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Ⅰ 平成24年度 事業報告 

 

【平成 24 年度 事業報告概要】 

    

① 法人経営について 

■公益財団法人への移行初年度 

本年度は公益財団法人への移行初年度となりました。 
公益財団法人移行に伴い制度変更となった機関運営等にも確実に対応したほか、より一層のコンプライアン

ス推進のための体制整備、必要内規の制定を実施しました。平成 25 年度には公益認定官庁である静岡県によ

る監査が予定されておりますが、こちらにもしっかりと対応してまいります。 
 
■浜松市外郭団体改革プランにおける成果指標 

浜松市が策定している外郭団体改革プランにおいて成果指標となっています、①アクトシティ浜松における

芸術文化公演平均入場率 83%以上（85.0％）、②アクトシティ浜松展示イベントホールの稼働率 55％（59.9%）、

③アウトリーチ活動年間 20 件以上（37 件）といずれの指標も達成することができました。 
 
 
② 文化事業の実施について 

■第 8 回浜松国際ピアノコンクールの開催 
11 月には 8 回目となる浜松国際ピアノコンクールが開催され、来場者数が述べ 2 万人、関連イベント等を含

めると 3 万人を超えるなど好評のうちに閉幕となりました。今回より審査委員長に海老彰子氏が就任され、応募

年齢制限の引き上げ、第 3 次予選課題曲にピアノ四重奏を設定、終了後の審査採点結果の公表など、新規企

画の導入をおこないました。また入賞者披露演奏会の東京公演の実施、欧州において著名なインターネット上

での音楽配信チャンネル「メディチ TV」との映像配信提携など、浜松国際ピアノコンクールの国内外への発信

にも取り組みました。 
 

■市民とともに創る文化事業の実施 
恒例の「バンド維新」では、6 月に音楽文化都市交流事業として札幌市での出張公演を開催、3 月の本公演

では尾高惇忠氏、小六禮次郎氏、加羽沢美濃氏など今回も著名な作曲家による新作が提供され、世界初演と

なる演奏が浜松市内中高吹奏楽部によって行われました。 
また 4 月にオープンしました新東名浜松 SA「ネオパーサ浜松」内に設置されたミュージックスポット運営事業

では、高速道路を運営する NEXCO 中日本の協賛のもと、市内で活動する演奏家とのマッチングを実施し、9
月以降はほぼ毎週末ミニコンサートを開催するなど、中間支援機能を発揮するとともに、音楽のまち・浜松を発

信しました。 
 
 
③ 所管施設の運営及び附帯ソフト事業の展開について 

■浜松市教育文化会館の管理運営スタート 
本年度より新たに指定管理を獲得、前管理者より滞りなく業務引継ぎをおこない、運営をスタートさせました。

新運営者として、施設利用ルールを見直し、新たなサービス向上に取り組みました。 
浜松復興記念館では、かつて教育文化会館隣にあった学習施設、浜松市児童会館にスポットを当て特別展

「僕と私の浜松市児童会館展」を開催、あわせて元職員を招いたトークショーも開催し、当時の貴重な写真、映

像等の資料を元に紹介しました。 
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【公1】 芸術文化を育成、振興するための文化事業の提供と、芸術文化の調査、情報収集、発信 

 及び継承 

 
1 芸術文化公演の企画、運営及び提供 

(1) 芸術文化公演（自主公演） 実施状況 

事 業 名 会 場 開催日 

入場 

者数 

入場率 内  容 

事業費 

（千円） 

アクト・ニューアーティスト・シリーズ （クラシック界注目の若手演奏家によるアクトシティ独自のシリーズ企画） 

 

No.83 

松本紘佳 

ヴァイオリン・リサイタル 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
5/20 182 82.7% 

第 10 回ヴィエニャフスキ国際コンク

ール第 2 位。 

2,433 

 

No.84 

生山由梨香＆清水菜美  

電子オルガン・リサイタル 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
7/8 150 68.2% 

電子オルガンのアンサンブルと電子

ドラムにより、映画音楽やミュージカ

ル音楽を演奏。 

 

No.85 

後藤正孝 

ピアノ・リサイタル 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
9/16 180 81.8% 

浜松国際ピアノアカデミー受講生。

第 9 回リスト国際ピアノコンクール第

1 位。 

 

No.86 

新村理々愛 

フルート・リサイタル 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
12/16 187 85.0% 

第 14 回日本フルート・コンウ゛ェンショ

ン・コンクールフルート・ソロ部門優

勝。 

 

No.87 

岡本侑也 

チェロ・リサイタル 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
2/17 174 79.1% 

第 80 回日本音楽コンクールチェロ

部門第 1 位。 

ミュージカル 

「おもひでぽろぽろ」 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
4/30 808 52.5% 

スタジオジブリ初のミュージカル化。

東北の農村を舞台とした作品。東日

本大震災復興支援公演。 

5,430 

音楽の絵本 吹奏楽 

～動物たちの不思議な演奏会～ 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
5/27 1,278 86.9% 

横浜ズーラシアの動物キャラクター

たちによる子供向けクラシックコンサ

ート。 

3,170 

ミハイル・プレトニョフ指揮 

ロシア・ナショナル管弦楽団 

×アレクサンダー・コブリン 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
6/24 1,111 70.6% 

第 5 回最高位受賞のアレクサンダ

ー・コブリンが出演、浜松だけの特別

プログラムを開催。 

18,783 

 

松竹大歌舞伎 近松座公演 

 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
7/16 2,104 69.4% 

恒例の歌舞伎浜松公演。坂田藤十

郎一門が出演。演目「曽根崎心中」

ほか。昼夜 2 回公演。 

11,889 

しまじろう コンサート 2012 

おとぎのくにの だいぼうけん 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
9/1 2,663 72.4% 

人気キャラクター、しまじろうのコンサ

ート。体を動かしたり歌ったりできる、

幼児向けファミリー公演。 

4,800 

第 8 回 

浜松国際ピアノコンクール 

開催記念「月の輝く夜は」 

浜松市 

教育文化会館 
9/14 1,212 83.2% 

浜松出身の筧利夫・仲道郁代と中鉢

聡が出演。主催者養成セミナー修了

生が企画運営を担当。 

3,580 

プラハ国立劇場オペラ 

「フィガロの結婚」 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
1/6 1,232 85.2% 

モーツァルトゆかりの名門、プラハ国

立劇場 6 年ぶりの来日引っ越し公

演。 

19,662 

大橋雅美穂<箏> 

ハートフルコンサート 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
1/26 177 80.5% 

浜松在住で視覚障害者の演奏家が

箏の名曲を披露。 

協力：浜松市内障害者福祉団体 

485 

ジャズ・トレイン 
浜松市 

教育文化会館 
2/10 927 62.1% 

原信夫のジャズクリニック受講校と、

市民バンドの合同発表会。 
3,530 
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事 業 名 会 場 開催日 

入場 

者数 

入場率 内  容 

事業費 

（千円） 

第 17 回 

浜松国際ピアノアカデミー  

オープニングコンサート 

牛田智大ピアノリサイタル 

アクトシティ浜松 

中ホール 
3/8 

 

939 

 

98% 

第 16 回浜松国際ピアノアカデミーコ

ンクールにおいて最年少 1 位を受賞

した牛田智大が出演。 

1,426 

合  計 15 事業 13,324 77.2%  75,188 

 
 

(2) 芸術文化公演（共催・協賛公演） 実施状況 

事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
入場率 内  容 

諏訪内晶子 

ヴァイオリン・リサイタル 

アクトシティ浜松 

中ホール 
4/17 771 76.8% 

1990 年チャイコフスキー国際コンクールを最年

少で優勝、国内外で活躍する世界的ヴァイオリ

ニストの浜松公演。 

共催：静岡新聞社・静岡放送 

第 43 回 

日本吹奏楽指導者クリニック 

アクトシティ浜松 

大ホール 他 

5/11～

13 
3,000 - 

学校及び一般音楽指導者を対象とした講座・コ

ンサート等の総合講習会。 

ペレス・プラード楽団 
アクトシティ浜松 

中ホール 
6/18 973 97.2% 

メキシコを代表する「マンボの王様」が、情熱の

ラテンリズムを演奏。 

共催：伊藤音楽事務所 

第 7 回 

はましんファミリーコンサート 

アクトシティ浜松 

中ホール 
7/22 1,030 100% 

浜松交響楽団によるクラシックやオーケストラを

身近に感じていただけるコンサート。 

共催：浜松信用金庫  

静岡かがく特捜隊 

アクトシティ浜松 

展示イベント 

ホール 

8/16～

8/19 
中止 - 共催者都合により、中止。 

ブラスト！ 
アクトシティ浜松 

大ホール※ 
9/5 2,116 97.8% 

ステージドリルをショーアップし、全く新しいマー

チングのステージを展開する大人気エンターテ

イメントバンドの浜松公演。 

共催：テレビ静岡 

第 21 回 

ハママツ・ジャズ・ウィーク 

アクトシティ浜松 

他 

10/27

～11/4 
3,510 - 

レクチャー、ジャズ・フェスティバル等を中心とし

た恒例のジャズ・イベント。 

共催：ヤマハ㈱、ヤマハ音楽振興会、静岡新聞

社・静岡放送、浜松市 

東海道松竹落語会 
アクトシティ浜松 

大ホール※ 
11/10 583 39.0% 

林家正蔵、桂米團治、柳家花緑による落語会。         

共催：エンボス株式会社 

ミュージカル「ミス・サイゴン」 
アクトシティ浜松 

大ホール 

12/21

～ 

12/23 

5,539 97.2% 

92 年日本初演。ロングラン記録を打ち立てた超

大作ミュージカル。4 公演実施。 

共催：テレビ静岡 

NHＫ交響楽団演奏会  

浜松公演 

アクトシティ浜松 

大ホール 
1/31 2,141 93.0% 

世界でも高い評価を得ている日本を代表するオ

ーケストラの浜松公演。 

共催：NHK 静岡放送局・浜松支局 NHK 交

響楽団 

カウント・ベイシー・ 

オーケストラ 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
2/20 中止 - 楽団の都合により、中止。 

合  計 9 事業 19,663 85.9%  

※印 大ホール中規模（1・2 階席）で開催 
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2 芸術文化事業の調査、情報収集及び情報提供  

(1) アクトシティ浜松友の会「ビバーチェクラブ」 の運営 

アクトシティ浜松友の会（ビバーチェクラブ）会員数 
（ ）内は前年度末実績  

合計人数（人） 
会員種別内訳（人） 

一般会員 クレジット会員 
5,388 

（5,630） 
3,852 

（4,041） 
1,536 

（1,589） 

 ※浜松市内 4,225 人（78.4％） 
 

(2) 広報活動 

① 財団ホームページの運営 ( http://www.hcf.or.jp/） 
財団の事業及び所管施設を紹介、イベントカレンダー掲載、イベントブログ掲載等 

② 芸術文化情報ポータルサイト「はまかる.net」の運営 (http://www.hamacul.net/) 
浜松市内の文化イベント並びに文化団体の情報を幅広く収集するとともに市民に提供 

③ 情報誌「HCF News」発行（部数15,000部、年4回、平成25年3月末時点で第8号まで発行） 
財団事業紹介、浜松市内で活動する文化団体の紹介、浜松市内の飲食店紹介など 

④ 平成23年度事業活動報告の発行、配布 
⑤ アクトシティ内デジタルサイネージの運用 

・市民ロビー他での映像による事業広報、10月より事務室内でも放映 
・駅ビル メイ・ワン レストラン街ロビーでの放映 

⑥ 事業チラシ・ポスター等の製作、配布及び各種広告・広報媒体への掲出 
⑦ アクトシティ浜松イベントカレンダー等の発行、配布（部数10,800部、隔月発行） 

・市内主要文化施設、公民館、ショップ等 
 

(3) HCF オンラインショップの運営 

はまホールにチケット予約・販売専用端末を増設（平成 24 年 7 月～） 
 
オンラインショップチケット取扱実績 （平成24年4月～平成25年3月末） 
 受託件数 注文件数 販売枚数 販売金額 

一般販売 474 件 2,356 件 4,038 枚 16,633,000 円 

友の会販売 - 1,304 件 2,071 枚 12,471,990 円 

合計 474 件 3,660 件 6,109 枚 29,104,990 円 

 

(4) アクトシティ浜松 インフォメーション・チケットセンターの運営 
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3 芸術文化活動の支援及び交流の促進 

(1) 文化振興事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
内  容 

事業費 

（千円） 

第 10 回浜松市民文化フェスティバル (11 部門) 

 
① 第 5 回吹奏楽トップコンサート 

（吹奏楽部門） 

アクトシティ浜松

大ホール 
9/16 2,132 

地元市民団体や学校による音楽･

舞踊公演。吹奏楽トップコンサート

等の企画イベントを開催。 

吹奏楽トップコンサートでは複数の

企業から協賛をつのり協賛賞を新

設。また、市民投票によるグランプ

リを設け、市民によるイベントの盛り

上がりを醸成した。 

中学校部門では浜松市教育委員

会と連携し、浜松市中学校総合文

化祭との合同公演を開催。 

 

 

11,459 

 ② 邦楽部門 
アクトシティ浜松

中ホール 
9/23 1,422 

 ③ 民謡部門 
アクトシティ浜松

大ホール 
9/30 850 

 ④ 日舞部門 
アクトシティ浜松

大ホール 
10/21 980 

 
⑤ 浜松市民合唱祭 2012 

（合唱部門） 

アクトシティ浜松

中ホール 
10/21 2,500 

 

 
⑥ 特別支援学校作品展示 

アクトシティ浜松 

展示ロビー 

10/26

～29 

延べ

300 

 
⑦ バレエ・ダンスの祭典 

（洋舞部門） 

アクトシティ浜松

大ホール 
10/28 1,400 

 ⑧ 小学校部門 
アクトシティ浜松

中ホール 
10/28 1,140 

 
⑨ 吹奏楽野外演奏会 

  （マーチング部門） 

四ツ池公園 

陸上競技場 
11/4 3,000 

 

 
⑩ 詩吟・琵琶演奏会 

  （詩吟・琵琶部門） 

勤労会館 

U ホール 
11/4 2,500 

 

 ⑪ 中学校部門 
アクトシティ浜松 

大ホール 
11/11 1,500 

 

はままつ演劇・人形劇フェスティバル 2012 （16 部門） 

 ① 劇作ワークショップ 西部公民館 
8/4、5、

11 
27 

市内の劇団員・ボランティアスタッフ

が企画・運営に参画したフェスティ

バル。地域の劇団の舞台公演を中

心に、ワークショップや招聘公演な

どを開催。 

「はままつコミュニティアート見本

市」では静岡文化芸術大学やたけ

し文化センター、シネマイーラと連

携し地域文化の活性化を図った。 

 

5,368 

 
② 人形劇招聘公演 

人形劇団むすび座「ピノキオ」 

クリエート浜松 

ホール 
8/21 180 

 
③ 人形劇自主公演 壬生会場 

人形劇団かささぎ「3びきのこぶた」他 
天竜壬生ホール 9/8 110 

 
④ はままつコミュニティアート 

見本市 2012 

静岡文化芸術 

大学 
10/12 80 

 ⑤ 劇評ワークショップ たけし文化センター 
10/13、

27 
20 

 
⑥ 人形劇自主公演 アクト会場 

人形劇団どんぐり「なかよし」他 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
10/14 388 

 

 
⑦ 演劇自主公演 劇団浪漫座 

「ゴッホに恋して」 

クリエート浜松 

ホール 
10/21 180 

 

 
⑧ 演劇自主公演  

座☆がくらく 「あいまいな渚」 

クリエート浜松 

ホール 
10/28 150 

 
⑨ 演劇自主公演 

   絡繰機械’s 「エディパの靴」 

クリエート浜松 

ホール 
11/4 151 
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事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
内  容 

事業費 

（千円） 

 

⑩ 演劇自主公演 

MUNA-POCKT COFFEEHOUSE 

   「青い星と、私のトイレット」 

クリエート浜松 

ホール 
11/11 200 

  

 
⑪ 静岡県西部高等学校演劇協議会 

   高校演劇選抜公演 

浜松市浜北 

文化センター 

12/1、

2 
235 

 

 
⑫ 演劇自主公演 

   劇団からっかぜ「ら抜きの殺意」 

浜松市福祉 

交流センター 
12/8 360 

 

 
⑬ 演劇自主公演 

   M-planet「時間魔人」 

浜松市浜北 

文化センター 
12/9 120 

 

 ⑭ 演技ワークショップ 浜松開誠館高 12/16 45  

 ⑮ 演劇・人形劇合同公演「邯鄲」 アイミティ浜松 1/20 95  

 ⑯ ファイナルイベント クリエート浜松 1/20 100  

小さなピアニストコンサート （4 回） 

 ① 中区 えんてつホール 5/6 100 子供たちにピアノ演奏の機会を提

供する演奏会。第 8 回浜松国際ピ

アノコンクール PR を兼ねる。市内

各区で開催。 
881 

 ② 南区 遠州灘海浜公園 5/13 100 

 ③ 天竜区 
天竜クローバー

通り商店街 
7/28 60 

 ④ 浜北区 プレ葉ウォーク浜北 8/5 500 

バンド維新 2012 in 札幌 
札幌キタラ 

大ホール 
6/24 865 

過去の作品から 5 曲のワークショッ

プとコンサートを開催。札幌市との

音楽文化都市交流事業。 

4,644 

こどもミュージカルプレイベント 
アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
7/22 200 

脚本家・作曲家・指揮者・演出家の

トークとテーマ曲の紹介。 
700 

フォーラム in 国際音楽の日浜松 2012  

「和洋奏楽」 

アクトシティ浜松

中ホール 他 

9/29、

30 
1,500 

財団事業と連携した音楽家や市民

団体を集結し、世代やジャンルを

超えた新しい形の市民参加型事業

提案。共催：(財)音楽文化創造 

8,209 

子ども音楽フェスティバル 
浜松市立高校 

講堂 
12/9 357 

ネットワーク･静岡協力のもと、音楽

を通じた子どもたちの交流事業。 
881 

みんなでしゃかしゃかぱん 

～植松透の打楽器教室～ 

ｉｎ 大船渡 2013 

大船渡市 

5 小学校 

2/20、 

21、22 

166 

（児童） 

打楽器奏者の植松透氏を講師に

迎え、被災地小学校を訪問。 

共催：静岡文化芸術大学 

372 

バンド維新 2013 

「作曲家によるレクチャーと公開練習」 

「作品発表コンサート」 

アクトシティ浜松

中ホール 

3/9、

10 

ﾚｸﾁｬ  ー

683 

ｺﾝｻｰﾄ 

988 

日本を代表する 8 名の作曲家達に

よる吹奏楽作曲事業。モデルバン

ドへの指導及び指導者のためのア

ナリーゼと初演コンサートを開催。

楽譜と CD を同時販売。 

9,459 

はじめての狂言体験教室 

浜松市教育 

文化会館 

3/23 200 

小学校 4～6 年生対象の狂言体験

教室。舞台上に体験コーナーを設

置。演目「柿山伏」ほか。 

974 

サポーターマネジメント 

アクトシティ浜松 

大ホール 他 
通年 - 

登録ボランティアによる主催事業サ

ポート。延べ 149 名が活動。 
152 

ネオパーサ浜松 

ミュージックスポット運営事業 
ネオパーサ浜松 通年 - 

新東名浜松 SA でのミニコンサート実

施事業。市内を中心に活動する音楽

家に演奏の場を提供。全 43 回。 

2,275 

合  計 40事業 25,884  45,374 
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(2) はままつ文化サポート事業 

事 業 名 主催者名 会場 開催日 内  容 
助成額 
（千円） 

■はままつ文化力コース（助成限度額 10 万円）  （12 事業） 

 
創立 25 周年記念  

第 25 回浜松合唱団定期演奏会 

（財）浜松交響楽団 

浜松合唱団 

アクトシティ浜松 

中ホール 

6/16 

25 周年記念定期演

奏会（市民公募、パ

イプオルガン使用）。 

100 

 
細江ゆかた祭り  

子ども浴衣ファッションショー 

東海ビル管理㈱ 

みをつくし 

文化センター 

4/20～ 

7/13 

子ども浴衣製作講座

と祭りでのファッショ

ンショー開催。 

100 

 
日中異文化音楽交流演奏会 

「なつメロと中国の音楽」 

天竜日中友好協会 天竜壬生ホール 7/22 
日本の伝統音楽と中

国音楽の演奏。 

100 

 子どもバルーンアートワークショップ 

浜松お笑いフェスタ

実行委員会 

プレ葉ウォーク浜北 

イベント広場 

7/28 

バルーンパフォーマ

ンスと若手芸人のお

笑いライブ。 

100 

 
男声合唱団オーロラ  

10 周年記念演奏会 

男声合唱団 

オーロラ 

福祉交流センター 

ホール 

8/5 
男声合唱団の 10 周

年記念コンサート。 

100 

 
ブラスバンド・キャンプ 

 in 浜松 2012 

ブラスバンド・ 

キャンプ in 浜松 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 

音楽セミナー室 

 8/10～ 

8/12 

英国スタイルブラスバ

ンド愛好者向けワー

クショップ。 

100 

 OPEN ART CLASS 展 2012 vol.3 OPEN ART CLASS 

クリエート浜松 

ギャラリー32・33・34 

 8/15～ 

8/19 

美術作品展、トークラ

イブ、作品展示。 

100 

 
浜松ライオネット児童合唱団 

第 25 回定期演奏会 

浜松ライオネット 

児童合唱団 

アクトシティ浜松 

中ホール 

8/19 
児童合唱団の 25 回

目の定期演奏会。 

100 

 第 6 回浜松シャンソンコンクール 浜松日仏文化協会 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 

9/23 
シャンソンによる歌唱

コンクール。 

100 

 学校コンサート 浜松市教育研究会 市内小中学校 

6/1～ 

9/28 

市内小中学校での若

手演奏者によるピア

ノ・弦楽器の演奏会。 

100 

 
浜松城徳川家康物語ステージ 

「鶴姫亀姫伝説」 

劇団砂喰社 

二俣城跡、浜松城、

キタラ他 

4/4～ 

9/30 

徳川家康とゆかりの

ある浜松の姫たちの

歴史劇。 

100 

 
合唱プロムナードコンサート 

「コーラス in ソラモ」2012 

浜松市合唱連盟 

浜松市ギャラリー 

モール「ソラモ」 

 5/27、 

9/30 

児童、小中高大学一

般の合唱団による合

唱発表。 

100 

■はままつ企画力コース（助成限度額 100 万円）  （6 事業） 

 
フィルハーモニックウインズ浜松  

第 1 回演奏会 

フィルハーモニック 

ウインズ浜松 

アクトシティ浜松 

中ホール 

4/13 

音楽院指導者派遣事業

登録プレイヤーを中心

に結成したバンドの第

1 回演奏会。 

1,000 

 セルゲイ・サロフ ピアノコンサート 

セルゲイ・サロフ 

ピアノコンサート 

実行委員会 

アクトシティ浜松 

中ホール 

4/30 
第 5 回浜コン第 3 位、

セルゲイ・サロフのピ

アノリサイタル。 

669 

 音詩劇「かぐや幻想」 

100 周年記念コン

サート実行委員会 

アクトシティ浜松 

中ホール 

6/26 
浜松市在住、出身のメ

ンバーによる創作オペ

ラのアンコール公演。 

1,000 

 
音舞芸の祭典 

夏の芸術祭 2012 

夏の芸術祭 

実行委員会 

ザザシティ中央広場 

浜松鍛治町通り 

8/4～ 
8/5 

鍛治町通り歩行者天国

での市民パフォーマン

ス披露他。 

1,000 
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事 業 名 主催者名 会場 開催日 内  容 
助成額 
（千円） 

 バンバン!ケンバン♪はままつ  
静岡文化芸術大学 

静岡文化芸術大学 

楽器博物館他 

10/20～ 
 10/21 

様々な鍵盤楽器が次々

と登場する「フェス」。 

1,000 

 モザイカルチャア文化の創生と普及 

浜松モザイカル 

チャア普及協会 

浜松市内の公民館他 

4/1～ 
 3/31 

ミニモザイ教室の開催

及び作品展示。 

1,000 

■平成 24 年度 下期（助成限度額 30 万円 ※文化力コース・企画力コースを統合）  （12 事業） 

 
浜松のバッハ 40 年記念  

J.S.バッハミサ曲ロ短調 全曲公演 

浜松バッハ研究会 

アクトシティ浜松 

中ホール 

10/20 
J.S.バッハ ミサ曲ロ

短調 全曲公演。 

200 

 第 2 回 琉花舎 沖縄芸能まつり 

浜松沖縄芸能村

「琉花舎」 

天竜壬生ホール 11/4 沖縄芸能文化発表。 150 

 
講演会 都市界隈物語 

-映像文化から見る地域の発展- 

みらいネット浜松 

地域情報センター 

ホール 

11/17 

「写真を通してまちづ

くりを考える」をテー

マにした女性写真家

による講演会。 

200 

 
第 2 回浜松お笑いフェスタ 

「出世城」 

浜松お笑いフェスタ

実行委員会 

プレ葉ホール及び 

プレ葉コート 

11/24 

お笑いフェスタ（Ｐ-1

グランプリ）とバルーン

アートワークショップ。 

300 

 ZING ＺＩＮＧ 街中空き店舗 

10/1～ 

11/30 

ＺＩＮＥ（小規模非流

通出版小冊子）の素

材展示、ＺＩＮＥ制作。 

248 

 親子でオリジナル紙芝居を作ろう 

子育て支援の会 

ひらがなくらぶ 

浜松南・星座館他 

10/6～ 

12/5 

親子での紙芝居作り

と 小 学 校 等 で の 披

露。 

100 

 Mori・響・Concert 

コール・シュプリング・

ブルンネン 

福祉交流センター 

ホール 

12/9 
４つの女声合唱団の

合同コンサート。 

200 

 ヴォア・ヴェール第五回演奏会 ヴォア・ベール 

福祉交流センター 

ホール 

12/16 
設立10周年記念第5

回演奏会（合唱団）。 

50 

 

「打楽器好き集合!!目からうろこの 

レクチャー＆コンサート」 

レクチャー＆ 

コンサート in 浜松 

プロジェクト 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 

1/31～ 

2/1 

地元奏者による打楽

器のレクチャー＆コ

ンサート。 

300 

井の国おひなさま展（第三回） 

特定非営利活動法人

コミュニケーション・

スペース 

井伊谷宮、 

初山宝林寺、龍潭寺、 

てんてんゴー渋川 

2/23～ 

3/3 

お雛様展と関連イベ

ント。 

20 

 
サクソフォンオーケストラ 

自由演奏会 

サクソフォン 

オーケストラ 

実行委員会 

ヤマハ本社 

18 号館・ホール 

3/10 

300 名のサクソフォン

オーケストラ。 

指揮者：須川展也 

109 

 
浜松城徳川家康物語ステージ 

「鶴姫亀姫伝説」浜松ＰＲ公演 

劇団砂喰社 

浜松城公園、佐久間

秋祭り会場内他 

10/6～ 

3/31 

徳川家康を題材にし

た創作演劇。 

300 

合  計 30 事業 9,046 
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4 浜松市の行う芸術文化事業の受託と協力 

(1) 浜松国際ピアノコンクール事業 

① 応募・出場者状況 

応募者 31 ヶ国 1 地域 288 名 平均年齢 22.8 歳 

出場者 16 ヶ国 1 地域 73 名 平均年齢 23.4 歳 

 
② 入賞者 
第 1 位 
（聴衆賞・札幌市長賞） 

イリヤ・ラシュコフスキー （ロシア/1984 年生） 

第 2 位 中桐 望 （日本/1987 年生） 

第 3 位 
（室内楽賞） 

佐藤 卓史 （日本/1983 年生） 

第 4 位 アンナ・ツィブラエワ （ロシア/1990 年生） 

第 5 位 キム・ジュン （韓国/1983 年生） 

第 6 位 
（日本人作品最優秀演奏賞） 

内匠 慧 （日本/1992 年生） 

奨励賞 アシュレイ・フリップ （イギリス/1989 年生） 

 

③ 期間中及び関連イベント入場者数 
 内容・事業名 開催日 会場 延べ入場数 

■期間中 公式事業（会場：アクトシティ浜松）   20,558 

 オープニングコンサート 11/9 大ホール 1,000 

 第 1 次予選 11/10～11/14 中ホール 4,034 

 第 2 次予選 11/15～11/17 中ホール 3,935 

 日本人作曲作品講座 11/18 音楽工房ホール 191 

 魅惑のピアノ五重奏 11/18 音楽工房ホール 152 

 第 3 次予選 11/19、11/20 中ホール 2,869 

 審査委員によるマスタークラス（全 6 クラス） 11/21、11/22 音楽工房ホール 777 

 本選 11/23、11/24 大ホール 4,084 

 表彰式 11/24 大ホール 1,200 

 入賞者披露演奏会浜松公演 11/25 大ホール 1,802 

 入賞者披露演奏会東京公演 11/26 東京文化会館 514 

■関連事業   6,697 

 
小さなピアニストコンサート 

計 8 回 
（内 H24 年度 

4 回) 

イオン市野、雄踏文化セン

ター、遠州灘海浜公園 他 
1,547 

 音楽院事業 シリーズ「音楽探訪」  

 ピアノアンサンブルの世界 
計 4 回 

アクトシティ浜松 

音楽工房ﾎｰﾙ 
549 

 
ロシア・ナショナル管弦楽団 ピアノ：A.コブリン 6/24 

アクトシティ浜松 
大ホール 

1,111 

 浜松市博物館ナイトミュージアムコンサート 8/24 浜松市博物館 71 
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 内容・事業名 開催日 会場 延べ入場数 

 なゆたふるさとセミナー  
 ～浜松国際ピアノコンクールを楽しむとっておきの方法 

9/8 なゆた・浜松 49 

 「月の輝く夜は」 
 ～音都に奏でる一夜限りの華麗なる響演 

9/14 浜松市教育文化会館 1,212 

 武田双雲×清塚信也 

 ～絶対勝ち負けのない二人のバトル 
9/16 浜北文化センター 620 

 音楽院事業 音楽アラカルト  
 「わたしのコンクール挑戦記、そしていま」 

9/22 
アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
158 

 浜松市美術館コンサート 10/21 浜松市美術館 180 

 開催記念ミニコンサート in ソラモ 
 出演者：チョ・ソンジン（ピアノ） 

11/10 
浜松ギャラリーモール 

ソラモ 
700 

 開催記念ミニコンサート in ソラモ  
 出演者：浜松フィルハーモニー管弦楽団（弦楽四重奏）   

      市民ジャズバンド「デクレッシェンズ＆クレッシェンズ」 

11/11 
浜松ギャラリーモール 

ソラモ 
500 

■市民主催による関連イベント   2,910 

 セルゲイ・サロフ ピアノコンサート 4/30 アクトシティ浜松中ホール 950 

 横山幸雄ピアノリサイタル 9/22 アクトシティ浜松中ホール 850 

 アレッシオ・バックス ピアノリサイタル 10/19 浜松市教育文化会館 1,110 

 計   30,165 

 
 

④ ウェブ配信等 
映像配信件数（ストリーミング配信） 11/10～1/31 ※ 1,483,497 件 

映像配信国数 75 ヶ国 1 地域 

期間中の公式サイトへのアクセス数 11/9～11/26 787,013 件 

公式 Facebook ページへの開設・投稿   

  11/9～11/26 の投稿数 122 件 

11/9～11/26 のインプレッション数（閲覧数） 427,529 件 

公式 Twitter によるツイート  

11/9～11/26 のツイート数 1,339 ツイート 

11/9～11/26 フォロワー数 419 人 

公式 YouTube への動画配信  

11/9～11/26 の動画配信数 32 本 

11/9～11/26 の視聴数 13,680 回 

※ 上記ストリーミング配信は、音楽配信チャンネルのメディチＴＶ（フランス）による本選及び入賞者披露演奏会の映

像配信数を含みます。 
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⑤ 市民参画 
ア 市民ボランティアスタッフ 

ホールスタッフ（来場者担当） 34 人 

アテンドスタッフ（出場者担当） 63 人 

審査委員アテンドスタッフ（審査委員・来賓担当） 13 人 

カゲアナウンス・表彰式プレゼンタースタッフ 11 人 

市民ボランティア 計 121 人 

 
イ 市民による出場者ホームステイ受入 

受入申し出家庭数 32 家庭 

ホームステイ利用出場者数（マッチング成立件数） 17 人（件） 

 
ウ 市民団体・学校・企業協力 

内容 協力団体数 参加者数 

会場内 生け花装飾 （静岡県西部華道連盟） 8 会派 - 

出場者による スクールコンサート （11/16～11/26） 18 会場 20公演 9,460 人   

出場者による ホームコンサート （11/17～11/23） 5 会場 6 公演 290 人   

出場者による シティコンサート （11/17～11/23） 7 会場 9 公演 3,995 人   

コンクール公認スイーツ・グッズ企画 参加企業・学校 12 団体 - 

 
 

⑥ コンクール初の企画 

・ 第3次予選における室内楽導入 

・ 審査採点結果の公表 （報告書及び公式サイトに掲載） 

・ 入賞者披露演奏会の東京公演実施 

・ スマートフォン対応の公式アプリの制作 

・ フランスの音楽配信チャンネルのメディチＴＶとの映像配信提携 

・ ＳＮＳを積極的に活用した情報配信 （facebook、Twitter、YouTube） 

・ コンクール公認スイーツ、公認グッズの協同企画、販売 （12企業・団体参加協力） 

・ 第1回～7回までのコンクールの歴史を紹介したパネルによる展示会を市内全地域で開催 
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⑦ 優勝者ツアー企画 
優勝者イリヤ・ラシュコフスキー氏によるピアノ・コンチェルト演奏またはソロ・リサイタルを国内外22会場にて 

実施予定。（一部、平成24年度事業にて実施済み） 

日程 会場 出演内容・主催等 内容 

2/27 東京芸術劇場 （池袋） 
新日本フィルハーモニー交響楽団/井上道義指揮 

主催：日本演奏連盟 
コンチェルト 

6/14 

～15 
愛知県芸術劇場 （名古屋市） 

名古屋フィルハーモニー交響楽団/フィッシャー指揮 

主催：名古屋フィルハーモニー交響楽団 
コンチェルト 

6/19 三重県文化会館 （津市） 主催：三重県文化振興事業団 リサイタル 

6/29 
カワイ コンサートサロン『パウゼ』 

（表参道） 
主催：カワイ音楽振興会 リサイタル 

7/3 
りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 

（新潟市） 
主催：新潟市芸術文化振興財団 リサイタル 

7/6 札幌芸術の森 （札幌市） 主催：パシフィック･ミュージック･フェスティバル組織委員会 リサイタル 

7/7 サントリーホール （赤坂） 主催：コンサートイマジン 
ジョイント 

コンサート 

7/11 浜離宮朝日ホール （築地） 主催：コンサートイマジン リサイタル 

7/14 アクトシティ浜松 （浜松市） 
浜松交響楽団/海老原光指揮 

主催：浜松信用金庫、浜松市 ほか 
コンチェルト 

7/26 ニューヨーク （アメリカ） IKIF 音楽祭 2013 リサイタル 

8/8 ドゥシニキ （ポーランド） ドゥシニキ国際ショパン音楽祭 リサイタル 

8/13 ラ・ロック=ダンテロン （フランス） 主催：ラ・ロック=ダンテロン国際ピアノ音楽祭 リサイタル 

9/25 ワルシャワ （ポーランド） ワルシャワ独立(記念)博物館 リサイタル 

9/27 トルン （ポーランド） トルン交響楽団/イェジー・スウォボダ指揮 コンチェルト 

9/29 ブィドゴシュチュ （ポーランド） 主催：パデレスキー音楽協会 リサイタル 

11/4 兵庫県立芸術文化センター（西宮市） 主催：兵庫県芸術文化協会 リサイタル 

11/6 大船渡市民文化会館 （大船渡市） 主催：大船渡市民文化会館 リサイタル 

11/13 北國新聞赤羽ホール （金沢市） 主催：北國新聞 リサイタル 

11/16 

～17 
横浜みなとみらいホール他 （横浜市） 

日本フィルハーモニー交響楽団／高関健指揮 

横浜招待国際ピアノ演奏会 

主催：横浜市芸術文化振興財団 

コンチェルト 

リサイタル 

11/18 アクロス福岡 （福岡市） 主催：アクロス福岡 リサイタル 

11/19 広島市南区民文化センター （広島市）  リサイタル 

11/22 アクトシティ浜松 （浜松市） 主催：浜松市、浜松市文化振興財団 リサイタル 

11/24 ヤマハホール （銀座） 主催：ヤマハ リサイタル 
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(2) パイプオルガン関連事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
内 容 

事業費 

（千円） 

オルガンミニコンサート 
アクトシティ浜松 

中ホール 
全 6 回 1,034 

アクトシティのパイプオルガンを

より知っていただくための無料

の短時間コンサート。 
3,375 

パイプを作ってみよう 

アクトシティ浜松 

中ホール 

ラウンジ 

8/17 35 

夏休みの小学生～中学生向け

ワークショップ。音の鳴る仕組

みを紙でパイプを作り学ぶ。 

合  計 2 事業 1,069  3,375 

 

(3) プロムナードコンサート開催事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
内 容 

事業費 

（千円） 

プロムナードコンサート 

JR 浜松駅前北口

広場「キタラ」 

なゆた・浜北 

駅前広場 

4/7～ 

10/27 
20,900 

浜松市内学校及び一般の演奏

団体が出演。全 21 回。（6/16、

7/1 は雨天中止） 

協力：浜松市吹奏楽連盟。 
5,582 

出張プロムナードコンサート 

in 第 60 回 姫様道中 

都田川親水 

公園 
4/8 2,000 

4/7、8 開催の北区「姫様道中」

中のイベントとして開催。 

合  計 2 事業 22,900  5,582 

 

(4) ジュニアオーケストラ・ジュニアクワイア浜松運営事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場者

数等 
内  容 

事業費 

（千円） 

ジュニアオーケストラ浜松・ジュニアクワイア浜松育成事業 

 

団員募集・定期練習 
アクトシティ浜松 

他市内諸施設 
通年 

団員数

JO 91 

JC 98 
団員の募集・育成・公演をマネ

ジメント。音楽を通じて、豊かな

感性を備え、文化的視野を持っ

た青少年の育成を目的とする。 

18,186 
第 18 回定期演奏会 

アクトシティ浜松 

中ホール 
9/2、9 1,690 

スプリングコンサート 2013 
アクトシティ浜松 

大ホール 
3/3 1,325 

第 4 回こどもミュージカル 
「歌声は風にのって 

合唱コンクール奮闘物語」 

アクトシティ浜松 

大ホール 
9/23 1,680 

脚本、作曲を創作し、公募によ

る市内のこども 54 人が出演。 
18,524 

合  計 2 事業 4,884  36,710 

 

(5) 浜松世界青少年音楽祭事業  

事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
内 容 

事業費 

（千円） 

浜松世界青少年音楽祭準備事業 － 通年 － 

26 年度の開催に向け、海外出

演団体への招聘ＰＲや合同合

唱曲の委嘱を実施。 

1,900 
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(6) 札幌市との音楽文化都市交流事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
内 容 

事業費 

（千円） 

PMF オーケストラ演奏会 

オペラコンクール入賞者派遣 

札幌コンサートホール 

キタラ 
7/20 1,200 

第 6 回静岡国際オペラコンクー

ル入賞の吉田珠代氏を派遣。 

3,302 
浜松市民文化フェスティバル 

中学校部門  

札幌市立手稲東中学校ゲスト出演 

アクトシティ浜松

大ホール 
11/11 800 

札幌市の中学校合唱部が参

加。浜松市内中学生との合同

練習及び交流会も開催。 

合  計 2 事業 2,000  3,302 

 

(7) 第７回浜松市民オペラ事業  

事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
内 容 

事業費 

（千円） 

第７回浜松市民オペラ準備事業 － 通年 － 
26 年度の開催に向け、作詞作

曲、脚本の制作者選定を実施。 
1,195 

 

(8) こども音楽鑑賞教室 

事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
内 容 

事業費 

（千円） 

第 12 回こども音楽鑑賞教室 
アクトシティ浜松 

大ホール 

2/28 

3/1 
8,335 

浜松市内小学校 5 年生を対象と

した浜松独自の企画によるオー

ケストラの鑑賞授業。 

15,451 

 

(9) 浜松吹奏楽大会事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場 

者数 
内 容 

事業費 

（千円） 

第 17 回浜松吹奏楽大会 

全国中学生交流コンサート 
アクトシティ浜松 

中ホール 
3/23 1,374 吹奏楽の普及と浜松市内の学

生の技術の向上を目的として

開催。今年度より「全国中学生

交流コンサート」を新設し中学

生と高校生の全国トップレベル

の団体が集結した全国規模の

事業。 

3,769 

第 25 回全日本高等学校 

選抜吹奏楽大会 

 関連イベント： 

プロムナードコンサート 

地域交流プログラム 

生徒交歓交流会 

アクトシティ浜松 

大ホール 

展示イベントホール 

他 

3/23 

3/24 

 

3,124 

 

1,500 

1,815 

1,429 

23,194 

合  計 2 事業 9,242  26,963 



15 
 

(10) アクトシティ音楽院事業 

事 業 名 会 場 開催日 
受講者数

等 
内  容 

事業費 

（千円） 

■アカデミーコース    世界レベルで活躍する演奏家の育成と世界に向けた音楽文化発信事業 （3 事業） 

 

第 18 回 

浜松国際管楽器アカデミー

＆フェスティヴァル 

アクトシティ浜松 
7/31～

8/5 

受講者 110 

聴講者 258 

入場 1,900 

海外演奏家を講師として迎え、管楽器

の奏者を育成するための短期セミナー

と、講師陣によるコンサートを開催。 

500 

 音楽院修了生公演 
市内小学校 

公民館他 

10～ 

1 月 
1,172 

アクトシティ音楽院修了生に、演奏の

場を提供。全 8 回。 
1,111 

 
第 17 回 

浜松国際ピアノアカデミー 
アクトシティ浜松 

3/8～

3/17 

受講者 23 

入場 1,451 

国内外の著名なピアニストを教授とし

て迎え、世界で活躍できるピアニスト

を育成。公開レッスンやレクチャーコ

ンサート、コンクールを開催。 

33,257 

■コミュニティコース    市民が参加・体験できる講座の開催と人材育成事業  （11 事業） 

 原信夫のジャズクリニック 市内諸施設 
10～ 

2 月 

受講者 878 

聴講者 114 

市内学校や音楽団体を対象とした

ジャズ指導。全 6 回。 
3,109 

 吹奏楽リーダー養成講座 
市内各学校 

はまホール他 
全 8 回 

受講者 640 

聴講者 234 

市小学校合同バンドと市中学校選

抜吹奏楽団を対象としたクリニック。 
1,471 

 ジャズ譜貸出事業 － 通年 
9 件 

22 曲 

ジャズ用、吹奏楽用等に編曲した

楽譜を、市内音楽団体を対象に無

料貸し出し。 
409 

 吹奏楽公開講座 
アクトシティ浜松 

大ホールリハ室 
4/14 86 

保科洋音楽監督による吹奏楽課題

曲講習会。 
1,091 

 音楽アラカルト 
アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
全 5 回 636 

様々なジャンルから題材をとりあ

げ、音楽により親しむための講座。 
1,209 

 主催者養成セミナー 
アクトシティ浜松 

研修交流センター 
全 12 回 

受講者 142 

入場者 211 

一般公募した市民がコンサート制作

に必要な知識を学び、実際にコン

サートの企画・運営を体験。 
854 

 合唱セミナー 

  

 ①小・中学校対象講座 市内小中学校 全 49 回 
受講者

1,685 

市内小・中学校合唱部に市内の合

唱指導者を派遣し、部や学校の合唱

技術向上を支援。また、一般向け講

座として合唱指導法、発声法などの

セミナーを開催。 

875 

 ②一般参加者対象講座 
アクトシティ浜松 

他 
全 2 回 

受講者 329 

聴講者 151 

 

シリーズ「音楽探訪」 
アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
全 4 回 549 

生誕 200 年となるリストの人物像や

生涯をテーマに開催。 
1,126 

音楽指導者派遣事業 
市内 

希望学校・団体 
通年 

受講者

45,074 

音楽指導者登録者を派遣し、地域

の音楽活動の活性化と人材活用を

図る。260 回。 
1,226 

 子ども音楽セミナー 市内諸施設 10～12 月 受講者 680 

生涯学習指導員を講師に招き吹奏

楽、洋楽、邦楽の 3 科目で、小中学

生を対象にした体験型のセミナーと

発表会を開催。全 12 回。 

752 

 指揮法講座 クリエート浜松 

8/10 

8/17 

8/24 

受講者 32 

聴講者 61 

指揮者の田久保裕一氏が一般音楽

愛好家を対象に、合唱曲やピアノ連

弾曲を使って、音楽作りや指揮法の

ノウハウを指導。 

639 

合  計 14 事業 56,416  47,629 
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【公2】 芸術文化活動促進と地域社会活性化の拠点となる施設の整備、貸与及び運営 

 

1 アクトシティ浜松 

(1) コンベンション等実施状況 

※参加人数300人以上かつ県単位以上の大会・コンベンション等を記載 

利用日 大会名称 利用施設 
参加人数

（人） 

2012 5/10～13 2012JAPAN BAND CLINIC 大・中・展・コン・研 8,600 

2012 5/18～20 第 13 回日本認知症ケア学会大会 大・中・コン 13,130 

2012 5/23～25 第 7 回日本分子イメージング学会 総会・学術集会 中・コン 760 

2012 5/27～30 ロボティクス・メカトロニクス講演会 2012 中・展・研 4,400 

2012 6/3～9 国際法中毒学会第 50 回大会 大・中・コン 4,300 

2012 6/10～15 2012 年スズキ・メソード全国指導者研究会 中・コン・研 2,550 

2012 6/15～16 第 217 回日本内科学会東海地方会 コン 462 

2012 6/23～24 第 16 回静岡県理学療法士学会 コン 730 

2012 6/29～7/1 第 6 回日本慢性看護学会学術集会 コン 1,000 

2012 7/6～7 第 139 回日本循環器学会東海地方会 展・研 500 

2012 7/13～16 第 16 回ＰＩＡＲＡピアノコンクール全国大会 中 1,200 

2012 7/20～23 第 54 回自治体学校 in 浜松 大・中・コン・研 3,148 

2012 7/21～26 第 6 回ビジネスマッチングフェア in Hamamatsu 展・研 8,810 

2012 8/24～26 第 67 回東海吹奏楽コンクール中高Ａ編成の部 大・中・コン 12,300 

2012 9/15～16 ＦＳＣ森林サミット 2012 in はままつ コン 730 

2012 9/16 （社）日本伝統俳句協会第 23 回全国俳句大会 コン 300 

2012 9/23～25 第 31 回全国社会福祉施設経営者大会 大・中・展・コン 3,516 

2012 10/5～8 第 45 回日本薬剤師会学術大会 大・中・展・コン・研 17,270 

2012 10/11～14 第 4 回国際健康表現体操フェスティバル 大 4,900 

2012 10/12～15 第 38 回全国語学教育学会年次国際大会 中・展・コン・研 6,300 

2012 10/15～18 第 17 回全国トラック運送事業者大会 大・中・展・コン・研 3,712 

2012 10/27～28 第 33 回日本口腔インプラント学会中部支部総会・学術大会 コン 450 

2012 11/2～4 第 5 回中部放射線医療技術学術大会 コン 966 

2012 11/6～26 第 8 回浜松国際ピアノコンクール 大・中・コン・研 14,670 

2012 12/13～14 第 78 回レーザ加工学会講演会 コン 830 

2013 1/11～13 第 18 回日本臨床エンブリオロジスト学会 コン 600 

2013 1/20～23 第 30 回プラズマプロセシング研究会 研 640 

2013 1/21～25 第 23 回はままつメッセ 2013 展・研 4,080 

2013 2/4～3/18 平成24 年分確定申告相談会場 展 28,815 

2013 2/8～11 エンジン 01 文化戦略会議オープンカレッジ in 浜松 中・コン・研 5,500 

合 計 30 件 155,169 

※大：大ホール 中：中ホール コン：コングレスセンター 展：展示イベントホール 研：研修交流センター 
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(2) 施設稼働率 

（ ）内は前年度末実績 

  利用率 
延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

（人） 

大ホール 
81.4% 306 249 284,336 

(74.4%) (312) (232) (221,217) 

中ホール 
74.0% 312 231 115,400 

(67.7%) (313) (212) (110,565) 

展示イベントホール 
59.9% 342 205 145,778 

(65.2%) (330) (215) (197,608) 
コングレスセンター 

会議室(13 室) 
74.3% 4,491 3,335 102,319 

(70.3%) (4,512) (3,170) (101,873) 

研修交流 
センター 

音楽工房ホール 
64.2% 341 219 24,685 

(66.4%) (345) (229) (28,474) 

音楽セミナー室

(13 室) 
53.0% 4,514 2,392 15,784 

(46.6%) (4,482) (2,090) (11,332) 

会議室 
(10 室) 

87.7% 3,482 3,052 104,760 

(88.5%) (3,505) (3,103) (93,336) 

合  計 
793,062 

(764,405) 

 
（ ）内は前年度末実績 

  駐車台数 駐車台数 （１日あたり） 

駐車場 
432,312 1,184 

(435,211) (1,189) 

 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度末実績 
収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施

設

利

用 

大ホール 163,081,967 160,000,000 3,081,967 

中ホール 73,682,535 70,000,000 3,682,535 

展示イベントホール 74,196,129 80,000,000 △5,803,871 

コングレスセンター 144,371,960 143,000,000 1,371,960 

研修交流センター 73,608,835 72,000,000 1,608,835 

地下駐車場 135,914,599 135,000,000 914,599 

屋外施設（サンクンほか） 134,220 0 134,220 

合 計 
664,990,245 660,000,000 4,990,245 

   ( 664,293,656 ) ( 650,000,000 ) （14,293,656） 
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2 浜松市教育文化会館・浜松復興記念館 

(1) 施設付帯事業の実施 

事業名 開催日 参加者数 内  容 

あ 浜松市教育文化会館（2 事業） 

 

① はまホール別館市民ギャラリー 

浜松復興記念館 

 写真展「50 年前のはまホール」 

12/1～

1/14 

はまホール 

26,000 

復興記念館 

※841 

合計 

26,841 

平成23年に50周年を迎えた「はまホール」の完成

当時の様子、50 年前と現在の施設内の違いや 50

年前はまホールで行われていた催事の様子など

を、写真パネルや現物資料で紹介。 

 
② 第４回浜松市民バンドフェスティバル 

～市民による吹奏楽の祭典！～ 
2/3 1,200 

全国でも珍しい、市民バンドの交流事業。各市民

バンドによる特色ある演奏や、各団のメンバーを集

めた合同演奏を実施。来場者参加型のイベントも

用意し、ステージと客席が一体となって楽しめる演

奏会とした。 

い 浜松復興記念館（7 事業） 

 ① 展示室の案内・説明 
通年 － 

入場者への展示資料等を説明。また、浜松市戦災

遺族会と連携し語り部事業を実施。 

 企画展 

  ② 浜松復興記念館ミニコンサート 6/30 ※25 
ジュニアオーケストラ浜松によるアンサンブルミニコ

ンサート。 

  

③ 親子で聞こう 

「むかし戦争があった 

～浜松空襲や戦争中の浜松のお話～」 

8/19 

1 回目 70 

2 回目 64 

※（計 134） 

戦争の悲惨さ、戦時下の浜松について現代の親

子に知ってもらうため、「浜松市戦災遺族会」語り

部による戦争体験談を聞く場を設けた。 

  

④ 昔、子どもたちの憩いの場所が 

浜松にあった！! 

「僕と私の浜松市児童会館展」 

8/1～

8/31 
※1,119 

昭和 37 年から昭和 61 年まで浜松市教育文化会

館の隣にあった子どもたちの学習施設「浜松市児

童会館」の 23 年間の歴史を、写真・映像・貴重な

資料を通して紹介し、浜松の昭和（戦後）の文化史

を知る機会を提供。 

  

⑤ 「僕と私の浜松市児童会館展」 

開催記念トークショー 

「語ろう！!僕と私の浜松市児童会館」 

8/18 200 

浜松市児童会館の貴重な写真・映像・音源などと

共に、当時の職員の方と展示品や館内・館外行事

などを振り返り、思い出を語り合う場とした。また、

ジュニアクワイア浜松による「（旧）浜松市歌」の合

唱も披露。 

  ⑥ 昭和の浜松写真展 

3/26～

3/31 

（5/6 まで

開催） 

※79 

（3/26～

3/31） 

戦後の繁栄を迎えた昭和30 年代から50 年代の浜松

の風景写真を展示。浜松まつりに関する昭和20 年代

から 40 年代までのいろいろな風景（凧揚げ、御殿屋

台、広告カーニバルなど）を写真で紹介。 

 
⑦ 資料及び寄贈物品の調査研究、 

保存、整理、収集情報の提供 
通年 － 

所蔵資料の調査、整理、展示整備及び、寄贈品の

受付や保存、資料提供を実施。 

う その他（2 事業） 

 ① ホームページを活用した情報発信 通年 － 
施設や催事の案内をはじめ、イベントレポート等も掲

載。主催者だけでなく一般参加者の活動もサポート。 

 ② イベントカレンダーの発行 
月 1 回 － イベント事業や施設利用の案内等を掲載。 

合 計 11 事業 29,598 

内、「復興記念館 入場者数」に含まれ

る数 （※の事業） 
2,198 

内、事業単独参加者数   27,400 
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(2) 施設稼働率 

 

  利用率 

延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

（人） 

浜松市教育 

文化会館 

ホール※ 69.9% 292 204 281,522 
リハーサル 94.5% 307 290 27,177 
２１練習室 98.4% 308 303 24,439 
２２練習室 98.1% 308 302 24,213 
２３練習室 100.0% 308 308 13,639 
２４練習室 73.1% 308 225 4,082 
３１練習室 99.7% 308 307 18,045 
３２練習室 99.7% 308 307 17,563 
３３練習室 99.7% 308 307 21,518 
３４練習室 98.4% 308 303 21,545 
３５練習室 98.4% 308 303 30,778 

会議室 24.4% 308 75 1,579 

復興記念館 

入場者数 - - - 8,028 
会議室 33.4% 308 103 3,957 

第一和室 31.5% 308 97 770 
第二和室 19.2% 308 59 347 

合  計 499,202 

※楽屋・控室利用数を含む。 

 

(3) 利用料金収入の状況 

 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

浜松市教育文化会館 

施設利用 

52,599,680 57,000,000 △4,400,320 

浜松復興記念館 

施設利用 

1,128,240  2,000,000  △871,760 

合 計 53,727,920 59,000,000 △5,272,080 
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3 クリエート浜松 

(1) 施設付帯事業の実施 

事業名 開催日等 参加者数 内  容 

あ 成人対象の事業 （11 事業） 

 

① 夜のクリエート 

ふれあい広場・音出しコミュニケーション編 
通年 61 

音出しワークショップ。音出しによるコミュニ

ケーションの場を創出。全 22 回。 

② 夜のクリエート 

和室・アトリエ編 
通年 67 

書やアートに触れながらのリラックスタイム

を演出。全 22 回。 

③ 夜のクリエート 

ホール・クリエート浜松でピンポン！編 
通年 102 

コミュニケーションとしての卓球を楽しむ

機会を提供。全 23 回。 

④ 夜のクリエート特別編 

   「スーパーデッサンクラス」 
通年 113 

日本画家：竹内雅明氏による鉛筆デッサ

ン講座。全 18 回。 

⑤ 昼のクリエート 

児童室編 
通年 87 

子ども向けの音出しや、折り紙工作、ヨー

ガ等、幅広いジャンルで実施。全 23 回。 

⑥ ふれあい広場活性化事業 

Creative Gala（クリエイティブ・ガラ） 

通年 

（9 月～） 
174 

地域の文化活動活性化のため、ふれあ

い広場を提供する企画。全 13 回。 

⑦ 「Collabo with! クリエート」企画

P-CAFÉ（プレゼンテーションカフェ） 
通年 197 

プレゼンテーションチャンス浜松へ向けた

プレゼン練習。全 13 回。 

⑧ 「Collabo with! クリエート」企画  

プレゼンテーションチャンス浜松 
9/9、2/3 114 

小規模企業や個人が、新しいアイデアや

作品を発表する場を設け、プレゼンテー

ターと聴衆との接点となる機会を提供。 

 

⑨ 「Collabo with! クリエート」企画  

  ふるさと再発見  

北遠とつながるコンサート 

＆北遠マルシェ（物産展） 

1/12 

コンサート

180 

物産展

754 

北遠の環境がテーマのコンサートと北遠

物産展のコラボレーション企画。「見る・聴

く・嗅ぐ・味わう・触れる」の五感で楽しみ

ながら「ふるさと再発見」できる機会を提

供。共催：デイジーミュージック 

 
⑩ 昼のクリエート クッキングルーム編 

「おいしい手作り味噌をつくろう」 
1/22、2/2 33 

味噌の仕込みを行い、日本の食文化と向

き合う講座。 

 
⑪ 「Collabo with! クリエート」企画  

第 3 回はままつグローバルフェア 
2/10 4,000 

フェアトレードショップや国際交流ブース

のほか、着付け教室や着物ショーなど日

本文化に関する試みも実施。 

共催：はままつ国際理解教育ネット、（公

財）浜松国際交流協会、（独）国際協力機

構中部国際センター 

い 青少年対象の事業 （1 事業） 

 ① 誰でもわかる子ども囲碁教室 
8/1、8/8、 

8/15、8/22 
83 

子どもを対象とした初心者向け囲碁教室。

最終日には囲碁大会を実施。 

指導協力：クリエート囲碁同好会メンバー 

う その他の事業・機能 （3 事業） 

  

① 生涯学習情報コーナー事業 通年 － 生涯学習情報の収集と提供。 

② 文化情報サロン事業 通年 － 

財団事業の紹介及び文化団体情報の収

集と提供。当館利用の同好会文化団体へ

の取材と情報発信を実施。 

③ 託児スペースの提供 通年 － 主催者の要望により児童室を無料開放。 

合 計 15 事業 5,965  

 
  



21 
 

(2) 施設稼働率 

        （ ）内は前年度末実績   

  利用率 
延べ利用可能

数(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

（人） 

中部公民館 

講座室（2 室） 
88.2% 628  554  14,635 

(86.5%) (616)  (533)  (21,326) 

クッキング 
ルーム 

49.7% 314  156  3,480 

(52.5%) (305)  (160)  (3,640) 

会議室（3 室） 
89.3% 943  842  25,057 

(88.1%) (924)  (814)  (24,549) 

和室（2 室） 
80.1% 628  503  10,416 

(74.0%) (616)  (456)  (8,469) 

文化コミュニティ 
センター 

ホール 
84.7% 314 266  46,203  

(88.6%) (308) (273)  (51,512)  

会議室（2 室） 
62.2% 629  391  7,530 

(67.0%) (615) (412)  (7,048) 

スタジオ 
97.8% 314 307 10,511 

(95.8%) (308) (295) (11,298) 

ふれあい広場 
93.9% 314 295 27,685 

(99.0%) (307) (304) (37,335) 

アトリエ 
80.6% 314 253 3,024 

(84.7%) (308) (261) (3,897) 

ギャラリー 
（5 室） 

95.9% 1,595 1,529 299,601 

(93.4%) (1,548) (1,445) (303,600) 

合  計 
448,142  

(472,674) 

 
 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度末実績   
収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用 
49,562,850 43,250,000 6,312,850 

(46,191,310) (43,000,000) （3,191,310） 
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4 浜松市天竜壬生ホール 

(1) 施設付帯事業の実施 

 事業名 開催日等 参加者数 内  容 

あ 文化振興事業 （4 事業） 

 

 ふじのくに交響楽団コンサート 9/30 中止 楽団の日程が合わず中止。 

① 

 

天竜壬生ホール開館 10 周年記念企画 

映画「たからもの」特別試写会 
6/30 232 

東京大空襲での学童疎開を扱った映画。

ご高齢のお客様が多く来館された。 

② 

 

 

天竜壬生ホール開館 10 周年記念 

宮沢和史 寄り道四十七次 

～花鳥風月～ 

10/21 271 
THE BOOM のボーカル宮沢和史のソロコ

ンサート。 

③ 天竜壬生ホール開館 10 周年記念 

MIBU New Year Concert2013 

辻本憲一と天竜楽友吹奏楽団の癒しの饗宴 

1/27 314 
天竜楽友吹奏楽団と、ゲストにトランペット

奏者の辻本憲一氏を招いたクラシックコン

サート。 

④ 天竜壬生ホール開館 10 周年記念 

第 4 回未来の音楽家コンサート 

2/24 126 
園児から高校生までの 18 人の子供達が

出演したコンサート。 

い 芸術普及事業（講座） （2 事業） 

 

① モダンダンスワークショップ 通年 105 
小中学生を対象としたモダンダンスのワー

クショップ。全 24 回。 

② ミュージカルワークショップ 通年 47 
小中学生を対象としたミュージカルのワー

クショップ。全 24 回。 

う 芸術普及事業（市民参加型発表会） （4 事業） 

 

① 天竜壬生ホール開館 10 周年記念 

第 2 回みぶ絵手紙展 

5/15～6/8 1,330 地元絵手紙団体の合同作品展示会。 

② 天竜壬生ホール開館 10 周年記念 

龍水の都音楽祭 Vol.9 

7/8 338 地域で活動するアマチュアバンドのライブ。 

③ 天竜壬生ホール開館 10 周年記念 

遠州太鼓夏の陣 Vol.3 

8/26 438 
地元和太鼓団体と高校郷土芸能部演奏

会。ゲストで天城連峰太鼓が出演。 

④ 

 

天竜壬生ホール開館 10 周年記念 

MIBU ワークショップ発表公演 Vol.10 

12/23 687 
MIBU ワークショップ受講生の成果発表

会。「モダンダンス」と「ミュージカル」の全 2

公演。 

え 天竜壬生ホール開館 10 周年特別企画 （2 事業） 

 ① 壬生フリーマーケット 7/8 500 
「龍水の都音楽祭 Vol.9」と同日開催。地

域住民のふれあいの場として開放。 

 ② 北遠地域物産展 8/26 700 
「遠州太鼓夏の陣 Vol.3」と同日開催。 

地元の特色あふれる名産品をアピール

し、地域活性化の場を提供。 

合  計 12 事業    5,088  
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(2) 施設稼働率 

           （ ）内は前年度末実績 

  利用率 
延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

（人） 

ホール 
58.2% 299 174 32,687 

(53.2%) (280) (149) (29,536) 

リハーサル室 
95.5% 308 294 14,482 

(97.1%) (309) (300) (14,967) 

会議室（2 室） 
81.8% 614 502 8,297 

(90.9%) (618) (562) (8,896) 

展示ギャラリー 
（2 か所） 

18.6% 608 113 15,055 

(18.9%) (614) (116) (11,782) 
音楽練習室、楽屋、 

ホワイエ、野外ステージ 
   

4,886 

(5,812) 

合  計 
75,407 

(70,993) 
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5 浜松市浜北文化センター・浜松市森岡の家 

(1) 施設付帯事業の実施  

事業名 開催日等 参加者数 内  容 

① 

 

 

妊婦とお母さんのための 

 「ゆるやかコンサート」シリーズ 

 Vol.1、Vol.2、Vol.3、Vol.4 

5/29 

7/20 

10/8 

12/13 

840 

子育て中や妊娠中の方を対象としたクラシッ

ク公演シリーズ。地元で活躍するプロの演奏

家や声楽家が出演。 

② 

 

浜松国際ピアノコンクールパネル展 

         ～これまでとこれから～ 
5/26、27 694 

浜北区文化祭開催時に、これまでのコンクー

ルの様子を紹介したパネルを展示。 

③ 

 

第 82 回浜北文化講演会 森永卓郎 

「日本を幸せにするこれからのライフスタイル」 
9/2 853 

浜松市受託事業。 

経済アナリスト・獨協大学経済学部教授の森

永卓郎さんを講師に迎え実施。 

④ 

 

 

第 8 回浜松国際ピアノコンクール開催記念 

「武田双雲×清塚信也 

～絶対勝ち負けのない二人のバトル～」 

9/16 620 

書道家の武田双雲とピアニストの清塚信也

による、オリジナル企画のコラボレーションコ

ンサートを実施。 

⑤ なゆたふるさとセミナー 全 6 回 325 

浜松市受託事業。 

様々な分野で活躍する講師を招いて専門分

野を講演。「遠州七不思議の旅」「ふるさと鉄

道史」ほか。 

⑥ 

 

 

 

ふじのくに子ども芸術大学体験・創造講座 

布と糸のワークショップ 

「まるで、愉快な 仲間たち 

チクチクとふわふわ」 

11/4、11、 

18 
20 

子どもたちが自分でデザインして布と糸など

の素材を使って人型バックを作り、最終日に

完成したものをテントに展示する創作ワーク

ショップを実施。 

⑦ 

 

NHK E テレ「スクールライブショー」 

公開録画 
1/19 

808 

（出場関係者含) 

NHK と浜松市との共催事業。 

NHK E テレ「スクールライブショー吹奏楽

バトル」の中部地区大会とグランドチャンピオ

ン大会の公開録画を実施。 

⑧ 第 30 回浜北寄席 2/24 1,148 

浜北寄席 30 回を記念して、ゲストに三遊亭

円楽を迎え「春風亭昇太落語家生活 30 周

年記念独演会」を実施。 

⑨ 

 

星出宇宙飛行士ミッション報告会 

「あなたの街に宇宙飛行士がやってくる」 
2/24 832 

宇宙航空研究開発機構共催。 

宇宙から帰還、日本に帰国した星出宇宙飛

行士のミッション報告会を実施。 

合 計 9 事業 6,140  
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(2) 施設稼働率・入場者数等 

（ ）内は前年度末実績 

  利用率 
延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数

(日) 

入場者数 

（人） 

浜北文化会館 

大ホール 
69.7%  271  189 99,917※ 

(65.7%) ( 280) ( 184) （100,558）※ 

小ホール 
62.0%  279  173 28,407※ 

(58.1%) ( 279) ( 162) （29,589）※ 

リハーサル室 
98.0%  300  294 14,067 

(97.7%) ( 301) ( 294) (13,497) 

練習室（3 室） 
93.2%  903  842 22,557 

(92.8%) ( 900) (835) (21,107) 

展示室 
23.4%  299   70 4,570 

(29.3%) ( 297)  ( 87) (5,429) 

大会議室 
73.1%  297  217 32,063 

(77.3%) ( 299) ( 231) (32,853) 

中央公民館 

会議室（5 室） 
78.6% 1,500  1,179 23,749 

(85.4%) ( 1,505) ( 1,286) (25,753) 

和室 
70.0%  300  210 4,099 

(62.8%) ( 301)  ( 189) (3,597) 

視聴覚室 
38.0%  300  114 1,697 

(53.2%) ( 301) ( 160) (2,515) 

合  計 
231,126 

(234,898) 

※楽屋利用数を含む。 

（ ）内は前年度末実績 

 
人数 （人） 件数 （件） 

森岡の家 施設見学者数 
232 77 

（ 233 ） （ 86 ） 

 
 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度末実績 
収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用 
35,456,507 30,900,000 4,556,507 

(35,606,360) (31,000,000) （4,606,360） 
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6 浜松こども館 

(1) 施設付帯事業の実施 

事業名 開催日等 参加者数 内  容 

あ 遊び体験機能 （4 事業） 

 

 

 

① しょうぎに挑戦 月 1～2 回 322 
将棋の先生を招いて、初心者でも将棋にふれる機

会を提供。全 24 回。 

② コマ検定 月 1 回 395 
日常の「コマ遊び」の目標としてこども館オリジナル

の「コマ検定」を実施。全 12 回。 

③ ボールプールおそうじ隊 月 1 回 672 
月 1 回のボールプールの入替え掃除を来館者と共

に実施。全 12 回。 

④ こども館スタジオ 全 6 回 1,001 

見る・聴く・体験するなど様々な要素を織り込み、音

楽や芸能に親しむ講座。「草笛をふこう」「阿波踊り

を踊ろう」ほか 6 プログラムを実施。 

い ものづくり体験機能 （9 事業） 

 ① おりがみあそび 月 1～3 回 897 ボランティアとともに折り紙で遊ぶ。全 21 回。 

 ② おりがみあそびスペシャル 全 3 回 190 折り紙の魅力を、ボランティアとともに楽しむ。 

 
③ 

 

わくわくスタジオ 

  「毛糸ぬいぬい」 
月 1～3 回 1,197 

身近な素材や現象をテーマに、質感や変化を感

じ、表現する。「カラフルしゃぼん玉」「サンカクくみ

くみ」ほか 3 プログラム、全 19 回。 

 ④ 土ねんどで遊ぼう 月 3 回程度 2,218  
土ねんどを使っての造形遊び。子どもの豊かな表

現力が発揮される場を提供。全 32 回。 

 
⑤ 

 

HONDA の親子でダンボール 

クラフト！ 

7/21 

12/8 
71 

親子で行う本格的なダンボールクラフト。 

協力：本田技研工業 

 ⑥ おやつ作り 月 2 回程度 680 

作るおもしろさや食べる喜びを体験するおやつ作

り。「スナックパスタ作り」「きな粉あめ作り」ほか 5 プ

ログラム、全 23 回開催。 

 ⑦ パン作り 月 2 回程度  845 
子どものイメージや創造力を生かすパン作り。 

全 27 回。 

 ⑧ 五感で味わうおやつ工房 全 8 回 146 
食を楽しみ、関心を高める講座。「こども味噌作り」

「おえかきまんじゅう」ほか 7 プログラムを実施。 

 ⑨ おにぎり作り 
祝日 

長期休暇中 
1,717 

「おにぎり作り」の伝承と「シンプルな味わい」を体

感する時間。 

う 子育て支援・交流機能 (9 事業) 

 
① 

 

いっしょにあそぼ！ 

 ハイハイ赤ちゃんと 
月 2 回程度  1,456 

歩行前までの子と保護者を対象とした、身体的な

発達を促す遊びの時間。全 21 回。 

 
② 

 

いっしょにあそぼ！ 

 よちよち・トコトコ 
月 1～2 回  1,046 

1･2･3 歳児と保護者を対象とした、身体的な発達を

促す遊びの時間。全 15 回。 

 
③ 

 

いっしょにあそぼ！ 

 ねんね・ごろんのあかちゃんと 
月 1～2 回 1,449 

母親が日常の育児に活かせるようにするための学

び遊びプログラム。全 19 回。 

 ④ にこにこベビーマッサージ 月 2～3 回 2,070 
赤ちゃんとのスキンシップの方法を楽しく学ぶ時

間。全 25 回。 

 ⑤ 音と遊ぼうリトミック 月 2～4 回 3,093 
自己表現する楽しさを知り、創造力を培うための講

師によるリトミックの時間。全 36 回。 

 ⑥ はじめてのワークショップ 月 1 回程度   417 

単純な素材で子ども自由に創造し、表現できるワ

ークショップ。「はじめての土ねんど」「はじめてのえ

のぐ」ほか 6 プログラム、全 12 回開催。 
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事業名 開催日等 参加者数 内  容 

 ⑦ ミュージックサロン 全 6 回 691 
子育て中の保護者が気軽に音楽を楽しめるコンサ

ート。「ハーモニカ」「フルート」ほか全 6 プログラム。 

 ⑧ 育児ママ＆マタニティヨーガ 月 2～5 回 1,150 
妊娠中や産後、育児真っ最中の親に、心身共にリ

ラックスできる場を提供。全 37 回。 

 ⑨ 羊たちと親子で体づくり 全 6 回 258 
普段の生活や遊びの中での体力づくりにつながる

ような親子遊び、運動遊びを体験。 

え アウトリーチ活動 (2 事業) 

 
① 

 

移動こども館 

「にこにこベビーマッサージ」 
全 8 回 849 

来館の機会が少ない周辺地域でのアウトリーチ事

業。北区・浜北区・西区で実施。 

 
② 

 

移動こども館 

「土ねんどで遊ぼう」 

7/3、9/25 

10/16 
177 

保育園・幼稚園・特別支援学校に出張して行う事

業。伊平幼稚園ほかで実施。 

お 団体向け事業 (1 事業) 

 
① 

 

団体向けプログラム 

「土ねんどで遊ぼう」 
全 7 回 195 

団体向けに「土ねんどで遊ぼう」を実施。日本文教

幼稚園、浜北特別支援学校ほか。 

か 日常企画 （6 事業） 

 ① あそび横丁（総称） 開館中随時 252 
日常的な遊び空間を作る。職員、ボランティア、来館

者など様々な人たちが行き交う場所の創出。 

 ② ことばあそび 開館中随時 148 
日本語の美しさや面白さを、川柳など様々な形で

伝える。 

 

③ 自然を感じる 開館中随時  57 
屋上庭園の活用を中心に、花や野菜の栽培を通し

て、自然のめぐみを感じる時間を作る。 

④ 読み語り・図書 開館中随時 838 
「遊び場」としての特徴を生かした本とのふれあい、

出会い、読み聞かせの時間を提供。 

 ⑤ 誕生日おめでとう 開館中随時  299 
誕生月の子どもをお祝いし、身長・体重測定と手形

を押す。 

 ⑥ 子育て何でも相談 開館中随時  390 育児の相談に､職員・専門家が応じる。 

き 長期休暇でのイベント （5 事業） 

 

 

① 

 

春の特別プログラム 

「こども館 あそび横丁」 

4/1～8 

（H24.3.24 

より開催） 

4,242 
情報広場をメインとして、常時 10 種類以上の遊び

を用意し、多世代が行き交う場の創出。 

② 

 

ゴールデンウィークプログラム 

「続・こども館 あそび横丁」 
5/3～6 3,187 好評であった「あそび横丁」を再実施。 

③ 

 

夏休み特別プログラム 

「みんなで遊ぶ 大・中・小」 
7/28～8/19 15,953 

「普段当たり前に目にしているもののサイズを変え

てみたら…」をテーマに遊びの仕掛けを創った。 

 

④ 

 

冬休み特別プログラム 

「あのワクワクをもう一度！」 
12/22～1/6 5,959 

積み木作り体験などといった、過去開催の事業か

ら、人気プログラムを再編成して実施。 

⑤ 

 

春休み特別プログラム 

「あそびの紙さま」 
3/23～3/31 5,760 

「紙」に焦点をあてて、紙遊びの面白さ、奥深さを

感じ、気づけるような仕掛けを創った。 

く ボランティア育成事業 （1 事業） 

 
① 

 

学生/市民ボランティアの 

     募集、研修、育成 
6～10 月 451 

中・高校生、一般を対象としたボランティア育成。実

地研修などの受講後は、こども館の運営に参画。 

け 託児事業 （1 事業） 

 ① 託児室運営 （一時お預かり保育） 開館中随時 1,599 生後 6 ヵ月～3 歳未満の子どもの一時預かり保育。 

こ その他の機能や事業 （7 事業） 

 

① 夏休み「キッズまちなか探検隊」

『管理栄養士みちるさんの 

～レシピのない料理～』 

8/17 15 
「まちなかにぎわい協議会」と連携し、オリジナルプ

ログラムとして『レシピのない料理』を実施。 
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事業名 開催日等 参加者数 内  容 

 ② 保育者向けワークショップ 8/1～3 29 

市内幼稚園、保育園教諭を対象とした、実践的な

体験学習の場。 

講師協力：浜松大学、浜松学院大学短期大学部 

 
③ 

 

浜松学院大学短期大学部 2 年生 

「土ねんど実習」 

10/26、 11/5 

11/16 
148 

将来、乳幼児と係る職種を目指す学生を対象に、

授業の一環として「土ねんど実習」を実施。 

 ④ 運営委員会 
6/29、10/17 

2/20 
35 

館運営アドバイザー・学校関係者ほかを委員に、も

館の管理運営について協議した。 

 ⑤ 職員研修 6/13、2/13 31 

館運営アドアイザーによる専門的な研修。大人へ

の関わり方や対来館者、対職員とのコミュニケーシ

ョンの方法等、職員の資質向上につなげた。 

 ⑥ インターンシップ実習 受け入れ 8 月 5 
地元大学等の社会体験実習受入。 

受け入れ校：静岡文化芸術大学・静岡大学ほか 

 ⑦ 中学生職場体験学習 受け入れ 通年 15 
中学生を対象に社会体験の場を提供。受け入れ

校：富塚中・東部中・八幡中・雄踏中・曳馬中 

合  計 45 事業 62,615  

※合計参加者数は「(2)入館者数等」に含まれる。 

 

(2) 入館者数等 

（ ）内は前年度末実績 

開館日数 

（日） 

入館者数 

計（人） 

内  訳（人） 
託児件数 

大人 高校生 中学生 小学生 未就学児 その他 

350 169,819 73,555 830 3,901 28,953 61,199 1,381 1,599 
(350) (184,532) (80,435) (880) （4,241) (30,595) (66,993) (1,388) (1,482) 

 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度末実績 
収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

入館料・託児料 
16,579,160 20,730,000 △4,150,840 

(16,696,460) (20,650,000) （△3,953,540） 
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【公3】 芸術文化資源を調査、収集、保存、展示するための観覧施設等の整備・運営及び 

当該分野の普及発展を目的とした事業企画と市民活動支援 

 

1 浜松市楽器博物館 

(1) 施設付帯事業の実施 

事業名 開催日等 参加者数 内  容 

あ 特別展・企画展・常設展 （5 企画） 

  

① 

 

企画展 

「写真で見る・世界遺産ガリフナの歌と踊り」 
4/1～6/30 ※ 21,015 

世界遺産ガリフナ音楽と楽器を写真と映

像で紹介した。 

② 企画展 

「スウィングする鉄筋彫刻」 
5/2～5/20 ※ 6,303 

楽器を演奏する姿の鉄筋彫刻作品を展

示した。 

③ 

 

特別展 

「埋もれた楽器たち～古代への音浪漫～」 

8/1～9/2 ※ 16,129 
静岡県内から出土した琴を中心に、古

代日本の楽器について展示した。 

8/6 33 浜松市郷ヶ平古墳群出土埴輪説明会 

8/19 103 フォーラム「古代への音浪漫」 

④ 特別展「楽器というデザイン」 11/10～1/6 ※10,324 
楽器のデザインについて様々な視点か

ら紹介。共催：ヤマハ株式会社 

⑤ 常設展の運営  通年 － 楽器展示室、体験室の管理運営。 

い ガイドツアー・ミュージアムサロン （3 企画）   

 ① 展示室ガイドツアー 毎日曜日 ※ 2,453 職員による実演と展示解説。 

 ② ミュージアムサロン 通年 ※ 4,802 
当館職員などによる演奏会。全 35 回。

ゲスト演奏家も出演。 

 
③ 

 

ミュージアムサロン関連企画 

「電子チェンバロとクラシックオルガンの集い」 
8/25 ※ 480 

電子チェンバロと電子オルガンを使用し

た公募出演者による演奏会。共催：公益

財団法人ローランド芸術文化振興財団 

う 演奏会（レクチャーコンサート・イブニングサロン）  

 ■ レクチャーコンサート （15 事業）    

 
① 

 

「コリアの歌と音と舞 

～陰陽の織り成す美の世界～」 
5/5 167 

チャンゴ、コムンゴ、伝統舞踊、世界無

形文化遺産パンソリを演奏。 

 ② 「酔いしれて、タンゴ」 6/10 160 
バンドネオンを中心にアルゼンチン・タン

ゴを紹介。 

 
③ 

 

「諸行無常 盛者必衰 

 平家琵琶を聴く、語る」 
6/17 205 

平家琵琶による平曲の語りを紹介し、聴

衆に語りを体験してもらった。 

 
④ 

 

「フンフルトゥ 

～トゥバ共和国の驚異の喉歌と楽器たち～」 
6/27 136 

ロシア連邦トゥバ共和国の喉歌と楽器を

紹介。 

 
⑤ 

 

「ロマンス 

～ブラームスとシューマンに聴く～」 
7/7 90 

博物館所蔵の 1855 年製グロトリアン・ピ

アノとヴァイオリンによる演奏。 

 ⑥ 「ベートーヴェン、チェロソナタ パートⅠ」 7/16 100 
チェロソナタ全曲の演奏。ピアノは博物

館所蔵 19 世紀フォルテピアノを使用。 

 
⑦ 

 

「伝統のアフリカ 

  ～吟遊詩人グリオと弦楽器コラ～」 
8/7 86 アフリカ・マリの伝統弦楽器コラの演奏。 

 ⑧ 「古代への道～琴と筝の時空トラベル～」 8/18 116 日本の古代遺跡出土琴の復元品による演奏。 

 ⑨ 「北インド夢幻～サロードの音宇宙～」 8/24 44 
インドの弦楽器サロードと打楽器タブラ

の演奏。 

 ⑩ 「ベートーヴェン、チェロソナタ パートⅡ」 8/30 94 
チェロソナタ全曲の演奏。ピアノは博物

館所蔵 19 世紀フォルテピアノを使用。 

 ⑪ 「ハワイから世界へ～ウ・ク・レ・レ～」 10/24 59 ハワイの弦楽器ウクレレの歴史と演奏を紹介。
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事業名 開催日等 参加者数 内  容 

⑫ 

 

第 8 回浜松国際ピアノコンクール開催記念 

「魅惑のピアノ五重奏」 
11/18 152 

知られざる 19 世紀ピアノ五重奏の作品をデ

ン・ハーグピアノ五重奏団が演奏。 

⑬ 「オルガン・ヒストリー」 11/24 78 
パイプオルガンの発展の歴史を電子・クラシ

ックオルガンの演奏とともに紹介。 

⑭ 「オカリナ・クリスマス」 12/15 104 オカリナ合奏によるクリスマスコンサート。 

⑮ 「薩摩琵琶」 1/29 60 鶴田流薩摩琵琶と楽琵琶の音楽を紹介。 

 ■ イブニングサロン （夜のミニコンサート） （13 事業） 

 
① 

 

「最小のアンサンブル 

～フラウト・トラヴェルソ・デュエット～」 
5/30 52 バロックフルートのソロと二重奏を紹介。 

 ② 「弦楽四重奏～ドヴォルザーク“アメリカ”～」 6/4 66 弦楽四重奏の名曲を紹介。 

 ③ 「魅せられて、バンドネオン」 6/9 132 アルゼンチンタンゴのバンドネオンを紹介。 

 ④ 「東北のこころ～津軽の三味線と唄～」 6/30 132 
津軽三味線と民謡を紹介。東日本大震

災支援コンサート。 

 
⑤ 

 

「夏の夜の幻影 

～ジャワ王宮舞踊と古典詩への招待～」 
8/17 53 

インドネシア・中部ジャワの音楽文化を

紹介。 

 ⑥ 「弦楽八重奏」 8/27 69 弦楽八重奏の名曲を紹介。 

 ⑦ 「君偲ぶ夜～アルパの想い～」 9/8 51 パラグアイの国民楽器アルパを紹介。 

 ⑧ 「ミュージアム・ジャズナイト」 10/20 37 
電子オルガン・電子アコーディオン、電

子ドラムで、ジャズを紹介 

 

⑨ 

 

 

「古楽の愉しみ 

～チェンバロ、バロック・フルート、 

バロック・チェロ、バロック・ヴァイオリンによる～」 

11/14 32 
桐朋学園大学古楽器専攻学生と教員に

よるコンサート。共催：桐朋学園大学 

 
⑩ 

 

「グラン・ママン 

～100 年前のアコーディオン～」 
11/30 53 フランスのアコーディオンのコンサート。 

 
⑪ 

 

「国際古楽コンクール≪山梨≫2012 

入賞者コンサート」 
12/1 44 

国際古楽コンクール入賞者がバロック・

オペラを紹介。 

 ⑫ 「バリ島の影絵人形芝居ワヤン・クリ」 2/3 142 
ガムランの伴奏で上演される世界遺産

バリ島の影絵人形芝居を紹介。 

 
⑬ 

 

「冬の夜のブラームス 

～弦楽四重奏曲第 2 番～」 
2/22 44 

愛知県立芸術大学学生と教員による弦

楽コンサート。 

え 講座・ワークショップ （2 事業） 

  ① 楽器の中の聖と俗 全 3 回 72 
日本と世界の民俗楽器・民俗音楽に関

する文化講座。 

 ② 民族音楽紀行 中止 － 講師の健康上の理由により中止。 

 ③ 楽器体験ワークショップ「アルパをひこう！」 9/9 8 アルパの初歩実技入門講座。 

 ④ ジャズ講座 中止 － 講師の健康上の都合により中止。 

お 市内小学校移動博物館 （5 訪問） 

 ① 元城小学校 6/19～6/20 

2,590 

（5 校） 

浜松市内小学校への移動博物館。 

全 5 回。 

 ② 気賀小学校 6/28～7/4 

 ③ 都田南小学校 9/10～9/13 

 ④ 神久呂小学校 9/18～9/21 

 ⑤ 中瀬小学校 10/22～10/26 

か 楽器整理・調査・情報発信 （5 企画） 

  

  

  

① 所蔵資料の調査・整理・修復 通年 － 
所蔵資料の調査、整理、修理、修復、 

展示整備 

② 音楽文化・芸能調査 通年 － 
一絃琴/二絃琴（通年）、琉球首里王府

の古式行列取材 

③ CD、図録の制作 通年 － 
博物館所蔵楽器の CD5 種、DVD1 種、

図録１種の制作発売 （下記参照） 



31 
 

事業名 開催日等 参加者数 内  容 

 ④ 広報誌「楽器博物館だより」発行 年 9 回発行 － 

催しの報告や開催案内を掲載する季刊

誌。市内小中学校・公共施設等を中心

に配布（各号約 1700 部）。 

 ⑤ 公式ホームページサイトの管理運営 通年 － 
一般情報とアーカイブス、最新情報ほか

を発信。 

き 研修受け入れ （4 事業） 

 ① 学芸員実習受け入れ 通年 2 静岡大学、東海大学 

 ② インターンシップ受け入れ 通年 5 
静岡文化芸術大学、静岡大学、金城学

院大学、常葉大学 

 ③ 教職員研修受け入れ 通年 6 気賀高校、竜禅寺小、飯田小 

 ④ 中学生職場体験受け入れ 通年 22 丸塚中、南部中、入野中、高台中、佐鳴台中 

合 計 52 事業 66,905 

内、「(3)観覧者数」に含まれる数 

（※の事業） 
61,506 

内、事業単独参加者数   5,399 

 

(2) CD、DVD、図録の制作・発行 

（CD：浜松市楽器博物館コレクションシリーズ） 

No.38 「イギリス・ソナタ ～ブロードウッド・ピアノ 新世紀の響き～」（H24文化庁芸術祭レコード部門大賞） 

No.39 「地無し尺八の可能性 ～祈りから未来へ～」 

No.40 「シューベルティアーデⅡ即興曲とヴァイオリン・ソナタ ～伝シュトライヒャー・ピアノによる～」  

No.41 「大いなる転換期の音楽 ～18世紀英国王室とカークマンの時代～」 

No.42 「リードオルガンに夢をのせて」 

（DVD）楽器の世界COLLECTIONシリーズ4 「長唄三味線～ 粋を極めた江戸の音～」  

（図録）「トゥバ音楽小事典」 
 

(3) 観覧者数等 
  （ ）内は前年度末実績 

開館日数 
観覧者数計 

（人） 

内 訳 （人） 

大人 中人 小人 幼児 

336 88,591 67,369 2,889 14,424 3,909 
(337) (81,371) (61,422) (2,493) (13,376) (4,080) 

（参考） この内、 
科学館相互割引入館者数 

52 
（34） 

51 
（34） 

1 
（0） 

－ 
 

－ 
 

 

(4) 利用料金収入の状況 

 （ ）内は前年度末実績 
収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

観覧料 
20,942,800 20,990,000 △47,200 

(19,000,000) (20,358,000) （△1,358,000） 
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2 浜松科学館 

(1) 施設付帯事業の実施 

 事業名 開催日等 参加者数 内 容 

あ 子ども事業 （16 事業） 

 ① ふしぎな科学講座  全 9 回 113 
観察・実験講座。「空気の力・空気のはたら

き」「浮沈子」ほか 6 プログラムを実施。 

 ② わくわくものづくり講座 全 8 回 92 
工作講座。「動くおもちゃ」 「風速・風向計」 

ほか 6 プログラムを実施。 

 ③ ときめきら星空・宇宙講座 
11/10、

2/24 69 
プラネタリウムを活用し、宇宙・天文について

学ぶ講座。 

 浜松サイエンスアドベンチャー事業   

  ④ 活動Ⅲ年期生 通年 276 ものづくりの街浜松をささえる企業の見学

や、技術者から話を聞く機会を提供。 

小中学校生から公募し、2 年間活動。   ⑤ 活動Ⅳ年期生 通年 290 

 ロボット講座事業    

  
⑥ 第 12 回 

   リモコンマシン・アイデアバトル 
全 16 回 196 

有線式リモコンマシンを競技会用にチューニ

ング。基本的な回路を理解し、操縦の楽しさ

を味わう講座。協賛：浜松ロータリークラブ 

  ⑦ 第 12 回 ロボカップジュニア 全 14 回 145 

自律型ロボットの組立とプログラム学習。浜

松予選通過チームは、東海大会進出権を獲

得。特別助成：(公財)はましん地域振興財団 

 館内特別イベント    

  ⑧ 試してみよう！ 全 9 回 ※ 728 

実験を通して身近な科学の疑問を分かりや

すく解決する参加無料イベント。「紫キャベツ

のふしぎ」ほか 8 プログラムを実施。 

  ⑨ つくり隊！あそび隊！！ 全 7 回 
902 

(うち※630) 

身近な材料を利用して工作・科学実験を楽し

むイベント。「びゅんびゅんごま」「紙コップロ

ケット」ほか 7 プログラムを実施。 

  ⑩ 浜松科学館探検ツアー 全 9 回 ※ 142 
館内クイズラリー・館内裏側探検など親子で

楽しめる参加無料イベント。 

  ⑪ クリスマス☆サイエンスショー 全 2 回 － クリスマスにちなんだサイエンスショー。 

 
 

⑫ スペシャル☆サイエンスショー 

～まぜてビックリ!?ふしぎ de ショー～ 
2/10 123 

通常のサイエンスショーより内容・時間を拡

大して開催。 

館内定期イベント    

  ⑬ サイエンスショー 通年 － 
科学を身近に感じてもらう実験ショー。サイエ

ンスステージにて開催。全 131 回。 

  ⑭ ミクロ観察 通年 
－ 

水生生物・植物等を実際に光学顕微鏡で観

察。ミクロ観察カウンターで開催。全 68 回。 

 
 ⑮ ミニ実験 通年 

－ 
身近な材料・道具を使った実験を紹介。 

全 110 回。 

 ⑯ ロボットと遊ぼう 
8/27～

8/31 － ロボット操作体験コーナー設置。 

い 親子参加事業 （2 事業） 

 

① 

 

親と子の館外かがく講座 

「春の緑を楽しもう」 
4/22 21 

親と子が一緒になって観察や実験を行う身

近な自然科学の講座。 

② 親と子のかがく講座 全 3 回 52 
親子で一緒に取り組む講座。「七宝焼」「トン

ボ玉をつくろう」ほか 3 プログラムを実施。 
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 事業名 開催日等 参加者数 内 容 

う 特別展・常設展運営事業 （2 事業） 

 
① 

 

浜松科学館 夏の特別展 

 「氷点下の世界 カッキーン！」 
7/21～9/2 ※ 47,046 

夏休みの特別企画展事業。体験型の展示や解

説によって、氷に閉ざされた南極・北極の不思

議さ・おもしろさを親子で楽しめる企画。 

共催：静岡新聞社・静岡放送 

 ② 常設展の運営 通年 
－ 

力・音・光・自然・宇宙・エレクトロニクスのテーマ

別にわけた参加体験型の展示。また、職員の解

説と共に展示案内端末 U4 を中心としたヘイム

ズⅣ等も活用し、より展示品を楽しみながら理

解を深める場を提供。 

え プラネタリウム事業 （6 事業） 

 一般投影     

  ① 浜松科学館 制作番組 
通年 

（287投影） 
 ※ 9,274 

「日食の不思議」「天空の大海原『宇宙』」 

ほか6作品の館職員制作プログラム。全編生

解説で投影。 

  ② 一般番組 
通年 

（648投影） 
※ 29,956 

「ポケットモンスター」「宇宙天気予報」ほか 5

作品の既製の番組投影。番組のはじめに

は、スタッフによる星空解説を行った。 

 ③ 団体向け投影 
通年 

（152投影） 
※ 11,857 

学校の理科学習とリンクして、セミオーダーで

星空解説を行う個別対応型の学習投影。 

 

④ 
 
 
 

プラネタリウム＆コンサート 
～秋空が奏でる物語～ 
～クリスマスの夜空～ 
～Jazz の調べ☆星の調べ～ 

10/13 
12/8 
2/9 

484 

コンサートとプラネタリウムの生解説を組み合

わせた社会人向けの企画。アクトシティ音楽

院と連携して演奏家を招聘。全 3 回。 

 

⑤ Twilight Healing Planetarium 
8/11～

8/16 
136 

夏季の夕方から実施する大人向けのプラネ

タリウム番組。ゆったりとした音楽を交え、番

組を制作・投影。全 6 回。 

⑥ 

 

中部ガス Cosmos Special 

金曜日のナイト・プラネ 
全 21 回 1,172 

仕事帰りの大人を対象とした、夜19時から行

うプラネタリウムの夜間投影。 

協賛：中部ガス㈱。 

お 共催事業 （14 事業） 

 
① 

 

おもしろエンジン実験室 

～電動アシスト自転車の秘密～ 
5/26 11 

電動アシストについての講義と体験。 

共催：ヤマハ発動機㈱ 

 ② 宇宙エレベーター工作教室 5/27  49 

宇宙エレベーターの原理を学び、実験用キ

ットの製作を行う講座と、改造・競技会の実

施。共催：(一社)宇宙エレベーター協会、(一

社)日本機械学会 

 

③ 

 

親子で楽しむロボット工作教室 

「スカベンジャー競技会」 
5/27 20 

スカベンジャー（ゴミ集めロボット）の製作・競

技を通して、「つくる」「制御する」「試す」楽しさ

を体感。共催：(一社)日本機械学会、静岡大

学工学部 

④ 

 

 

第 15 回リフレッシュ理科教室 

「こどものための実験工作教室」 

「親のための理科教室」 

6/9 236 

青少年の理科離れ改善のため、最先端科学

や技術を研究している大学の先生方が講師

となり、科学のおもしろさを伝えた。 

共催：(公社)応用物理学会東海支部 

 
⑤ 

 

手作りギターをつくって演奏しよう！ 

～Oneness～ 
6/10 20 

ギター作りを通して音の科学について理解を

深めた。共催：ヤマハ㈱・CSN 浜松 
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 事業名 開催日等 参加者数 内 容 

 

⑥ 

 

 

 

第 8 回 どきどき科学探究教室 

「くらしとエネルギー 

～電気について考えよう～」 

「地震災害を科学しよう！」 

7/1 33 

生物・地学・物理等、大学の先生から直接指

導を受け、科学へのあこがれを持たせ、研究

の視野を広げた。 

共催：(公財)山﨑自然科学教育振興会 

 ⑦ ボートふしぎ発見教室 9/9 34 

船についての講義と、身近な素材を使った

船の製作。早く進む船の形を考え、試した。

共催：ヤマハ発動機㈱ 

 

⑧ 

 

 

サイエンスわくわく探偵団 

「重曹の化学」 

「顕微鏡で植物細胞をきわめる」 

9/17 

2/11 
26 

小中学生を対象に、高校理科（物理・生物・

化学等）の内容の実習を通し、専門性を高め

た。共催：中高大の理科教育連携を考えるグ

ループ（静岡大学農学部）   

 ⑨ 親子電波教室 9/29 39 

電子ブロック回路の組立と講義を通して電波

利用について理解を深めた。 

共催：静岡県電波適正利用推進員協議会 

 ⑩ 手作りカート組立教室 11/17 20 

企業技術者と手作りカートを組み立て、実際

に運転。共催：本田技研工業㈱浜松製作

所・CSN 浜松 

 ⑪ 第 17 回おや！なぜ？横丁 
12/15、

12/16 

7,804 

(うち※1,752) 

ものづくりの街浜松を代表する企業、それを

支える工学系大学・高校・中学・ジュニアボラ

ンティアや市民愛好団体が得意分野を生か

した科学工作・実験を体験するブースを一堂

に出展。 

 
⑫ 

 

親子で楽しむ電子工作教室 

「ふしぎなメロディー小箱を作ろう！」 
12/23 55 

メロディ IC チップを用いた簡単な電子工作

教室。共催：ソーラーバイクレース実行委員

会「笑輪」、浜松城北工業高校、㈱日立製作

所日立技術士会 

 

⑬ 

 

 

電波のふしぎを体験！ 

～モリゾー＆キッコロの 

親子電子工作とサイエンス実験～ 

1/26 21 

簡単な電子工作と電波に関する実験教室。

共催：(一社)日本アマチュア無線連盟東海

地方本部 

 ⑭ 鉄道模型大集合！！ 2/9～2/11 1,820 

操作体験を楽しめる N ゲージの鉄道模型

展。協力：浜松学院中学校・高校鉄道研究

部、浜松学院大学地域交通サークル 

か 学校・地域連携事業 （3 事業） 

 

① 

 

イオン de サイエンスショー 

「のぞいてみようマイナスの世界」 
7/8 220 

イオンモール浜松市野店での出張サイエン

スショー。科学への関心を高めると共に、科

学館の PR を実施。 

② 

 

出張授業 

ゴーゴーおもしろサイエンス 
全 19 回 1,504 

市内小学校でのアウトリーチ事業。科学への

関心を高めると共に、科学館の PR を実施。 

③ スーパーボール工作体験 8/16 ※ 308 附属中学校の生徒による工作体験コーナー。 

き 相談事業 （2 事業） 

 

① 理科自由研究の相談 全 5 回 135 

研究の進め方・まとめ方、実験・観察の具体的

な方法等の指導・助言をした。 

協力：浜松市教育研究会理科研究部 

② 発明くふうの相談 
8/11、

8/12 
8 

発明研究グループと当館職員が協力し、子

どもたちの発明作品の指導・助言。 

全 2 回。協力：浜松発明研究会 

く 作品展・表彰式 （5 事業） 

 ① 第 23 回発明とアイデア展 
4/21、

4/22 
319 

浜松発明研究会会員の発明作品を展示。 

共催：浜松発明研究会 
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 事業名 開催日等 参加者数 内 容 

 
② 

 

浜松市小・中学生理科自由研究作品展 

第 22 回櫻塲賞授与式 自由研究発表会 

9/8～23、 

11/3 
3,311 

浜松市内の理科自由研究の優秀作品を展

示。共催：浜松市教育研究会理科研究部 

 
③ 

 

第 34 回浜松市小・中学生発明くふう展 

及び表彰式 

9/12～30、 

11/3 
1,419 

浜松市内の小中学生の優秀作品を展示。 

共催：浜松経済クラブ 

 ④ ゆめいっぱい小学生宇宙絵画展 2/8～2/17 1,295 
浜松市内の児童生徒から募集した宇宙の絵

の展示。共催：浜松市(天文台) 

 ⑤ 富士山の生きもの展 3/16～4/3 880 
県所蔵の標本展示会。共催：NPO 法人静岡

県自然史博物館ネットワーク 

け ボランティア育成事業 （4 事業） 

 
① ボランティア研修会 

4/3、4/4、

4/8 
41 

ボランティアの活動内容説明・接客研修・実

技研修を実施。全 3 回。 

② ジュニアサイエンスボランティア研修会 5/6 33 ジュニアボランティアの接客・実技研修を実施。 

 ③ ボランティア連絡会 
7/15、

12/9、3/3 
135 

実施事業や事業計画について確認。ジュニ

ア、シニアのボランティアとの交流も実施。 

 
④ 
 

ボランティア・コンテナ 
～マムシのたまごほか～ 

8/25、

8/26 
※ 1,208 

ボランティアの自主的な活動を通じて、心豊か

で創造性あふれる青少年の育成を図る企画。 

こ 研修事業 （6 事業）  

 ① 理科教員実技研修会 6/8 32 

理科指導教員が、応用物理学会員と交流を

図り、指導技術を高めた。共催：(公社)応用物

理学会東海支部・浜松市教育委員会 

 
② 

 

教員 10 年経験者 

社会活動体験研修受け入れ 

7/31､8/2 

8/3、8/21 
2 

教職員を対象に、社会教育施設での研修の

場を提供。子どもへの指導、接客マナーなど

を体験。 

 ③ 公民館職員等研修会 
6/13、

6/14 
101 

公民館子ども講座を担当する公民館職員等を

対象に開催。主催：浜松市生涯学習課 

 ④ 中学生職場体験学習受け入れ 全 5 回 19 
中学生の学外体験実習への協力。 

受入校：富塚中、丸塚中ほか 

 

⑤ 

 

大学生博物館学芸員実習 及び 

インターンシップ受け入れ 
8/7～16 4 

大学生の学外実習への協力。 

受入校：静岡文化芸術大、常葉大ほか 

⑥ 職員研修 
10/29 

ほか随時 
－ 

サイエンスパフォーマンス・プラネタリウム機器

操作や解説・災害時の避難誘導等、施設運営

上必要なスキルアップのための研修を実施。 

さ 特別事業 （1 事業） 

 

① 

 

 

大人のための科学講座 

「七宝焼」 

「トンボ玉をつくろう！！」 

10/28 

2/24 
27 

大人を対象とした科学講座。子ども講座の中

でも人気の高い講座を大人向けに実施。 

全 2 回。 

し その他 （2 事業） 

 ① 広報誌「はままつ科学館通信」の発行 年 5 回 
－ 

講座・イベント事業・プラネタリウム投影番組

の案内や、展示品の解説コラム・科学に関す

る時事話題を掲載。市内小中学校を中心に

配布（各号約 53,500 部発行）。 

 ② 「浜松科学館メールマガジン」の発信 月 1 回 
－ 

講座・イベント情報等をメール会員宛（毎月

約 800 人）に配信。 

合  計 63 事業 124,263 

内、「②観覧者数」に含まれる数 

（※の事業） 
102,901 

内、事業単独参加者数 21,362 
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(2) 施設稼働率・観覧者数等の状況 

 

① 施設稼働率・利用者数 

（ ）内は前年度末実績 

  利用率 
延べ利用可能数

（日) 

延べ利用実数 

（日) 

入場者数 

（人） 

ホール 
59.0% 300 177  56,484 内、自主事業    50,084 

(61.1%) (311) (190)  (15,807) 内、一般利用等    6,400 

講座室（２室） 
57.4% 310 178  52,211 内、自主事業    49,909 

(54.3%) (311) (169)  (8,811) 内、一般利用等    2,302 

合  計 
［注1］61,649 

(24,618) 

内、自主事業 ［注1］52,947 

内、一般利用等    8,702 

［注 1］特別展観覧者 47,046 人を、ホール・講座室それぞれの入場者として計上しているため、合計数字は重複分を減じている。 

なお、入場者数の前年度末実績は、別途記載とした為、特別展観覧者数は含まれていない。 

 

② 観覧者数 

区分 
観覧者数計 

（人） 

内  訳 （人） 

大人 中人 小人 幼児 その他 

常設展 
64,140 

（58,826） 
23,233 370 26,348 11,826 2,363 

プラネタリウムと常設展  
51,211 

（56,849） 
17,439 811 21,163 8,764 3,034 

特別展 
47,046 

（21,482） 
19,525 2,198 21,249 2,823 1,251 

合計 
162,397 

（137,157） 
60,197 3,379 68,760 23,413 6,648 

※開館日数：309日（前年度310日） 

※特別展「氷点下の世界 カッキーン！」は7月21日（土）～9月2日（日）までの開催。（会期中開館日44日） 

※特別展内訳の「中人」は中・高校生、「小人」は4歳～小学生。 

※「その他」は、招待者や、70歳以上または障害者のうち無料扱いとなった方等。 

 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度末実績 
収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用  2,423,020  2,094,000 329,020 

観覧料 
（常設展及びプラネタリウム） 

29,031,870 27,200,000 1,831,870 

合 計 
31,454,890 29,294,000 2,160,890 

(33,115,660) (29,296,000) (3,819,660) 
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3 浜松文芸館 

(1) 施設附帯事業の実施 

事業名 開催日等 参加者数 内  容 

あ 展示会 （6 事業） 

 

① 

 

先駆者と現代小説家のコラボ展 

 浜松の幅広い文芸人たち 

4/1～5/13 

（H24.3.10 より 

開催） 

※ 252 

現在浜松で活躍中の作家と、文芸館

収蔵対象者のコラボ展。 

（総入場者数472人） 

② 

 

 

企画展 

～芥川龍之介の「河童」に魅せられて～ 

内山牛松が物語る河童の絵 

5/26～8/26 ※1,132 

三ケ日出身の故内山牛松氏が描い

た、小説の一場面や俳句に添えられた

河童の絵の展示。 

③ 

 

 

収蔵展 

浜松の幅広い文芸人たちⅡ 

～浜松文芸 先駆者のあしあとを辿る～ 

9/8～11/4 ※ 378 

文芸館収蔵品より、加藤雪膓･柳本城

西･鷹野つぎ･清水みのる･山根七郎

治･小百合葉子の資料を展示。 

④ 
企画展 

～切り絵で伝える物語～ 
11/17～2/24 ※1,026 

細江町や引佐町に伝わる物語や伝統

芸能を切り絵で表現した作品を展示。 

⑤ 

収蔵展 

～自筆から見る浜松ゆかりの文人たち～ 

同時開催「災害と文学」 

3/9～3/31 ※ 270 

収蔵品の中から浜松ゆかりの文人の自

筆資料を展示。 

併せて、天災地変を題材とした書籍や

市民の作品を紹介。 

⑥ 

 

出前展示 

「浜名湖 湖北五山 ぶらり文学散歩」 

三ケ日図書館 

6/2～7/1 

佐久間図書館 

7/20～8/19 

- 
平成 23 年度企画展の写真パネルを市

内図書館にて出前展示を行った。 

い 講座 （15 事業） 

 ① 現代詩入門講座 全 5 回 97 
現代詩の基礎知識や作詩の方法を学

ぶ講座。 

 ② 文章教室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 
全 12 回 246 

市民文芸審査員たかはたけいこ氏によ

る文章講座。 

 ③ 川柳入門講座 全 5 回 123 
新企画。川柳を初めて学ぶ人を対象と

した講座。 

 
④  

 

文学講座 

～松尾芭蕉「奥の細道」を読む 
全 12 回 337 

芭蕉の世界に触れる文学講座。春秋

各 6 回実施。 

 ⑤ 宮沢賢治童話を楽しむ「ひろば」 全 3 回 36 
新企画。宮沢賢治童話を鑑賞し、魅力

を語り合う講座。 

 ⑥ 声であらわす文学作品講座 全 6 回 104 詩・小説の名作を音読で親しむ講座。 

 
⑦  俳句入門講座 全 10 回 220 

初心者向けの俳句講座。前後期各 5

回実施。  

 ⑧ うら打ち入門講座 全 4 回 38 書画や薄布のうら打ち体験講座。 

 ⑨ 短歌入門講座 全 5 回 39 初心者向けの短歌講座。 

 
⑩ 

 

大人のための絵本づくり講座 

～世界に一つだけの絵本づくりに挑戦 
全 6 回 45 

お話作りから製本まで自分だけの一冊

を完成させる。 

 
⑪ 

 

自由律俳句入門講座 

～山頭火、放哉の世界 
全 3 回 41 

初めて自由律俳句を学ぶ人を対象とし

た講座。 

 ⑫ 文学と歴史講座～漱石と明治 全 3 回 63 夏目漱石の世界に親しむ講座。 

 ⑬ カッターでつくる「切り絵の物語」 全 5 回 89 初心者向けの切り絵の講座。 

 ⑭ 文学散歩 
11/21 事前講義 

11/28 実地見学 
55 

遠州森町を訪ねて歴史や文学に触れ

る講座。全 2 回。 
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事業名 開催日等 参加者数 内  容 

 ⑮ 切り絵体験講座 1/20、27 34 
切り絵の展示に併せて実施。 

1 時間でできる切り絵体験講座。 

う イベント （2 事業） 

 

① 

 

渥美饒児、七尾与史 

トークショー＆サイン会 
4/29 49 

現在活躍中の浜松在住の作家二人に

よるトークショー。 

② 詩の朗読会～山本周五郎を読む 10/14 53 
山本周五郎短編時代小説より「萱笠」

を朗読で鑑賞。 

え 講演会 (2 事業) 

 
① たかはたけいこの文章の基本 7/29 39 

浜松出身のエッセイストによる、文章表

現の講演会。 

② 

 

村木道彦講演会 

「ポストモダンの短歌～ゆれ動く自我～」 
9/30 18 言葉と短歌についての講演会。 

お 子供向け事業 （3 事業） 

 

① 

 

 

夏休み小学生講座 

「牛乳パックで作るからくり絵本づくりに 

挑戦しよう」 

7/28 21 簡単にできる絵本を 1 回で作る講座。 

② 

 

夏休み小学生講座 

「10 歳からの少年・少女俳句入門」 
8/7､9､10 27 

小学生向けの俳句入門講座。 

全 3 回。 

③ 

 

 

夏休み小学生講座 

「ダンボールキッドを使った、自分だけの額

縁をつくろう！」 

8/8 21 
夏休み子供向け企画。オリジナル額縁

の工作講座。 

か 浜松市民文芸発行 （1 事業） 

① 第 58 集発行 

 

作品募集・審査 9～12 月 421 小説、評論、詩、短歌他 9 部門で文芸

作品を市民公募・審査選考し、優秀作

品を「浜松市民文芸」として編集・発

行。（応募状況内訳は、次ページ参照） 

編集・発行 1～3 月 - 

掲載作品の表彰 3/9 - 

販売 （過去の発行誌を含む） 通年 - 

き 資料の研究調査・保存・整理（1 事業） 

 ① 資料収集・研究・整理事業 通年 - 

資料収集対象者を中心とした資料の収

集・研究・整理分類事業。（本年度収集

寄贈資料計 37 点） 

く 教育機関との連携（1 事業） 

 ① インターンシップの受入等 7～8 月 2 
地元大学の社会体験実習受入。 

（静岡文化芸術大学、静岡大学） 

け その他事業（3 事業） 

 
① 

 

文芸館だより「いざない」の発刊 

No.9～No.17 発行 

通年 

（9 回発行） 
- 

文芸館広報ペーパー。 

「文芸館の四季」と題した敷地内植物

の写真・エッセイ、講座の紹介。 

講師和久田雅之氏の寄稿も連載。 

 
② 

 

浜松市文化振興財団自主出版 

「風紋のアンソロジーⅠ、Ⅱ、Ⅲ」 販売 
通年 - 500 円／冊 

 ③ 出版物・地域伝統品の委託販売 通年 - 

講座講師著書・地元発行「遠州文学散

歩」の出版物や、やらまいかブランド

「遠州綿袖」、地元額縁店「ミニフォトフ

レーム」の委託販売。 

合 計 34 事業 5,276 

内,「(3)観覧者数」に含まれる数

（※の事業） 
3,058 

内,事業単独参加者数 2,218 
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【参考】 第58集「浜松市民文芸」応募状況内訳 

募集部門 H24年度応募 H23年度応募 応募数 増減 

1 小説 17 18 △ 1 

2 児童文学 4 4 0 

3 評論 3 3 0 

4 随筆 34 41 △ 7 

5 詩 31 25 6 

6 短歌 126 126 0 

7 定型俳句 235 238 △ 3 

8 自由律俳句 64 71 △ 7 

9 川柳 83 77 6 

応募数 合計 597 603 △ 6 

 
 

(2) 施設稼働率 

 （ ）内は前年度末実績 

  利用率 
延べ利用可能数 

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

（人） 

講座室（２室） 
91.5% 612 560 10,194 

(93.0%) (616) (573) ( 10,350) 

和室 
49.7% 306 152 1,415 

(50.6%) (308) (156) ( 1,301) 

合 計 
11,609 

(11,651) 

 

(3) 観覧者数 

 （ ）内は前年度末実績 

会期中開館日数

（日） 

観覧者数計 

（人） 

内  訳 （人） 

大人 高齢者 高校生 小中学生 その他※ 

264 3,087 2,579 297 0 182 29 
(287) (2,919) (2,053) (621) (0) (216) (29) 

※展示入替期間中の文芸館入館者数 

 

(4) 利用料金収入 

 （ ）内は前年度末実績 
収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用 
437,180 410,000 27,180 

(460,770) (410,000) （50,770） 
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4 浜松市旧浜松銀行協会 

(1) 施設附帯事業の実施 

事業名 開催日等 参加者数 内  容 

あ 展示事業 （2 事業） 

 

① 常設展 （木下恵介記念館運営） 通年 － 

木下恵介関連所蔵品の展示。同氏の書斎の再

現や、作品資料を公開。あわせて、旧浜松銀行

協会設計士の中村與資平関連資料も公開。 

② 特別展 

木下恵介生誕 100 年記念展 

「天才と呼ばれたオトコ」 

11/23～ 

3/24 
※2,181 

木下恵介の生誕 100 周年に合わせた特別展。

同氏が着ていた洋服や、未完成の台本などを展

示。特別展の開始に合わせて記念館オリジナル

映像も公開。 

い 企画事業 （20 事業） 

（ア） 上映会事業  

 

① 木下恵介作品 出張上映会 
5/23 

9/22 

50 

128 

（計 178） 

各会場にテーマ性をもった上映会を企画。 

浜松市老人福祉センター萩原荘曳馬野会ほか

で実施。全 2 回。（先方の都合により、2 回中止） 

② 木下恵介作品 館外上映会    

「二十四の瞳」  （クリエート浜松） 
8/12 501 

木下恵介生誕 100 年記念上映会。 

クリエート浜松で、「二十四の瞳」デジタルリマス

ター版を特別上映。（午前・午後の 2 回上映） 

③ 木下恵介作品 館内上映会 全 11 回 1,901 

毎月第 3 日曜日に 2 階アートホールで 100 イン

チの大型スクリーンを使用して「陸軍」「永遠の

人」など 11 の木下恵介映画作品を上映。（各日

とも 2 回上映。「野菊の如き君なりき」は 3 回上

映） 

④ 松竹映画「はじまりのみち」試写会 2/16 － 
木下恵介の実話を描く映画「はじまりのみち」の

完成試写会。会場：TOHO シネマズ浜松 

⑤ 木下恵介作品 ビデオ視聴事業 通年 74 
館内視聴ブースを利用して、木下恵介映画作品

の鑑賞機会を提供。 

（イ） コンサート事業  

 
① トリオ・ブリランテ コンサート 

平和の大切さを音楽に託してⅡ 
10/14 120 

アートホール活用事業として開催する浜松在住

の音楽家と協働企画のコンサート。 

（ウ） 講座等事業  

 ① 試写会「女」「風花」 4/21 60 
若い女性読者向け試写会を開催し、観覧者層の

拡大を図った。共催：びぶれ浜松 

 ② けいすけクラブ 発足・運営 5/20～ 79 

木下恵介の作品と人物をより深く知って楽しむこと

を目的に発足。木下恵介ファンが集まり、講座や

作品鑑賞、座談会等を通じて研究の深化を図る。 

 
③ けいすけクラブ 

「木下恵介監督とけいすけクラブ」  
9/8 17 

会員相互の親睦を深め、今後の活動計画につ

いて意見交換。 

 
④ けいすけクラブ 澤宮優講演会 

「『二十四の瞳』からのメッセージ」 
10/6 14 

著書「『二十四の瞳』からのメッセージ」と題して

の講演会を開催。 

 
⑤ 木下恵介生誕 100 年記念映像制作 

（松竹（株） 阿部勉監督） 

10/11、12 

（撮影） 
－ 

生誕 100 年特別展にあわせ、館内で視聴できる

木下恵介の作品紹介映像を製作。 

 

⑥ けいすけクラブ 新垣弘隆講演会 

「『木下恵介生誕 100 年記念事業』 

の全貌を語る」 

11/10 16 

生誕 100 年記念事業の中心人物である松竹株

式会社の新垣弘隆氏をお招きし、プロジェクトの

内容やそこに込めた熱い思いを伺う講演会。 

 
⑦ 第 11 回はままつ映画祭 2012 

「楢山節考」上映 
11/17 － 

はままつ映画祭オープニング作品として「樽山節

考」を上映。館長がゲスト出演し、作品を解説。 

会場：シネマイーラ 
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事業名 開催日等 参加者数 内  容 

 ⑧ 木下恵介生誕 100 年の日、墓参の旅 12/5 22 
木下恵介の生誕 100 年にあたる日に、鎌倉円覚

寺にある同氏の墓参りの旅を実施。 

 
⑨ 木下恵介生誕 100 年記念 

オリーブ植樹式 
12/5 － 

木下恵介ゆかりの小豆島のオリーブをはままつフ

ラワーパーク木下恵介の丘に植樹した披露式典。 

 
⑩ けいすけクラブ 市民参加座談会  

 「私の木下恵介～みんなで語ろう～」 
12/9 21 

市民同士がさまざまな立場や感じ方から気軽に

言葉を交わす座談会。 

 
⑪ けいすけクラブ 資料映画勉強会 

「ジャン・ルノワール『河』」 
1/12 17 

木下恵介が感銘を受けたジャン・ルノワール監督

の映画「河」を上映。 

 

⑫ 木下恵介生誕 100 年記念特別講演会 

「木下恵介入門 

～2013 年の木下恵介像～」 

2/24 81 

「野菊の如き君なりき」を題材に、木下恵介の脚

本と原作（伊藤左千夫）を比べたり、脚本を朗読

する等して、木下恵介の感性にせまる講演会。 

講師：館長齊藤卓 

 
⑬ けいすけクラブ 資料映画勉強会 

「素晴らしき招待」 
3/20 15 

木下恵介の弟木下忠司の原案を映画化した「素

晴らしき招待」を上映。 

 ⑭ 栄町映画倶楽部の運営 年 10 回 45 

市民映画愛好家が木下恵介作品やジャンルを

問わない映画を語り合い、交流を深める映画研

究会。 

う 木下恵介ゆかりの資料の調査研究・保存・整理（2 事業） 

 
① 木下恵介関連資料及び寄贈物品の 

   収集・調査・研究・保存・整理 
通年 － 

木下恵介の浜松地域における活動記録収集等

の資料調査や寄贈物品の受付・整理等。 

 ② 木下恵介関連機関等との調整 通年 － 

木下恵介に関連する映画関係者（木下組）・著

作権者・遺族との交渉及び関連施設とのネットワ

ーク構築。また、生誕 100 年記念プロジェクト（浜

松市・松竹㈱・小豆島町共同企画）の調整。 

え 建築家・中村與資平及び施設の紹介（1 事業） 

 
① 中村與資平関連資料及び寄贈物品の 

   収集・調査・研究・保存・整理 
通年 － 中村與資平や建物に関する資料の公開と展示。 

お 展示室の案内及び説明（1 事業） 

 ① 入館者や学習見学者への案内・説明 通年 － 
入館者への展示室案内や、市内小学校・各団体

の施設見学等の受入れ。また市主催「施設めぐ

り」等への協力。 

か その他事業（4 事業） 

 

① 広報誌「栄町だより」の発行 

   No.7  ’12 初夏号 

   No.8  ’12 秋号 

   No.9  ’13 冬号 

   No.10 早春号 

6/30 

9/26 

1/9 

3/10 

－ 
旧浜松銀行協会や木下恵介記念館の施設・事

業を PR するとともに、地域情報も掲載。 

全 4 回発行。 

 ② 子ども用クイズ 6/28～ － 
来館した子供の興味を喚起し、楽しんでもらうた

めに子ども用クイズを作成。 

 ③ 特別展「天才と呼ばれたオトコ」クイズ実施 
11/23～

3/24 
－ 

特別展の会期に合わせ、特別展の内容に興味

を持って観覧してもらえるようクイズを実施。 

 
④ 自主出版 

  「ＫＥＩＳＵＫＥ～木下恵介記念館」販売 
通年 － 

木下作品有識者7人の特別随筆集。あわせて監

督の 49 作品と関連作品を解説するほか、撮影

風景等、貴重な写真と情報を掲載。（平成 24 年 4

月発行） 

合  計 30 事業 5,342 

内、「(3)観覧者数」に含まれる数 

（※の事業） 
2,181 

内、事業単独参加者数  3,161 
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(2) 施設稼働率 

( )内は前年度末実績 

  

 
利用率 

延べ利用可能日数 

（日） 

延べ利用実数 

（日） 
入場者数（人） 

アートホール 
16.9％ 308 52 2,999 内、自主事業 2,191 

（12.3％） （309） （38） （2,697） 内、一般利用等 808 

ギャラリー 
36.7％ 308 113 2,241 内、自主事業 2,181 

（24.9％） （309） （77） （1,285） 内、一般利用等 60 

合  計 
5,240 内、自主事業 4,372 

（3,982） 内、一般利用等 868 

 

(3) 観覧者数 

( )内は前年度末実績 

開館日数 

（日） 

観覧者数計 

（人） 

内  訳  （人） 

大人 高齢者 高校生以下 障害者 
開放日 

招待 
その他 

308 4,964 1,608 2,750 213 33 43 317 

（309） （5,503） （3,258） （1,793） （251） （33） （163） （5） 

 

(4) 利用料金収入 

( )内は前年度末実績 
収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用 
132,700 120,000 12,700 

(107,100) （150,000）   （△42,900） 

観覧料 
159,680 100,000 59,680 

(114,700) （120,000）    （△5,300） 

合 計 
292,380 220,000 72,380 

（221,800） （270,000）   （△48,200） 

 
  



43 
 

Ⅱ 平成 24 年度 管理事項報告 

1 会議に関する事項 

(1) 評議員会議決事項 

議決番号 開催年月日 件名 

第 1 号議案 H24.6.29 平成 23 年度事業報告及び会計報告の承認について 

第 2 号議案 H24.6.29 役員等の報酬等の規程の承認について 

第 3 号議案 H24.6.29 理事の選任について 

第 4 号議案 H24.6.29 評議員の選任について 

 

(2) 理事会議決事項 

議決番号 開催年月日 件名 

第 1 号議案 H24.6.14 理事会運営規程の制定について 

第 2 号議案 H24.6.14 平成 23 年度事業報告及び会計報告の承認について 

第 3 号議案 H24.6.14 平成 24 年度定時評議員会招集及び提出議案について 

第 4 号議案 H24.6.14 事務局長の任命について 

第 5 号議案 H24.12.21 特定費用準備資金等取扱規程の制定について 

第 6 号議案 H25.3.21 副理事長の選任について 

第 7 号議案 H25.3.21 組織規程の一部改正について 

第 8 号議案 H25.3.21 職員給与規程の一部改正について 

第 9 号議案 H25.3.21 
契約職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部

改正について 

第 10 号議案 H25.3.21 
嘱託員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部改

正について 

第 11 号議案 H25.3.21 諸規程の一部改正について 

第 12 号議案 H25.3.21 平成 25 年度事業計画について 

第 13 号議案 H25.3.21 平成 25 年度収支予算について 
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2 役員等に関する事項 

(1) 役員名簿（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

役職 氏名 役職 氏名 
理事長（代表理事） 伊藤 修二 評議員 岡部 比呂男 
副理事長 山崎 貴裕 評議員 大窪 素雄 
常務理事 齋藤 愼五 評議員 山内 啓司 
理事 星野 悦雄 評議員 竹内 善一郎 
理事 清水 信介 評議員 坂本 豁 
理事 佐々木 右子 評議員 太田 順子 
理事 西貝 勝己 評議員 鈴木 善彦 
理事 中山 正邦 評議員 髙松 良幸 
理事 吉岡 克己 評議員 水野 久美子 
監事 大石 淸美 評議員 古橋 利広 
監事 池浦 捷行 評議員 髙木 伸三 

 

(2) 役員の異動 

就任日 役職 氏名 辞任日 役職 氏名 
H24.6.29 理事 清水 信介 H24.6.29 理事 武田 喜一郎 
H24.6.29 理事 西貝 勝己 H24.6.29 理事 鈴木 理久 
H24.6.29 評議員 太田 順子 H24.6.29 評議員 伊藤 安子 
H24.6.29 評議員 古橋 利広 H24.6.29 評議員 山崎 泰啓 
   H25.1.25 副理事長 丹羽 稔夫 

 

3 職員に関する事項 

所属 
人数 

備考 
H25.3.31 H24.3.31 

事務局長 1 1  
事務局次長 1 －  
文化事業課 21 24 正規職員 12 契約職員 2 嘱託員 7 
アクトシティ浜松 12 14 正規職員 4 嘱託員 8 
浜松市教育文化会館・浜松復興記念館 4 － 正規職員 2 契約職員 2 
クリエート浜松 8 8 正規職員 2 契約職員 1 嘱託員 5 
浜松市浜北文化センター・森岡の家 4 4 正規職員 1 嘱託員 3 
浜松市天竜壬生ホール 1 1 嘱託員 1 
浜松こども館 17 17 正規職員 4 嘱託員 13 
浜松市楽器博物館 10 9 正規職員 3 嘱託員 7 
浜松科学館 20 22 正規職員 2 契約職員 1 嘱託員 17 
浜松文芸館 3 3 嘱託員 3 
木下恵介記念館 3 2 嘱託員 3 
経営企画課 12 8 正規職員 8 嘱託員 4 

計 117 113  
※育児休業等取得中の職員を含む。 


