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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て魅力ある事業の実施や

適切な施設管理に努めており、平成３０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、事業を推進した。	

① 自主事業では、市制１００周年記念事業として、石丸幹二ほかトップレベルの俳優
や演奏家が出演した音楽劇「兵士の物語２０１８」、高嶋ちさ子や松田龍平など著名

人が出演したヴァイオリンコンサートならびに演劇公演。大垣出身の作家・中村航

を招いて実施した小説講座では、郷土大垣を舞台とする短編小説を受講者が書き上

げ、作品集として刊行した。また、昨年度に引き続き、中学校演劇部による演劇大

会を開催するとともに、自然科学分野においては、市内企業と連携した未来の博士

を育てる科学教室を実施し、科学の普及啓発に努めた。	

② 受託事業では、大垣音楽祭や大垣市芸術祭などをさらに積み上げ、市民文化進展の
一翼を担った。美術分野では、市所蔵品の中から植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フェスティバル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、ピアノ四重奏団アンサンブル・ラロによる室内楽コンサートを

開催した。また、ファミリーコンサートとして、ミッフィーの音楽会ほか親子で楽

しく参加できる音楽ワークショップなどを実施した。	

美術分野では、夏休みに親子を対象とした体験型の展覧会「瀬畑亮・セロテープア

ート展」の開催に際し、展示に加えワークショップや工作コーナーを併設したため

盛況となった。また、IAMAS の准教授を務めるメディアアーティスト・クワクボリ

ョウタ展では、親子で参加したワークショップの成果物を展示に組み込み、子ども

たちの美術への関心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専門家による生解説や市民天体教室、

国立天文台から講師を招いての講演会を実施し、参加者が宇宙に関する興味を抱く

機会とした。	

④ 施設管理の面では、文化会館・学習館の施設利用窓口のスペースを拡大整備し、展
示室等の詳細図面をホームページで公開するなど、利用者目線でのサービスの向上

に努めた。また、利用者アンケートを広く実施し、得られたお客様の声を掲出する

と共に、ホームページで公開した。	

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発掘から５０年を迎える美濃

国分寺跡についての企画展を開催した。また、専門家を招いての講演会を実施し

た。郷土館では、郷土の画人展以下６つの所蔵品展を開催した。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

市制１００周年記念事業

兵士の物語２０１８

◇平成３０年１０月４日（木）

◇大垣市民会館　ホール

◇入場者数　　１，０２３人

助成：大垣市、地域創造

高嶋ちさ子　～ゆかいな音楽会～

◇平成３０年６月２９日（金）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　５６７人

こまつ座第１２６回公演

イーハトーボの劇列車

◇平成３１年３月６日（水）

◇大垣市民会館　大ホール

◇入場者数　　１，０７５人

中学校演劇支援事業「中学校演劇大会」

◇平成３０年７月２８日（土）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　５００人

未来の博士を育てる科学教室

◇平成３０年７月〜８月（全５回）

◇スイトピアセンターほか １）７月２７日（金）石灰を使ってロケットをとばそう

◇参加者数　　　１４８人 ２）８月　１日（水）おどろきの風力発電

助成：子どもゆめ基金 ３）８月　２日（木）おもしろ印刷パッチンLED

３）８月　４日（土）液体窒素で極低温の世界を体験しよう

４）８月２５日（土）ダンボールの性質を利用して

　　　　　　　　　　　　　　　恐竜の島をつくろう

中村航・はじめての小説講座

◇平成３０年７月２８日（土）

◇スイトピアセンター　学習室

◇入場者数　　　　２００人（延べ）

助成金 　６，０９１，０００円

総　収　入　額 １６，７００，２１８円（基本財産運用益・雑収益含）

諸　　経　　費 　３，７５２，５８５円（人件費・消費税）

総　費　用　額 ２５，８３５，５１４円

事　業　収　益　額 １０，３７３，２５０円

事　業　経　費 ２２，０８２，９２９円

平成３０年度　　公益財団法人大垣市文化事業団　事業別実施報告書

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

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

音

楽

事

業

　大垣市制１００周年記念事業として、石丸幹二（俳優）、首藤康之

（バレエダンサー）、串田和美（演出家）ら著名人による音楽劇を上

演し、広く市民に鑑賞機会を提供した。「演劇が音楽と出会い、音楽

が演劇と出会う」をコンセプトとする本公演は、７人の室内楽演奏を

背景に、舞台上で物語が進行していく総合芸術であり、チケットが完

売する等、注目が集まり、大変満足度の高い公演となった。

　人気ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子と、弦楽四重奏及びピアノ演奏

によるアンサンブル・コンサートを開催した。クラシックという敷居

の高さを払拭した親しみのある演奏会となり、チケットも完売するな

ど、大変好評であった。

演

劇

事

業

　井上ひさしの脚本を上演するトップレベルの劇団「こまつ座」の演

劇公演を開催した。本舞台は、宮沢賢治の評伝劇であり、主演に松田

龍平、山西惇、宇梶剛士など豪華キャストが出演したため、大変反響

があり、満足度の高い公演となった。

　県内の中学校演劇部（高富中学校、青山中学校、藍川中学校、神戸

中学校、精華中学校）が日頃の練習成果を発表するとともに、広く市

民に演劇鑑賞の機会を提供した。

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。

そ

の

他

事

業

　大垣市出身の作家・中村航を招き、小説講座（全７回）を開催し

た。受講者の手で郷土大垣を題材とする短編小説を書き上げ、作品集

を刊行した。



２．受託事業

２０１８大垣音楽祭

◇平成３０年４月１日（日）～５月２７日（日）

◇スイトピアセンター　音楽堂・文化ホール

◇入場者数　　５，１３５人

（内、スプリングコンサート　５５３人)

２０１９大垣音楽祭　準備

親子で人形劇・手品を楽しむ会

◇平成３０年１２月２日（日）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　２７０人

コレクション展

「言わぬが花」

◇平成３０年４月２８日(土)～６月２４日(日)

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　　４，７１６人

第３９回ジュニア油絵展

◇平成３１年２月９日（土）～３月３日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　　７，７４７人

美

術

事

業

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

演

劇

事

業

　幼児・児童の豊かな情操を養うため、人形劇と手品を親子で楽しく

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、大垣女子短期大学・児

童文化クラブ

音

楽

事

業

　１８の市民団体による１５のコンサート、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（日）　Ｔｈｅ ＡＣＴピアノデュオ

４月　７日（土）　大垣ギターマンドリンクラブ

４月　８日（日）　大垣少年少女合唱団

４月　８日（日）　リトミックＧｉｆｕ

４月１５日（日）　スプリングコンサート

４月２１日（土）　コール　ペアーレ

４月２２日（日）　マリンバアンサンブル４Ｈｅａｒｔｓ

４月２８日（土）　いつも青春コンサート（出演３団体）

４月２９日（日）　大垣市吹奏楽団

４月３０日（月・祝）　大垣グリークラブ

５月　４日（金・祝）　音楽の風にのって（出演２団体）

５月　５日（土・祝）　音楽劇団Мｉnｇｌe

５月　６日（日）　ぽこあぽこの会

５月１９日（土）　Ａ・Ｓ・Ｃミューズ

５月２０日（日）　音楽教室アマービレ

５月２７日（日）　大垣ブラスカンパニー

　平成３１年度に開催する「２０１９大垣音楽祭」の準備。

　大垣市が所蔵する美術品のうち、「植物」をテーマに４７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。

　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油彩画作品を公募し、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。



日本国際ポスター美術館所蔵

ポスター展２０１８+　～フェスティバル～

◇平成３０年９月１５日(土)～１０月１４日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　　２，１６８人

大垣市芸術祭

◇平成３０年１０月２０日（土） １０月２７日(土)～２８日(日) 第６４回洋楽

　　　　　～１２月　２日（日） １１月　３日(土)～　４日(日) 第６４回邦楽・邦舞

◇スイトピアセンター　文化ホール、音楽堂、 １１月１１日(日) 第６４回洋舞

　 展示室４-Ａ～４-Ｃ、３-Ａ～３-Ｃ、茶室 １１月　２日(金)～　４日(日) 第３０回拓本展

 　市民会館ホール　　ほか １１月　４日(日) 第５０回市民茶会

◇入場者数　２９，８６８人 １１月　３日(土)～　４日(日) 第４８回名石展

１０月２０日(土)～１２月２日(日) 第６８回大垣市美術展

１０月２０日(土) 　　開場式（表彰を含む）

１０月２０日(土)～２８日(日) 　　一般の部　

１１月１０日(土)～１８日(日) 　　青年の部

１１月２４日(土)～１２月２日(日) 　　幼少年の部　

１１月１０日(土)～１８日(日) 第５８回大垣市文芸祭作品展

１１月１７日（土） 　　表彰式

３．指定管理事業

プライムコンサート

①大谷康子＆横山幸雄デュオ・リサイタル

◇平成３０年７月１５日(日）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　３００人

②錦織健　テノール・リサイタル

◇平成３０年１２月８日（土）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　３４８人

美

術

事

業

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

音

楽

事

業

芸

術

祭

事

業

事　業　経　費

諸　経　費

総　費　用　額

総　収　入　額

事業名　・　開催期日　・　場所

　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、記念祭・芸術祭・地域祭をテー

マに５６点を選んで展示した。あわせて大垣祭をテーマにした作品も

展示することで、来場者に親しみのある展覧会となった。

　各種市民団体による日頃の練習鍛錬の発表とした。

　「歌うヴァイオリン」と評されるなど華のある演奏が話題の大谷康

子と、ショパン国際ピアノコンクール入賞などの実績ある実力派ピア

ニスト・横山幸雄によるデュオ・リサイタルを開催した。トップレベ

ルの演奏に、賞賛の声が多く寄せられた。

１１，５９４，１４１円

１５，３８３，０５７円（人件費・消費税）

２６，９７７，１９８円

２６，９１４，０２０円（雑収益を含む）

事　　業　　内　　容

　日本を代表するテノール歌手・錦織健を招き、本格的なオペラ曲や

日本の名曲を聴くコンサートを開催した。声楽だけでなく、ピアノ・

ソロや楽しいトークも交えるなど、色彩豊かな音楽会となった。



ピアノ四重奏団アンサンブル・ラロ

◇平成３０年１０月２０日（土）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　　２２０人

協賛：OKB大垣共立銀行

ワンコインコンサート

①ジ・アンサンブル・クラリネッツ

◇平成３０年６月１６日（土）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　　１９３人

②三味線まんぷく祭り

◇平成３０年９月３０日（日）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　　１７４人

ミッフィーの音楽会

◇平成３０年８月１９日（日）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　９３６人（２回公演）

日用品で音楽を奏でる！

Kajiiの楽器作りワークショップ＆コンサート

◇平成３０年８月５日（日）

◇スイトピアセンター　スイトピアホール

◇入場者数　　　　　２３人

東儀秀樹コンサート　スペシャルゲスト上妻宏光

◇平成３１年１月１９日（土）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　５５２人

東儀秀樹・雅楽ワークショップ

◇平成３１年１月６日（日）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　　２２０人

親子でなりきり遊び

◇平成３０年１０月１４日（日）、平成３１年

　１月１２日（土）、３月１７日（日）

◇スイトピアセンター　スイトピアホール

◇入場者数　　　　　７４人（延べ）

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

演

劇

事

業

音

楽

事

業

　海津市出身で大垣市在住の若手津軽三味線奏者・稲垣淳也と、同門

の津軽三味線奏者・佐久間翔太によるジョイント・コンサートを開催

した。チケットは完売したが、大雨が入場者数に影響を及ぼした。

　０歳の子どもから家族そろって楽しめる催し物として開催した。室

内楽団の演奏を背景に、人気キャラクター・ミッフィーや歌のお姉さ

んたちと一緒に歌ったり踊ったりできるファミリーコンサートとなっ

た。

　「ミッフィーの音楽会」の関連企画として、親子で楽しめる参加型

の音楽ワークショップ＆コンサートを開催した。演奏家であるKajii

は、茶碗や鍋など日用品を楽器に見立てて演奏するユニットであり、

親子で作った空き缶の楽器を演奏に交えるなど、参加型の楽しいコン

サートとなった。

　東儀秀樹コンサートのプレ・イベントとしてトーク＆ライブを開催

し、日本の伝統文化と雅楽で使う楽器などについて理解を深める機会

となった。

　劇団風の子中部の劇団員を招き、親子を対象に、演劇の手法を用い

たコミュニケーション・ワークショップを開催した。各回終了後に簡

単な参加者交流会を実施するなど、地域の絆づくりの契機となった。

　若い世代から高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる伝統文化コンサー

トとして、雅楽師・東儀秀樹と、ゲストに津軽三味線奏者・上妻宏光

を招き、演奏会を開催した。チケットが完売するなど大変好評であっ

た。

　ヘーデンボルク・直樹が率いるピアノ四重奏団アンサンブル・ラロ

のコンサートを開催した。日本を代表するヴァイオリニストである川

田知子も出演することで、より厚みのある演奏会となった。

　ワンコインで気軽にコンサートを楽しんでいただくことを目的に、

岐阜市に活動拠点を置くクラリネットの演奏集団ジ・アンサンブル・

クラリネッツによるコンサートを開催した。



認知症との付き合いかた

◇平成３１年３月３日（日）

◇スイトピアセンター　スイトピアホール

◇入場者数　　　　　６７人

市民創作演劇

芭蕉殿、事件でござる！　１００年目の招待状

◇平成３０年９月２日（土）・３日（日）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　６６８人（２回公演）

瀬畑亮セロテープアート展２０１８in大垣

◇平成３０年７月２１日（土）

　　　　　～９月２日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　１２，６４５人

協賛：ニチバン㈱

協力：フタムラ化学㈱、カトーレック㈱、東京造形大学

クワクボリョウタ展 - みえるものすべて -

◇平成３０年１２月１５日（土）

　～平成３１年１月２０日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　　５，２２７人

協力：情報科学芸術大学院大学

ワークショップ×展覧会

「みる。かんじる。うまれる絵本展２０１８」

◇平成３０年１０月２７日（土）

　　　　　～１１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　　５，２０５人

助成：子どもゆめ基金

美術ワークショップ　ギンパクとモミガミ

こどものにほんが　おとなのにほんが２

◇平成３０年８月１２日（日）

◇参加者数　　　　　２９人

助成：子どもゆめ基金

美術ワークショップ

プチプチ、サラサラ、ふわふわ　音あそび

◇平成３１年２月１０日（日）

◇参加者数　　　　　４７人

助成：子どもゆめ基金

美

術

事

業

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

　高齢者が孤立しない地域社会の実現に寄与するため、社会包摂事業

として、認知症に効果があるとされる演劇の手法を活用した演劇情動

療法に関する講座を開催した。

　平成２５年度より地域の劇団支援として、大垣の老舗劇団「劇団芝

居屋かいとうらんま」の演劇公演を継続してきたが、その集大成とし

て位置づけ、劇団員に限らず、広く市民キャスト・スタッフを一般公

募し、郷土大垣の偉人にちなんだ創作舞台を上演した。

　毎年恒例の親子で楽しめる夏季アートギャラリー事業として、セロ

テープでアート作品をつくる世界で唯一の作家・瀬畑亮による体験型

展覧会を開催した。セロテープを使った作品をつくることができる工

作体験コーナーの設置や、会期中に瀬畑亮を招いてのワークショップ

（全３回）など、親子で楽しめる関連企画を実施し、来場者から好評

を博した。（ワークシップ全３回参加者：１３３組２６６人）

　アートとサイエンスの融合をテーマとする企画展として、国内外で

活躍するメディアアーティスト・クワクボリョウタの個展を開催し

た。場内を暗室にし、様々なモノの影を壁面に投影するという個性的

な作風は来場者の目を驚かせた。また、事前ワークショップにて制作

した参加者作品とともに、展示を行い、多くの来場者に好評であっ

た。（ワークシップ参加者：３６人、アーティストトーク参加者：２

０人）

　「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、親子で絵本づくりをするワークショップ（全３回）を併

せて開催し、作品づく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。会場内の手づくり絵本はすべて手に

とって閲覧することができ、大変好評であった。（ワークシップ参加

者：１０３人）

　日本画家・長谷川喜久、林真、福本百恵を講師に招き、作品の背景

となる銀箔を使ったもみ紙づくりから色塗りまでを体験する日本画

ワークショップを開催した。日本画ならではの技法に触れて大変良

かったという声が参加者より寄せられた。

　音楽と美術の両分野をつなぐアート作品を手がける大垣市在住の作

家・ウエヤマトモコを招き、発泡スチロールなどの緩衝材をオリジナ

ル装置である円筒形の器具に入れて風を送り、浮かせて遊ぶワーク

ショップを開催した。緩衝材がぶつかり奏でる不思議な音を、親子そ

ろって楽しんでいた。

演

劇

事

業



デッサン講座

◇平成３０年５月１９日、２６日、６月２日、

　１０日、１６日、７月７日

　講評会:８月１９日

◇スイトピアセンター　創作実習室２・３

◇参加者数　　　　３５４人（延べ）

次年度企画展準備

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　７５１人

①七夕の夜空に奏でる月のメロディ

◇平成３０年７月７日（土）２回

②ピアノ＆エレクトーンアンサンブル

◇平成３０年８月２６日（日）

③オーロラ全天上映・トークライブ

◇平成３０年１０月１４日（日）

④アコースティックギターの調べ

　～星空と奏でる音の世界旅～

◇平成３０年１１月１０日（土）

⑤星のソムリエによるプラネタリウム生解説

◇平成３０年１２月２３日（日・祝）

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　 ５３０人

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　３５７人

助成：子どもゆめ基金

美

術

事

業

科

学

事

業

④星空以外一切の明かりのないプラネタリウムの中でのギター演奏

や、プラネタリウムシステムの夜明けに合わせた曲選定など星空を満

喫できる機会となった。

⑤天文に関する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。

　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回実施し、それぞれ専門家による解説で学ぶ機会となっ

た。

　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。

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

　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。またオーロラ写真

家によるプラネタリウム全ドーム投影の公演を行った。

①ボーカルとマリンバ演奏を子どもから大人までが楽しめる曲で、七

夕の星空解説と共に同内容で２回公演として行った。

②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

生による、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

の演奏を星空と共に楽しむ機会となった。

③プラネタリウムのドーム形スクリーンを活かしたスケールのある

オーロラの投影とそのトークライブを行った。オーロラの現象が解か

りやすく、リアルに再現されたオーロラの美しさに好評を得た。

　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。彫刻家・画家である伊

藤茂を講師に迎え、参加者の画力に合わせた丁寧な指導がなされた。

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

なって、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。



博士が教える科学教室（２回）

①錯視教室・錯視展

◇平成３０年４月２８日（土）～５月８日(日)

②天文教室「なぜ、人は宙に惹かれるのか」

◇平成３０年１０月２２日(日)

◇入場者数　５，５６７人

◇スイトピアセンター　こどもサイエンス

　　　　　　　　　　　コスモドーム　ほか

ふるさとの自然フォトコンテスト入賞作品展

◇平成３０年７月１４日（土）～９月２日(日)

◇水のパビリオン　ラウンジ

◇入場者数　３０，１６０人

水のパビリオン活性化事業

◇平成３０年５月１７日～平成３１年３月１８日

◇スイトピアセンター　水のパビリオン

◇入場者数　１０１，４４１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　３１，８９９人

こどもサイエンスプラザの運営事業

◇入館者数　　１１７，６５０人

コスモドームの運営事業

◇入場者数　　　１０，６３６人

水のパビリオンの運営事業

◇入場者数　　１５７，９９０人

　　　　　　　　　　　　　２９，７２５，０１３円

４．学習館科学施設運営事業

事業名 事　　業　　内　　容

  こどもサイエンスプラザの管理運営事業

総　費　用　額

  水のパビリオンの管理運営事業

  コスモドーム（プラネタリウム）の管理運営事業

　　　　　　　　　　　　　３１，６６２，５４１円

総　収　入　額

科

学

事

業

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

　未来を担う児童生徒の科学的理解をより深めるため、専門家である

博士を講師に招き、錯視工作及び展示と天体教室を開催した。動く錯

視の不思議さ、想像をはるかに超える神秘の世界を幅広い年齢の参加

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、折々の天文情報や専門性の高い写真展を開催し

た。

総　収　入　額 　６２，９２７，８３５円

事業収益額 　５９，８５０，２４６円（雑収益、指定管理料を含む）

助成金・補助金・協賛金 　　３，０７７，５８９円

事　業　経　費 　３０，０６６，４８６円

諸　　経　　費 　１８，７７７，７３２円（人件費、消費税）

事業共通経費 　　５，６０１，８０４円

総　費　用　額 　５４，４４６，０２２円



５．貸館事業

◇利用回数　文化会館・学習館　　９，５８５回

　　　　 　 市民会館　　　　　  ２，１６９回

 

  大垣城の管理運営事業

◇入館者数　　７３，９８７人

写真展「西美濃三十三霊場めぐり」

◇平成３０年５月１２日（土）～２７日（日）

◇入場者数　７６０人

作品展「折り紙・生け花・習字展」

◇平成３０年６月２日（土）～１０日（日）

◇入場者数　３３９人

歴史講演会

◇平成３０年６月１６日（土）　

◇スイトピアセンタースイトピアホール

◇参加者数　９７人

「めぐみ・順子・瑞実の句と絵と染展」

◇平成３０年９月１日（土）～１７日（日）

◇入場者数　１９３人

連続講座「古墳の基礎知識Ⅴ」

◇平成３０年９月２２日（土）

　平成３０年１１月２４日（土）現地巡検

◇参加者数　５７人

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　２３５，８０５，９７０円

６．大垣城

７．歴史民俗資料館

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　２３５，２０６，０８１円

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　３３，１７５，２５８円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　１８，４９７，９５３円

事業名・開催期日・場所 事　　業　　内　　容

　早川弘一さん（大垣市在住）・野村民夫さん（垂井町在住）撮影に

よる西美濃三十三霊場の写真を展示。併せて、巡りやすいように距離

や目印の入った地図を配布され、来館者から好評を得た。郷土の歴史

遺産に関心を持ってもらう良い機会となった。

　地域の文化愛好者の作品と子どもの習字作品を展示。趣向を凝らし

た作品や手の込んだ作品が多く、訪れた人を感嘆させていた。折り紙

体験も好評で、毎年、楽しみに参加される方も多くいらっしゃる。地

域の方の手による会場づくりやもてなしも素晴らしく、地域との繋が

りを密に持つことができた作品展であった。

　NPO法人古代邇波の里文化遺産ネットワーク理事長 赤塚次郎氏を講

師に「原東山道から濃尾平野文化を眺める」と題した講演。新しい視

点からの講話で、地形図などもたくさん示され分かりやすかったと好

評であった。また、講演後の文化振興課 中井正幸課長との対談で、よ

り講演内容が理解できたし、二人の持論が聞け、有意義であったとい

う声を聞くことができた。

　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、名古屋市の志段味古墳群について事前

学習をし、現地巡検を実施した。多くの参加者があり、古墳時代中期

～後期の多くの古墳見学と、分かりやすい解説で大変好評であった。

　岐阜市在住の俳号 島めぐみさん・小湊順子さん・伊藤瑞実さんの

草木染の布や額に俳句と絵を添えた作品23点を展示。「自分に素直に

自分のありのままを楽しく表現する。」をモットーに詠まれた個性豊

かな俳句は、親しみがあり、また、共感できると来館者から好評で

あった。

事業名 事　　業　　内　　容

　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３０年１２月１６日（日）

◇スイトピアセンター　学習室３－１、窯場

◇参加者数　２４人

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。

陶芸窯利用認定講習会

  大垣城の管理運営事業



企画展「発掘50年

　～写真でふりかえる美濃国分寺跡発掘調査～」

◇平成３０年１０月６日（土）～１１月１８日（日）

展示解説　１０月２７日（土）

◇入場者数　５８３人

企画展「和凧の世界〜追悼展〜」

◇平成３０年１２月８日（土）

　　　　　　　～３１年１月２０日（日）

◇入場者数　２８６人

れきみん座談会「村の祭り③」

◇平成３１年２月２４日（日）

◇参加者数　４２人

こどもの日特別体験

◇参加人数　合計　９１人

親子体験教室

◇３種類　年３回実施

◇参加者数　合計　７６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

所蔵品展　「郷土の画人展」

平成３０年３月２９日（木）～５月２０日（日）　

◇入場者数　４，４８９人

所蔵品展　「刀剣装具“美濃彫”展」

平成３０年５月２６日（土）～７月１日（日）　

◇入場者数　１，５８５人

所蔵品展　「関ヶ原合戦と大垣展」

平成３０年７月７日（土）～９月３０日（日）

◇入場者数　３，７６７人

所蔵品展　「氏庸と大垣藩ゆかりの書画展」

平成３０年１１月２３日（金）

　　　　　　　　～平成３１年１月２７日（日）

◇入場者数　１，６４７人

８．郷土館

事業名・開催期日・場所 事　　業　　内　　容

　大垣とその近郊の画人の中から、大垣市郷土館が所蔵する大橋翠

石、高橋杏村、大熊秀斎、仁林聾仙、野原桜州など多彩な作家の作品

21点を展示。

　大垣市郷土館が所蔵している県重要文化財の鐔を中心に、刀剣装具

“美濃彫”の作品５９点（鐔21点、目貫14点、縁頭9点、小柄7点、笄8

点）を展示。

　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。

１２月２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 　　　　　　　　　　　　　２０，９５３，６２１円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　  １１，８４９，２３０円

　凧研究家　故老鳶庵光風（村瀬光芳）氏制作凧、約４０点とダイヤ

凧・独楽の展示。凧や伝統玩具の一つである独楽に対する熱い思いに

触れ、故人を追悼することができた企画展であった。毎年恒例の干支

の切り絵体験にも、多くの方の参加があった。

　荒川町松阪踊り保存会の方から、パワーポイントや実演を交えなが

らのながら、祭りの様子や現状を聞き、その後座談会に移った。伝統

芸能を継承していくことの大変さや後継者の問題と様々な意見交換が

でき、内容の濃い座談会となった。

　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。

事業名・開催期日・場所 事　　業　　内　　容

５月５・６日(土・日)「むかしの道具を使ってみよう」

　美濃国分寺跡の発掘以前の写真や、金堂や塔をはじめ、各建物跡の

発掘調査や整備状況の様子を写真で紹介した。また、常時展示されて

いない貴重な出土品も併せて展示・紹介した。文化振興課　高田康成

主幹による展示解説は、とても分かりやすく、より明確に整備状況を

知ることができ良かったと好評であった。

　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２９日（日）　　　　　　　「昼飯大塚古墳の模型を作ろう」

８月５日（日）、１８日（土）　「勾玉作りに挑戦しよう」



所蔵品展　「錦絵と引札展」

平成３１年２月２日（土）～３月１７日（日）

◇入場者数　１，１４２人

所蔵品展　「郷土の画人展」

平成３１年３月２０日（水）～５月１９日（日）

◇入場者数　７５８人（３月３１日迄）

２階画廊展示

◇年８回

輪中講座①②

◇第１回　平成３０年５月２６日（土）　

◇第２回　平成３１年２月２日（土）

◇参加者数　第１回９２人、第２回８２人

　　　　　　計１７４人

輪中生活館　体験教室

◇年４回

◇参加者数　１２１人

９．輪中館・輪中生活館

総　費　用　額

事業名・開催期日・場所 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NPO法人木曽川文化研究会代表・大同大学名誉教授久保田稔

氏により「河川技術の移入－牧田川将棋頭と田川カルバート－」とい

う演題で講演を行った。武田(信玄)流の治水技術が美濃に伝えられた

こと、彦根藩が伏越樋を造るために大垣に調査団を送り、鵜森伏越樋

を参考にしたことなど、治水にかかわる郷土美濃・大垣と他地域との

つながりが分かる興味深い講演であった。

　第２回は大垣輪中研究会会長伊藤憲司氏により「近世牧田川扇状地

の開発と水論の展開－大墳輪中を中心として」という演題で講演を

行った。近世牧田川扇状地の開発、それにともなう用水・悪水を巡る

論争・紛争(水論)、大墳輪中の形成について、古地図・地図・写真等

で映像により具体的に分かりやすく説明していただいた。

７月　６日(金)：水まんじゅうづくり／４０人

　　　　　　　　（親子で水まんじゅうづくり）／２３人

　　　　　　　　　　　　　１９，８１５，８８０円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　１６，７０６，７４６円

 6月20日（水）～ 7月12日（木）「水害写真展」

 7月14日（土）～ 8月20日（月）「郷土の拓本展」

 8月23日（木）～10月21日（日）「芭蕉句碑写真展」

　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１４日(土)：寺子屋土曜塾

　　　　　　　　（ポコ・ア・ポコと遊ぼう）／３７人

７月２９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。

１１月１０日(土)：ふるさとの心体験「箱ずし」づくり／２１人

　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。

 1月 4日（金）～ 2月 3日（日）「新春凧展」

 2月 6日（水）～ 4月 7日（日）「城の写真・切り絵展」

　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。

 4月12日（木）～ 5月13日（日）「大垣祭軕スケッチ展」

 5月16日（水）～ 6月13日（水）「市の花サツキ写真展」

　大垣とその近郊の画人の中から、大垣市郷土館が所蔵する大橋翠

石、高橋杏村、大熊秀斎、仁林聾仙、野原桜州など多彩な作家の作品

21点を展示。

事業名・開催期日・場所 事　　業　　内　　容

10月25日（木）～12月16日（日）「大垣の文化財・史跡写真展」



輪中巡検①・②

◇第１回　平成３０年　６月１０日（日）

◇第２回　平成３０年１０月　３日（水）　

◇参加者数　第１回４５人、第２回４５人

　　　　　　計９０人

輪中博士になろう－大垣輪中巡り－

◇平成３０年７月２８日（土）　

◇参加者数　　２４人

第１０回輪中ポスターコンクール

◇平成３０年１２月２日（日）

　　　　　　　　　～３１年１月１４日（月）

◇入場者数　　１，４３８人

わくわく体験

◇通年実施

◇体験者　　個人４００人　　団体１４７人

前期企画展「金生山の大理石と石細工」

◇平成３０年５月３日（木・祝）～９月３日（月）

◇入館者数　　１，８３６人

後期企画展「フズリナをさぐる」

◇平成３０年１０月６日（土）

　　　　　　～平成３１年１月３１日（木）

◇入館者数　　１，９５８人

金生山自然講座

◇前期　平成３０年７月８日、１５日、２２日

◇後期　平成３０年１０月１４日、２１日、２８日

◇参加者数　前期　延２７人　後期　延１１人

　輪中・治水への興味関心を高めるポスターを募集・審査して、入

賞・入選作品を展示した。

　30年度は１３校の小学校から、過去最多の５５３点の応募があっ

た。輪中・治水・防災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。

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　１７，１００，４４４円

総　収　入　額                         １３，４７２，０９５円

１０．金生山化石館

事業名・開催期日・場所 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。

　金生山はこれまで様々な大理石を産出し、古くから工芸品として加

工販売されて来たが、最後まで引き継がれた貝沼喜久男氏の作品の寄

贈を受けており、その作品を展示し、金生山大理石の魅力を紹介し

た。

　金生山は日本の古生物学発祥の地として、その研究対象として用い

られた多様なフズリナ化石を紹介し、小さな化石ながら、その貴重さ

を紹介した。

　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。

　大垣輪中研究会会員を講師として、大巻薩摩工事役館跡、弥富市歴

史民俗資料館、津島神社、小判山など、輪中・御囲堤関係の史跡・施

設を巡検した。それぞれの現地で資料を見ながら詳しい説明を聞いて

検証した。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。定員を超える応募があり、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「現地に立ち説明を聞くことで分かり易く楽

しく学ぶことができた」などの感想があり好評であった。

　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。30年度は健康安全面に配慮し

午前の部の１回のみ実施した。

　曽根押堀、決壊碑、水防倉庫、切割、釜笛水屋群、大井排水機場、

輪中館・輪中生活館等、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、市治水課職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。

事業名・開催期日・場所 事　　業　　内　　容

　９：００〜１２：００



化石講演会「西濃地域で想定されるジオハザード」

講師：小井土由光氏（岐阜大学名誉教授）

◇平成３１年２月１１日（月・祝）

◇スイトピアセンターかがやき活動室６−１

◇聴講者　　６０人

  赤坂港会館の管理運営事業

◇入館者数　２,２８２人

＜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　　２３０回

 　     　　  市民会館　　        ３９０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（３７０人／４３７口）

　　　　　法人会員（３０社／３２口）

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　　２，７５７，９４４円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　　１，０７７，０００円

スイトピア友の会事業
　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

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　４６，１２４，２１６円

事業名 事　　業　　内　　容

事業名 事　　業　　内　　容

事業名・開催期日・場所 事　　業　　内　　容

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　１７，９９６，９０９円

公益目的事業以外の貸館事業

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　１０，１７３，７１２円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　１６，２６０，４４４円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　　３，６４１，０００円

事業名 事　　業　　内　　容

  赤坂港会館の管理運営事業

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　　３，５０１，３４４円

１１．赤坂港会館

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　　　１８５,８７２台

　スイトピアセンター専用駐車場の管理運営事業。

　金生山を含む西濃地域の地質や地形から起こりうる水害や地震災

害、津波等の影響について地質学者の観点から防災対策等の貴重な講

義を聴くことができた。

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　１１，８８３，６２４円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　　９，２０３，３９０円

　文化会館・学習館及び市民会館の貸館事業。
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