショップ参加者数　①４９人　②１７人

助成：(一財)全国科学博物館振興財団

プラネタライブ（全５回）

◇スイトピアセンター　コスモドーム

◇入場者数　５４０人

①文学座女優によるプラネタリウム星空朗読会

　「水の中の大冒険」

◇平成２９年８月１９日（土）

助成：子どもゆめ基金

②ピアノ＆エレクトーンアンサンブル

◇平成２９年８月２６日（土）

③星と奏でるハロウィンコンサート

◇平成２９年１０月２１日（土）

③アコースティックギターの調べ

◇平成２９年１１月１１日（土）

⑤星のソムリエによるプラネタリウム生解説

◇平成２９年１２月２３日（土）

市民天体教室

◇年１２回（毎月第４土曜日）

◇こどもサイエンスプラザ４階天体観測室

◇参加者数　	５６５人

助成：子どもゆめ基金

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

科

学

事

業

　さまざまな科学分野を紹介する「カガクのトビラ」。今年度は「生

物」の分野から、透明な殻を背負ったヤドカリの生態展示とあわせ

て、「PLAY!	WATER(S)」会場内でも関連展示を実施した。アーティス

トAKI	INOMATAによる生態作品や映像、写真や立体作品などを紹介し、

併せて、金生山化石館が所蔵するアンモナイトの化石を紹介するな

ど、特色ある展示となった。関連事業として①８月１０日オカヤドカ

リの飼育教室、②８月１３日アンモナイトの化石磨き教室も行い、さ

まざまな角度から展示を楽しんでいただけた。

⑤冬の星座をテーマに、ユーモアあるクイズや映像で星や宇宙の楽し

み方がよくわかる解説を行い、子どもたちへの天文教育普及の機会と

なった。

②学校連携企画として大垣女子短期大学のピアノ＆エレクトーンアン

サンブルクラブの学生を招き、子どもにも人気のある曲をピアノや迫

力ある電子オルガンの演奏を楽しむ機会となった。

　公募し選定した出演者によるコンサート等を、その日の夜に見られ

る星空の演出プログラムの上映とともに開催した。併せて朗読会も実

施した。

①アートギャラリーで開催の「PLAY!	WATER(S)」関連事業として水を

テーマとした作品を映像と合わせて朗読を聴き、また、歌遊びの体験

型のワークショップも行うなど、来場者が一体となって楽しんでいた

だけた。プロによる朗読は好評であった。

③ハロウィンをテーマとし、参加者である子どもたちが歌ったり踊っ

たりして楽しんでいただき、好評を得た。

④プラネタリウムで映し出される星空のもと、プラネタリウムならで

はのプロによるギター演奏が好評であった。

　天文の普及と星空の美しさを理解してもらうため、コスモドームで

の星空解説と、天体望遠鏡を使用しての天体観測を行った。スペシャ

ル版として２回、それぞれ専門家による解説で学ぶ機会を設けた。



おもしろ科学教室

◇こどもサイエンスプラザ２階工作室・実験室

◇年１５回(５月～１２月　日曜日）

◇参加者数　３０２人

助成：子どもゆめ基金

博士が教える科学教室

１３８億光年宇宙の旅

　　～つながっている宇宙・社会・いのち～

◇平成２９年１０月２９日（日）

◇スイトピアセンター　コスモドーム　ほか

◇入場者数　１２３人

ふるさとの自然フォトコンテスト入賞作品展

◇平成２９年７月２２日（土）～８月３１日(木)

◇水のパビリオン　ラウンジ

◇入場者数　２９，１９６人

水のパビリオン活性化事業

◇平成２９年５月３日～平成３０年３月１２日

◇スイトピアセンター　水のパビリオン

◇入場者数　１１０，７０２人

コスモドームギャラリー常設展

◇通年

◇コスモドームホワイエ

◇入場者数　４１，１７４人

大垣城

		大垣城の管理運営事業

◇入館者数　　７７，３８３人

　　　　　　　　　　　　　２５，８６０，８０３円

　　　　　　　　　　　　　１７，９７３，８９１円

事業収益額 　　９，２３８，２８１円

助成金・補助金・協賛金 　　３，３９４，１０８円

事　業　経　費 　２３，４７５，０９２円

諸　　経　　費 　３８，５４５，２７１円（人件費、消費税）

事業共通経費 　２５，１５８，９５５円

総　費　用　額 　８７，１７９，３１８円

科

学

事

業

　こどもサイエンスプラザの実験室、工作室で科学的な原理について

実験などを通して学び、科学教育の増進の一環として実施した。

　未来を担う児童生徒の科学的理解をより深めるため、国立天文台講

師による講演会・天体教室を開催した。想像をはるかに超える神秘の

世界をわかりやすく説明し、幅広い年齢の参加者に興味関心を持って

いただく機会となった。

　ふるさとの自然をテーマにした写真の募集および入賞作品の展示を

行うことにより、恵まれた西美濃の自然を再認識する機会とした。

　市民環境保護団体による西美濃の自然、生物、植物に関する展示を

行うことにより、ふるさとの自然、生物に興味関心を持っていただく

機会とした。

　天文教育普及を意図し、ロケットや探査機のパネル展示、天体関連

書籍や絵本の紹介、参加体験型の展示に加え、専門家による写真展を

行った。

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

施設使用料・雑収益 　８０，７１４，２２５円（指定管理料を含む）

総　収　入　額 　９３，３４６，６１４円

事　　業　　内　　容

		大垣城の管理運営事業

総　費　用　額

総　収　入　額

事業名



歴史民俗資料館

写真展「四季彩々」

◇平成２９年５月６日（土）～６月４日（日）

◇入場者数　１，７６９人

作品展「折り紙・習字・手芸展」

◇平成２９年６月１０日（土）～６月１８日（日）

◇入場者数　３７８人

歴史講演会

◇平成２９年６月２５日（日）　

◇文化会館会議室２

◇参加者数　７９人

連続講座「古墳の基礎知識Ⅳ」

◇平成２９年７月１６日(日）

　平成２９年９月２４日(日)現地巡検

◇参加者数　６１人

絵俳句展「あるがままに　素直に」

◇平成２９年９月９日(土)～９月２４日(日)

◇入場者数　１８３人

所蔵品展「アンティークくらしの道具」

◇平成２９年１０月７日（土）～１１月１９日（日）

展示解説　10/8.22(日)　11/3(金・祝).12(日）

◇入場者数　６６３人

企画展「和凧の世界」

◇平成２９年１２月９日（土）

　　　　　　　～３０年１月２１日（日）

◇入場者数　３６７人

れきみん座談会「村の祭り②」

◇平成３０年２月２４日（日）

◇参加者数　４０人

子どもの日特別体験

◇参加人数　合計　１６１人

親子体験教室

◇３種類　年４回実施

◇参加者数　合計　４０人　

体験コーナー（ミニチュア消しゴム作り）

◇通年実施

◇体験者数　合計　５１人

　竿秤つくり、天秤棒かつぎ、火打ち石による火おこしとあられつく

り、洗濯板とたらいを使っての洗濯体験。

７月３０日（日）　						　　　「昼飯大塚古墳の模型を作ろう」

　８月６日（日）・１１日（祝）「勾玉作りに挑戦しよう」

１２月３日（日）　						　				「火ばちであたたまろう」

昼飯大塚古墳・粉糠山古墳・美濃国分寺鬼瓦のミニチュア消しゴムの

手作り体験を随時実施。

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　１９，８１５，５４６円

　　　　　　　　　　　　		１１，８５２，８４２円

事　　業　　内　　容

５月３・４・５日(水・木・金)「むかしの道具を使ってみよう」

　常設展示されていない所蔵品の中から、明治・大正・昭和の「くら

しの道具」を展示・紹介した。併せて、大垣市指定重要有形民俗文化

財の「浄瑠璃人形」を特別公開した。見ることがなくなった道具を、

実際目にして様々な感想を聞くことができた。また、大垣の浄瑠璃人

形関係の資料展示も、当時をしのぶ機会になった。

　凧研究家　村瀬光芳氏制作、いろいろな動物や妖怪が描かれた凧約

４０点とダイヤ凧の展示。この時期によりふさわしい企画展となっ

た。毎年恒例となっている干支の切り絵体験、凧総選挙、凧クイズも

実施した。

　最初に青墓大太鼓踊りと表佐太鼓踊りについて概要を聞き、その後

座談会に移った。さまざまな視点からの意見交換があり好評であっ

た。また、各地区の様子について知ることができ、よい交流の機会に

なった。

事業名・開催期日・場所

　郷土の写真家　安田敏彦氏が撮影した四季の自然パネル38枚を展

示。多くの写真愛好家も訪れ、魅力的な写真に見入っていた。どれも

実際その場所を訪れたくなるような気持にさせる写真展であった。

　地域の文化愛好者の作品と子どもの習字作品を展示。手作りの良さ

を十分に感じることができた作品ばかりで、地元の方の協力を得て進

めることができた。折り紙体験を楽しみにみえる方も多くあり、大変

好評であった。

　大阪芸術大学教授	西岡陽子氏を講師に「西濃地方における太鼓踊

り」と題した講演。揖斐川町内の太鼓踊りを中心に概説と事例を紹

介。太鼓踊りの写真や動画も織り交ぜて説明され、視覚的にもわかり

やすかった。

　昨年に引き続き、文化振興課　中井正幸課長による古墳について詳

しく解説した講座。今年度は、犬山・鵜沼地区の古墳について事前学

習をし、現地巡検を実施した。多くの参加者があり、大変好評であっ

た。

　日々のくらしの中で心動かされる事象を読んだ俳句に絵を添えた絵

俳句を24点展示。俳句に絵を添えられた1枚1枚は、一体感があり、そ

の場面を浮かべることができ、とても温かい気持ちになれたという声

を聞くことが出来た。

総　収　入　額



郷土館

所蔵品展　「屏風に描かれた書画展」

平成２９年４月８日（土）～５月２１日（日）　

◇入場者数　４，４２５人

所蔵品展　「戸田良直・道子夫妻の日本画展」

平成２９年５月２７日（土）～７月２日（日）　

◇入場者数　２，３００人

所蔵品展　「関ヶ原合戦と大垣展」

平成２９年７月８日（土）～９月１０日（日）

◇入場者数　４，６５６人

所蔵品展　「郷土の書人展」

平成２９年９月１６日（土）～１１月５日（日）

◇入場者数　２，５２８人

所蔵品展　「氏庸と大垣藩ゆかりの書画展」

平成２９年１１月１１日（土）

　　　　　　　　　　　～１２月１７日（日）

◇入場者数　１，５６７人

企画展　「新春祝賀美術展」

平成３０年１月４日（木）～２月４日（日）

◇入場者数　９７７人

所蔵品展　「錦絵と引札展」

平成３０年２月１０日（土）～３月２５日（日）

◇入場者数　２，１８６人

２階画廊展示

◇年１０回

　　　　　　　　　　　　　１９，７１６，６７３円

　　　　　　　　　　　　　１６，６７９，５３５円

	2月	8日（木）～	3月	4日（日）「大垣の文化財･史跡写真展」

	3月	8日（木）～	4月	8日（日）「城の写真・切り絵展」

	7月15日（土）～	8月21日（月）「郷土の拓本展」

	8月24日（木）～10月22日（日）「芭蕉句碑写真展」

10月26日（木）～12月17日（日）「旧街道風物写真展」

	1月	4日（木）～	2月	4日（日）「新春凧展」

事　　業　　内　　容

大垣市郷土館が所蔵したり、預託をうけたりしている郷土ゆかりの作

家や文人等が屏風に描いたり、屏風に装丁したりした書画や郷土に関

わる歴史等が描かれた屏風を展示し、屏風ならではの迫力ある書画を

紹介した。

	4月13日（木）～	5月14日（日）「大垣祭軕スケッチ展」

	5月17日（水）～	6月14日（水）「市の花”サツキ”写真展」

戸田良直（1895～1971）・道子（1902～1992）夫妻の日本画を展示。

良直は、大垣藩最後の家老戸田鋭之助の二男で、銀行を退職後、妻道

子（洋画家矢橋六郎姉）と、渥美芙峰に師事し、にじみ絵の技法「芙

峰流」による作品を多く残した。ゆっくりと墨をにじませながら描い

た、墨絵ぼかしのような味わいが特徴である二人の作品を紹介した。

関ヶ原合戦における大垣の役割を追求した展示であった。中心展示作

品は、関ヶ原合戦図屏風や絵巻であった。「大垣決戦」「舞台は関ケ

原へ」「おあむ物語」「大垣周辺ゆかりの地」の４部構成とした。

郷土の書人９名の代表的な作品２５点を展示し、一人一人の略歴・実

績を紹介した。

八代藩主氏庸公の画軸を中心に、歴代藩主と大垣藩ゆかりの人物の書

画を展示した。

西濃地域を拠点に各分野で活躍中の作家を紹介するとともに、郷土ゆ

かりの先人たちが残した新春を寿ぐにふさわしい作品を展示した。

		郷土館が所蔵する「錦絵」（江戸時代に創始された多色刷浮世絵版

画）２１点と地元の「引札」（商店の広告などを摺物にして配った）

５点を展示した。

総　費　用　額

総　収　入　額

	6月21日（水）～	7月13日（木）「輪中写真展」

事業名・開催期日・場所



　輪中館・輪中生活館

輪中講座①②

◇第１回　平成２９年５月２７日(土)　

◇第２回　平成３０年１月２７日(土)

◇参加者数　第１回９３人、第２回９０人

　　　　　　計１８３人

輪中生活館　体験教室

◇年４回

◇参加者数　１１０人

輪中巡検①・②

◇第１回　平成２９年　６月１１日（日）

◇第２回　平成３０年１０月１８日（水）　

◇参加者数　第１回４３人、第２回４１人

　　　　　　計８４人

輪中博士になろう－大垣輪中巡り－

◇平成２９年７月３０日（日）　①		８：３０～

◇参加者数　　１５人

第９回輪中ポスターコンクール

◇平成２９年１２月３日（日）

　　　　　　　　　～３０年１月１５日（月）

◇入場者数　　１，６４５人

　　　　　　　　（ポコ・ア・ポコと遊ぼう）／３０人

事　　業　　内　　容

　輪中の教育普及活動の一環として、講師を招き開催する講座。

　第１回は岐阜聖徳学園大学教育学部学部長秋山晶則氏により「木曽

三川治水史をめぐる成果と課題」という演題で講演を行った。一昨年

逝去された伊藤安男先生の業績を偲び、随所にその著書や論考を紹介

しながらの講話であった。差別的治水策に関わる御囲堤、災害と住民

対応に関する地域社会について、治水思想に関わる宝暦治水につい

て、の３つの論点から資料、図絵などで分かり易く解説された。

　第２回は愛西市佐織公民館館長石田泰弘氏により「水と共に生きて

きた－尾張から考える－」という演題で講演を行った。水との共生と

尾張側から見た御囲堤・治水工事という今までの講演とは違う観点か

らの内容で地図と映像により具体的に解説された。

７月　７日(金)：水まんじゅうづくり／３８人

　　　　　　　　　　　　１３，４７３，０４３円

　大垣の伝統的和菓子「水まんじゅう」づくりを体験した。

７月１５日(土)：寺子屋土曜塾

７月２２日(土)：寺子屋土曜塾

　輪中生活館で家族とともに調理をしたり、遊んだりして、水都大垣

の食文化やいろいろな工夫や知恵を見つける楽しい学校（寺子屋）を

体験した。

１０月２１日(土)：ふるさとの心体験「箱ずし」づくり／１８人

　大垣輪中研究会会員を講師とし、根古地決壊跡、大巻薩摩工事役館

跡、本阿弥新田助命壇、津島神社、小判山、鵜多須代官所跡、馬飼頭

首工等の輪中・御囲堤関係の史跡を見学した。それぞれの場で詳しく

分かり易い説明により参加者は輪中の歴史・文化と御囲堤について学

ぶことができた。参加希望者が多くあり、２回実施することで要望に

応えることができた。参加者から「知らなかったことを分かり易く学

ぶことができた」「適度な行程で楽しかった」などの感想があり好評

であった。

　川や池でとれる魚や野菜を使って、輪中地域の伝統的な押し寿司を

を作った。

　夏休みに郷土大垣の特色ある輪中の歴史と文化、先人の業績を学ん

で欲しいという願いから実施した事業。できるだけ多くの子どもたち

が参加できるように午前の部と午後の部の２回実施を企画した。曽根

押堀、決壊碑、水防倉庫、切割、伊藤伝右衛門顕彰碑、釜笛水屋群、

輪中館・輪中生活館、自噴水等、輪中関係施設や史跡を見学した。参

加者は講師の大垣輪中研究会員による説明を聞いて質問するなど興味

関心をもって参加していた。

　輪中に対する関心を高めるポスターを募集し展示した。１４校の小

学校から、４３５点の応募があった。学年全体で取り組んでいただけ

た学校もあった。輪中の学習と関連付けたり、地域の歴史をふまえた

りした作品が多く、社会科や「ふるさと大垣科」などにおける学校で

の指導が生かされていた。

　　　　　　　　　　　　１８，７６２，５１２円総　費　用　額

総　収　入　額

事業名・開催期日・場所

　																												②１３：３０～

　　　　　　　　（親子で水まんじゅうづくり）／２４人



　金生山化石館

わくわく体験

◇通年実施

◇体験者　　個人３５９人　　団体１４７人

前期企画展「巨大二枚貝シカマイヤ」

◇平成２９年５月３日（水）～９月１１日（月）

◇入館者数　　２，３７５人

後期企画展「貝殻の魅力」

◇平成２９年１０月７日（土）

　　　　　　～平成３０年１月３１日（水）

◇入館者数　　１，９６５人

金生山自然講座

◇前期　平成２９年７月９日、１６日、２３日

◇後期　平成２９年１０月１５日、２２日、２９日

◇参加者数　前期　延６１人　後期　延６人

化石講演会「多様な古代ザメたち」

講師：高桑裕司氏（群馬県立自然史博物館）

◇平成３０年２月１１日（日・祝）

◇聴講者　　６５人

赤坂港会館

		赤坂港会館の管理運営事業

◇入館者数　１,７５８人

総　収　入　額

　　　　　　　　　　　　　　９，１７１，１５０円

事　　業　　内　　容

		赤坂港会館の管理運営事業

　　　　　　　　　　　　　　４，０１６，８２１円

　　　　　　　　　　　　　　３，６４１，０００円

　これまでに産出したシカマイヤ化石は断片的であり、その姿を復元

することは困難を極めていたが、多くの標本から高いレベルで復元で

きたので、良質の標本と研究者の出会いで復元されたシカマイヤの姿

と良質の標本に解説を加えて、紹介した。

　金生山は、古代のサンゴ礁に生息した貝化石の一大産地としても著

名な場所で、多様な化石を展示している。この企画展では現在のサン

ゴ礁に生息する多様な貝類の展示解説を行い、化石種と比較できる展

示として紹介した。

　化石や陸貝の採集、観察、鑑定、顕微鏡観察等をテーマとした体験

実習及び金生山化石館の見学などを行った。前期、後期とも３種類の

講座を準備して実施した。なお、人気のある化石採集は前期・後期と

もに実施をした。

　「～金生山にもサメがいた！～」と題して「軟骨魚類とは」「軟骨

魚類の進化」についての解説と金生山の軟骨魚類化石とその特徴から

当時の金生山の環境までを紐解いた詳しい解説を伺った。

　　　　　　　　　　　　　　９，０４６，３０３円

事　　業　　内　　容

　ペーパーウェイトつくり（化石磨き）、レプリカつくり、化石ク

リーニング、化石片を用いたアクセサリーつくりなどの体験活動を実

施した。

総　費　用　額

総　収　入　額

総　費　用　額

事業名

事業名・開催期日・場所



貸館事業

◇利用回数　文化会館・学習館　　９，７５６回

　　　　	　	市民会館　　　　　		２，１３５回

＜収益事業等＞

（収１）公益目的事業以外の貸館事業

◇利用回数　　文化会館・学習館　　３４６回

	　					　　		市民会館　　								４５２回

（収２）専用駐車場の管理運営事業

（他1）スイトピア友の会事業

◇会員数　一般会員（１９５人／２５５口）

　　　　　法人会員（３７社／３９口）

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　　２，３８８，１８９円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　　　　８７２，０００円

事　　業　　内　　容

陶芸窯利用認定講習会

　利用者に陶芸窯の安全な取扱いを理解していただくための講習会を

開催。

	　	<利用認定期間　３年＞

◇平成２９年１２月１０日（日）

◇スイトピアセンター　学習室３－１、窯場

◇入場者数　１４人

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　２２，５９３，６５０円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　４２，３０５，８７４円

事業名 事　　業　　内　　容

　情報誌「スイトピア・ドロップス」の発行を年４回行うなど、事業

団事業の紹介に努めた。

事業名 事　　業　　内　　容

スイトピアセンター専用駐車場の管理運営事業

◇駐車利用台数　　　１８５,０６６台

　スイトピアセンター専用駐車場の管理運営事業。

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　１４，６５６，２６５円

事業名 事　　業　　内　　容

公益目的事業の貸館事業

　文化会館・学習館及び市民会館の貸館事業。

公益目的事業以外の貸館事業 　文化会館・学習館及び市民会館の貸館事業。

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　１６，５５３，７２２円

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　２３７，０３３，２９０円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　２３５，１０５，０２９円

事業名

スイトピア友の会事業
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