
Ⅰ 平成25年度 事業報告 

 

【概要】 

① 法人経営について 

■公益目的事業の再編完了 

これまで 3つに区分し実施しておりました公益目的事業に関しまして、静岡県公益等審議会に変更認定申請

を提出し、平成 26年 3月 28日付で公益目的事業の 1本化が完了しました。 

平成 26年度より、この事業区分に基づき運営を進めてまいります。 

 

② 文化事業の実施について 

■ワンコインコンサート 

新規事業として、平日ランチタイムを活用した 1時間程度のミニコンサート「ワンコインコンサート」を実施しまし

た。入場料 500円で一流アーティストの演奏をお楽しみいただける企画として、浜松オリジナルのクラシック入門

的な演出で実施し、音楽鑑賞人口の拡大を図りました。 

またアクトシティ内のレストランと提携し、コンサート鑑賞とランチを組み合わせ、アクトシティの活性化も狙いま

した。 

 

■浜松国際ピアノコンクール優勝者ツアー 

第 8回浜松国際ピアノコンクール優勝者、イリヤ・ラシュコフスキー（ロシア）の優勝者ツアーを国内外 24箇所

（平成 25年度実施分）で開催され、好評を博しました。会場では浜松国際ピアノコンクールの PRブースを設置

し、コンクールの広報活動をあわせて実施しました。 

 

③ 所管施設の運営及び附帯事業の実施について 

■指定管理者更新 

7施設が指定管理者制度の指定期間満了年をむかえ、アクトシティ浜松（非公募）、浜松市楽器博物館（非公

募）、浜松文芸館（施設移転計画にともない指定期間 1年間延長）を除く 4施設が公募されました。 

このうち浜松市天竜壬生ホールについては、日本シアタサービス株式会社との共同事業体としての運営を解

消し、当財団からの提案は見送り、浜松こども館は機能として新たに中心市街地活性化が盛り込まれたことを受

け、浜松にぎわいマネジメントとの共同提案を行いました。その他、クリエート浜松、浜松市浜北文化センターに

ついては単独で提案を実施しました。結果、全提案施設について、来年度以降も指定管理者に選定されまし

た。 

 

■浜松市楽器博物館東京展覧会の開催 

ヤマハ株式会社創業 125周年記念事業として、浜松市楽器博物館の東京展覧会「むかしむかしの素敵なピ

アノ展」がヤマハ銀座スタジオで開催されました。楽器博物館所蔵フォルテピアノの移設展示し、会期中毎日開

催されたミニコンサートや小倉貴久子氏による特別コンサートなど、多彩な内容で楽器博物館とフォルテピアノ

の魅力を発信しました。 

 

■周年事業 

クリエート浜松では開館 25周年事業として戦時下に甲子園で活躍した浜松市出身の野球選手、松井栄造氏

を偲ぶ展示会「戦地に逝ったワセダのヒーロー 松井栄造の 24年」や中部協働センターとの共催事業で縁日や

田辺一邑による落語・講談などを実施した「クリエートの夏まつり」を開催しました。 

木下惠介記念館では木下監督の生誕 100年を記念しての特別展や松竹株式会社制作の記念映像の放映

を行なったほか、監督の伝記映画「はじまりのみち」の公開にあわせ、チケット販売等の広報協力を実施しまし

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（鑑賞型公演）の企画、運営及び提供 

事 業 名 会 場 開催日 
入場者数 

（人） 

入場率

(%) 
内  容 

■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。全5回） 

 
No.88 内匠 慧（ピアノ） 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
5/26 179 89.5 

第８回浜松国際ピアノコンクール6

位、日本人作品最優秀演奏賞受賞。 

 
No.89 金子 亜未（オーボエ） 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
7/15 165 82.5 

第10回国際オーボエコンクール軽

井沢第2位、札響首席奏者。 

 
No.90 朴 葵姫（ギター） 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
9/15 205 93.2 

各国の主要ギターコンクールで優勝

したギター界の新星。チケット完売。 

 
No.91 中野 翔太（ピアノ） 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
12/15 160 80.0 

若くして小澤征爾をはじめとする名

だたる指揮者らとオケ協演多数。 

 No.92 周防 亮介 

（ヴァイオリン） 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
2/23 200 90.9 

第13回クロスター・シェーンタール

国際コンクール優勝。チケット完売。 

■ワンコインコンサート（平日のお昼の時間に開催し、500円の格安料金で入場できる新シリーズ企画。全5回（特別企画含む） 

 
No.1 川久保 賜紀 

（ヴァイオリン） 

アクトシティ浜松 

中ホール 
6/20 702 75.6 

浜松オリジナルの曲目構成で、安

価で一流アーティストの演奏を披

露する企画。平日ランチ時に開催

し、アクトシティ浜松内レストランと

企画提携し、アクトシティの活性化

も狙った。 

 No.2 横坂 源（チェロ） 
アクトシティ浜松 

中ホール 
8/8 748 80.6 

 No.3 斎藤 雅広（ピアノ） 
アクトシティ浜松 

中ホール 
10/17 705 76.0 

 No.4 坂本 朱（声楽） 
アクトシティ浜松 

中ホール 
12/12 517 55.7 

 
特別企画 中桐 望（ピアノ） 

2012年浜松国際ピアノコンクール２位凱旋公演 

アクトシティ浜松 

中ホール 
3/28 552 59.5 

アクト友の会会員とコンクールボラン

ティア関係者限定ご招待企画。 

佐渡裕指揮BBCフィルハーモニック 

日本ツアー2013 ピアノ：辻井伸行 

アクトシティ浜松 

大ホール 
4/15 2,239 96.3 

佐渡裕、BBCフィル、辻井伸行に

よる夢の共演。共催：SATV 

おかあさんといっしょ   

「ポコポッテイトがやってきた！！」 

アクトシティ浜松 

大ホール 

4/29 

(2回公演) 
3,476 97.2 

NHK「おかあさんといっしょ」シリー

ズの舞台版。ＧＷ親子向け企画。 

パーシー・フェイスオーケストラ 
アクトシティ浜松 

大ホール※ 
5/29 1,259 81.2 

「ムーン・リバー」ほか、華麗なる映

画音楽コレクション。 

ストラディヴァリウス・ 

サミット・コンサート 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
6/7 1,283 81.6 

名器をベルリン・フィルトップメンバ

ーが奏でる。共催：SATV 

ハンガリー国立歌劇場オペラ 

「椿姫」 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
6/24 1,128 79.1 

名門歌劇場のヴェルディ生誕200

年記念公演。 

プラハ放送交響楽団 

ピアノ：スタニスラフ・ブーニン 

アクトシティ浜松 

大ホール 
7/2 1,482 64.0 

特別ゲストにブーニンを迎えたチェ

コの名門オケ公演。共催：SATV 
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事 業 名 会 場 開催日 
入場者数 

（人） 

入場率

(%) 
内  容 

第8回はましんファミリーコンサート 

ピアノ：イリヤ･ラシュコフスキー 

アクトシティ浜松 

大ホール 
7/14 1,146 73.1 

浜響と第8回浜松国際ピアノコンク

ール優勝者との協演。共催：浜松

信用金庫、浜松交響楽団 

インターナショナル・トロンボーン・ 

アンサンブル 

アクトシティ浜松 

中ホール 
7/19 580 62.8 

トロンボーン王国オランダからの来

日ツアー。 

松竹大歌舞伎 
アクトシティ浜松 

大ホール※ 

7/22 

(2回公演) 
3,060 94.4 

大人気恒例の歌舞伎公演。初心

者向けの鑑賞セミナーも事前に開

催。（講師：葛西聖司、7月15日） 

東京バレエ団 

子どものためのバレエ 

「ねむれる森の美女」 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
8/26 1,446 94.4 

名門バレエ団による児童を対象に

した新演出公演。市内児童が客

演。 

「絵本と音楽の世界」子どものための 

読み聞かせコンサート2013 

語り：松本志のぶ、ハープ：彩愛玲 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 

9/16 

(2回公演) 
403 97.8 

幼児から大人までを対象とした音

楽と絵本の融合。財団が制作・演

出した独自企画。Ｈ26も継続実施

決定。 

ディズニー・オン・クラシック2013 

～まほうの夜の音楽会 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
10/11 2,036 90.6 

ディズニーの珠玉の名曲をオーケ

ストラと歌でお届けする大人のため

の音楽会。共催：SDT、K-mix 

第22回ハママツ・ジャズ・ウィーク 
アクトシティ浜松 

大ホール他 

10/19～ 

10/27 
15,340 --- 

クリニック、フェスティバル等多彩な

内容の恒例ジャズ・イベント。 

共催：ヤマハ他 

池辺晋一郎＆Ｎ響団友オーケストラ 

オペラ・ドラマ・映画音楽の世界 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
11/3 1,065 68.5 

「N響アワー」を思い起こす、N響団

友オケと池辺氏との楽しいトーク＆

コンサート。 

イリヤ・ラシュコフスキー 

ピアノリサイタル 

アクトシティ浜松 

中ホール 
11/22 735 80.2 

2012年浜松国際ピアノコンクール優

勝者の浜松初のリサイタル。 

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団  

ニューイヤー・コンサート2014 

アクトシティ浜松 

中ホール 
1/6 590 58.9 

シュトラウス2世創設楽団の新年公

演。マネジメント共催。 

ベルリン・フィル八重奏団 

ヴァイオリン：樫本大進 

アクトシティ浜松 

中ホール 
1/31 946 95.8 

コンサートマスターの樫本大進をは

じめとするベルリン・フィル屈指の室

内楽アンサンブル。チケット完売。 

アクトシティ能・狂言プレイベント 

能・狂言のとっておきの楽しみ方 

アクトシティ浜松 

大ホール※ 
3/3 1,348 85.5 

伝統芸能初心者向けの無料セミナ

ーと公演。整理券完配。 

合  計 28事業 43,695 80.9  

※印 大ホール中規模（1・2 階席）で開催 

入場率平均には、ハママツ・ジャズ・ウィークを含みません。 
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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  
（ ）内は前年度実績 

合計人数（人） 
会員種別内訳（人） 

一般会員 クレジット会員 

5,244 

（5,388） 

3,700 

（3,852） 

1,544 

（1,536） 

① スタッフによる身近な便り｢ビバーチェな日々」を発行、毎月 DMにて会員に送付  

② DM宛名用紙を一新（季節にあった絵や言葉を添えてイメージアップを図る） 

③ 会員特典の拡充 (アクトプラザ店舗サービスの追加、ビバロッテ・ナンバーズの実施) 

④ 友の会ウェブサイトリニューアル（3月）及び内容充実（入退会・新規サービス等について） 

 

(2) 広報活動 

① 財団ウェブサイトホームページの運営 ( http://www.hcf.or.jp/）  

・平成 25年 4月にリニューアル実施。 

・芸術文化情報ポータルサイト「はまかる.net」の機能を統合（市内文化イベント、文化団体情報を幅広く掲載） 

② 情報誌「HCF News」発行（部数 12,000部、年 4回、平成 26年 3月末時点で第 12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等 

③ インタビュー誌「インタビューノート」発行（部数 10,000部、年 12回発行） 

・主催公演出演者に職員がインタビュー取材を実施。誌面発行後、ウェブサイト上に拡大版も掲載。 

④ 平成 24年度事業活動報告書の発行、配布。活動紹介映像の制作、配布及び web上での公開。 

⑤ アクトシティ内デジタルサイネージの運用 

・財団事務室、市民ロビー他での映像による事業広報 

・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 

 

(3) HCFオンラインショップの運営 

・チケットのほか、CD・DVD・書籍などをオンラインで販売 

・アクトシティチケットセンター、はまホールにチケット販売専用端末を設置 
 

■オンラインショップチケット取扱実績（平成 25年 4月～平成 26年 3月末） ※一般販売は窓口販売も含む 

 

【取扱商品】 ・市内文化団体自主イベント、市内施設公演チケット、財団主催公演チケット 

 ・バンド維新等の財団主催事業の関連製品（CD、楽譜） 

 ・浜松市楽器博物館製作の CD・DVD コレクション  

 ・浜松文芸館、木下恵介記念館出版書籍 

 

(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 

  

 受託件数 注文件数 販売枚数 販売金額 

一般販売 250件  8,154件 12,787枚 39,594,320円 

友の会販売 － 1,859件 3,247枚 13,620,620円 

合計 250件  10,013件 16,034枚 53,214,940円 
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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

(人) 
内  容 

第 44回 

日本吹奏楽指導者クリニック 
アクトシティ浜松 

5/17 

～19 
1,867 

学校及び一般音楽指導者を対象とした講座・コ

ンサート・バンドフリーマーケットの総合講習会。 

■第11回浜松市民文化フェスティバル 

 ① 民踊部門 

「第11回民踊と舞踊の集い」 

アクトシティ浜松 

大ホール 
9/21 800 

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、野外演奏会などの企

画イベントを開催。全 11部門実施。  ② 小学校部門 演奏会 
アクトシティ浜松 

中ホール 
9/21 1,300 

 
③ 特別支援学校作品展 

アクトシティ浜松 

市民ロビー 

9/21～

23 

延べ 

900 

 ④ 日舞部門 

「第 15回浜松おどり」 

アクトシティ浜松 

大ホール 
9/22 800 

 ⑤ 邦楽部門 

「邦楽演奏会」 

アクトシティ浜松 

中ホール 
9/22 800 

 ⑥ 吹奏楽部門 

「第 6回トップコンサート」 

アクトシティ浜松 

大ホール 
9/23 2,150 

 ⑦ 洋舞部門 

「バレエ・ダンスの祭典」 

アクトシティ浜松 

大ホール 
9/29 2,000 

 ⑧ 合唱部門 

「浜松市民合唱祭 2013」 

アクトシティ浜松 

中ホール 
10/6 2,500 

 ⑨ 詩吟・琵琶部門 

「詩吟・琵琶演奏会」 

勤労会館 

Ｕホール 
10/20 367 

 ⑩ 中学校部門 
アクトシティ浜松 

大ホール 
10/20 800 

 
⑪ 吹奏楽野外演奏会 

四ツ池公園 

陸上競技場 
11/3 2,000 

■第59回浜松市芸術祭 はままつ演劇・人形劇フェスティバル2013 

 ① 招聘公演 劇団むすび座 

「地獄八景亡者戯」 

クリエート浜松 

ホール 
8/23 192 

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、地元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。  ② 自主公演  

人形劇団かささぎ 

「ちから太郎」他 

天竜壬生ホール 9/7 118 

 ③ コミュニティアート見本市 

2013 

クリエート浜松 

ふれあい広場 
10/6 100 

 
④ 劇評ワークショップ 

クリエート浜松 

54会議室 
全 3回 9 

 
⑤ 劇作ワークショップ 

クリエート浜松 

21講座室 他 

10/19・

20・27 
16 
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事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

 ⑥ 自主公演  座☆がくらく 

「あゆみ」 

クリエート浜松 

ホール 
11/3 156 

 

 

 

⑦ 自主公演 劇団からっかぜ 

「法王庁の避妊法」 

福祉交流センター 

ホール 
11/9 404 

 ⑧ 自主公演 

おたのしみ劇団ぱんだ 他 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
11/10 386 

 ⑨ 自主公演  

MUNA-POCKET COFFEEHOUSE 

「名探偵 天童寺がいく：Re」 

クリエート浜松 

ホール 
11/17 315 

 ⑩ 自主公演 絡繰機械's 

「船弁慶」 

クリエート浜松 

ホール 
11/24 97 

 ⑪ 自主公演 フィールド 

「ハレロヤ」 

浜北文化センター 

小ホール 
12/1 154 

 ⑫ 自主公演 劇団浪漫座 

「パワースポット～弘法桜～」 

クリエート浜松 

ホール 
12/8 231 

 
⑬ 演技ワークショップ 

浜松開誠館高校 

アリーナ 
12/15 39 

 ⑭ 県西部高校演劇協議会 

高校生演劇部公演（6校） 
舞阪文化センター 

12/21・

22 
647 

 ⑮ オリジナル企画 

「天使は何を食べている？」 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
1/17 140 

 
⑯ ファイナルイベント 

浜松科学館 

ホール 
1/26 126 

■バンド維新（日本を代表する作曲家の新作を、作曲家自身がレクチャーし、世界初演コンサートをおこなう吹奏楽事業） 

 

バンド維新 2013 

@昭和音楽大学 
昭和音楽大学 7/7 670 

過去の作品より 12 曲をワークショップとコンサ

ート形式で開催。関東の吹奏楽強豪校、東海

大高輪台高校他がワークショップを体験し、昭

和音大奏楽団がコンサート形式で演奏を披

露。公演当日、朝日テレビ系列「題名のない音

楽会」にてバンド維新特集が放映された。 

 

 
バンド維新 2014 

「レクチャーコンサート」 

「初演コンサート」 

アクトシティ浜松 

中ホール 
3/8・9 1,483 

服部克久氏、西村朗氏他が参加。モデルバン

ドへの指導及び吹奏楽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。 

生涯学習事業「和洋奏楽」 
アクトシティ浜松 

中ホール 
9/29 930 

これまで培った音楽家や文化団体とのネットワ

ークを結集し、出演者と世代やジャンルを超え

た新しい形の市民参加型事業を創る。今年度

は邦楽・合唱・吹奏楽のオリジナル作品を 5プ

ログラム創作。そのうち浜松の民話を元にした

「子育て飴と祝い凧」を当日絵本として販売。 
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事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

子ども音楽フェスティバル 
浜北文化センター 

大ホール 
12/8 913 

子ども音楽セミナー修了生とセミナーのボラン

ティアで音楽指導をした高校生、大学生との

世代間交流事業として開催。 

アクトシティポップスオーケストラ 
アクトシティ浜松 

中ホール 
2/9 920 

市民参加型の自主企画事業として、浜松市民

から出演者を広く公募し、スペシャルオーケス

トラを結成。宮川彬良を音楽監督として招聘し

た。地域創造助成金取得事業。 

第 13回こども音楽鑑賞教室 
アクトシティ 

大ホール 
2/27・28 8,367 

浜松市内小学校全 5年生を対象に、オーケス

トラの演奏を鑑賞する機会を提供。地元プロ

オーケストラの浜松フィルハーモニー管弦楽

団が演奏した。全 4公演実施。 

第 18回浜松国際ピアノアカデミー 

オープニングコンサート 

シプリアン・カツァリス リサイタル 

中ホール 3/7 674 

第 18回ピアノアカデミー教授に招聘したカツ

ァリス氏によるリサイタルを開催。NHKBS クラ

シック倶楽部が収録され、3/25に放映。 

サポーターマネジメント － 通年   － 
財団事業を支援するボランティアスタッフの募

集・育成マネジメント。延べ 100名が活動。 

演奏者派遣事業 

ネオパーサ浜松 

イオン市野 

市内小学校 他 

通年 － 

新東名浜松 SA「ネオパーサ浜松」内のミュージ

ックスポット他での演奏者マッチング事業。年間

約 150公演を開催。また、「NPO法人こどもた

ちに音楽を」との共催で市内小学校へのプロ演

奏家を派遣した。 

合 計 37事業 33,371  

 

  



8 

 

(2) はままつ文化サポート事業 

地域の芸術文化活動の充実・活性化を目的とした市民のための文化活動支援制度。助成金の交付と広報活動、

販売促進の支援等を行う。（助成限度額 30万円） 

 

事 業 名 主催者名 会場 開催日 内容 
助成金 

（円） 

第 1回弦楽器 ソロ& 

アンサンブルフェスティバル 
同実行委員会 

かじまち 

ヤマハホール 
4/27・28 

弦楽器奏者の参加型 

フェスティバル。 
113,144 

第 14回定期演奏会 浜松少年少女合唱団 
アクトシティ浜松 

中ホール 
4/29 

創立 15周年およびドイ

ツでの交流記念公演。 
300,000 

ブライアンボーマン  

ユーフォニアムリサイタル 
同実行委員会 

浜松市福祉交流 

センター 
5/20 

ブライアンボーマンに 

よるコンサート。 
300,000 

ハママツ ワールド ミュージック 

フェスティバル 

浜松ミュージック 

アート少年団 

クリエート浜松 

アイミティ浜松 他 
5/25・26 

異なる 3つのバンド 

による音楽祭。 
300,000 

学校コンサート 浜松市教育研究会 
浜松市江南中学校 

湖東中学校 
6/20・21 

一流演奏家による公演

を市内中学校で実施。 
110,000 

みをつくし 5周年記念 

市民音楽祭 

みをつくし 

文化センター 

みをつくし 

文化センターホール 

6/30・ 

7/7 
市民参加の音楽祭。 223,863 

豊中少年少女合唱団＆浜松ラ

イオネット児童合唱団 

ジョイントコンサート 

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 
7/28 

2 つの合唱団による

ジョイントコンサート。 
163,128 

創立 15周年記念コンサート 
浜松・唱歌と童謡を 

愛する会 

アクトシティ浜松 

中ホール 
8/17 唱歌・童謡コンサート。 300,000 

浜松幽玄舞台「犀ヶ崖」 
東海道郷土 

研究倶楽部 
浜松城内 松韻亭 8/24・25 

徳川家康と武田信玄の 

合戦の物語を上演。 
294,195 

内野ひまわり祭 

～SUNRISE ’13～ 

ひまわり 2525 

プロジェクト 
浜松市浜北区内野 8/25 

ひまわりが会場を包み

込む音楽フェス。 
300,000 

浜松徳川家康物語 

野外演劇普及事業 
劇団砂喰社 

駿府公園 

浜松城公園、他 

4/7～

9/29 

徳川家康物語などの舞

台作品の公演。 
300,000 

第 10回 

浜名湖フォークジャンボリー 
同実行委員会 

浜名湖ガーデンパーク  

屋外ステージ 
9/28・29 

アマチュアフォークシン

ガーによるステージ。 
252,259 

モザイカルチャー文化の 

創生と普及 

浜松モザイカルチャー

普及協会 

浜松市内の 

公民館 など 

4/1～

9/30 

モザイカルチャー文化

の創生と普及を図る。 
297,996 

はままつアートバトル 2013 同実行委員会 Ｋ－ＭＩＸ 10/5 
観客が評価をするライ

ブペインティング事業。 
300,000 

アート・ルネッサンス 

inはままつ 2013 
同実行委員会 ゆりの木通り、他 

9/28～

10/6 

文化施設、商店街と連

携、アートを発信 
250,000 

浜松ブルースフェスティバル

2013 
浜松ブルース振興会 

ザザシティ浜松 

中央広場 
10/20 

プロとアマチュアによる 

ブルースのコンサート。 
300,000 

ワルシャワ・浜松 

ジュニアフェスティバル 

ポーランド市民交流 

友の会 

浜松市内小中学校、 

なゆた浜北、他 

10/28～

11/1 

ワルシャワの少年少女

舞踊団を招聘。 
158,271 
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事 業 名 主催者名 会場 開催日 内容 
助成金 

（円） 

ヴァイオリンリサイタル 玉響 

-tamayura- vol.3 
疋田 清香 夢・汎ホール 11/3 

ヴァイオリンの室内楽リ

サイタル。 
174,599 

オペラ「椿姫」 浜松オペラ研究会 
浜松市勤労会館 

Ｕホール 
11/3 

手作りオペラ「夕鶴」 

全幕公演。 
300,000 

東洋音楽学会 第 64回大会 

公開講演会 
同実行委員会 

静岡文化芸術大学 

講堂 
11/9 

浜松周辺の邦楽文化

をテーマにした講演会

と、遠州大念仏の上

演。 

295,440 

エイヴァン・ユー（Avan Yu） 

ピアノリサイタル 
同実行委員会 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
11/14 

シドニー国際ピアノコン

クール優勝者によるピ

アノリサイタル。 

177,333 

アンサンブル・ムジーク弦楽 

合奏団＆響ホール室内合奏

団 交流演奏会 

地域音楽家支援協会 

アンサンブル・ 

ムジーク浜松 

アクトシティ浜松 

中ホール 
11/17 

2 つの室内合奏団によ

る交流演奏会。 
300,000 

ウエリントン・シタデルバンド 

浜松公演 2013 
浜松ブラスバンド 

アクトシティ浜松 

中ホール 
11/19 

2 つの吹奏楽団による

演奏会。 
300,000 

学校コンサート 浜松市教育研究会 和田東小学校他 
10/20～

11/22 

一流演奏家による公演

を市内中学校で実施。 
300,000 

世界のラヴソングズ  

本多厚美リサイタル 

Atsumi Honda  

コンサートプロジェクト 

アクトシティ浜松 

中ホール 
11/27 

愛をテーマにしたクラ

シック曲のコンサート。 
200,000 

野良猫の首輪 sons wo: 
万年橋パークビル 

hachikai 
12/15 

「旅と帰還」をテーマに 

した演劇公演と観客参

加型のワークショップ。 

300,000 

南信州今田人形公演 みらいネット浜松 space-K 3/2 
今田人形の人形浄瑠

璃。 
300,000 

井の国おひなさま展（第四回） 

NPO法人 

コミュニケーション・ 

スペース 

井伊谷宮 他 
2/22～

3/3 

折り紙や着物、帯など

で雛人形を作り、市内

の神社などに展示。 

30,000 

浜松ムービーフェスティバル 同実行委員会 ソラモ 
12/21～

3/21 

えんてつ VISIONを 

利用し、一般公募の動

画を観るイベント。 

300,000 

青空スタジオ☆レポーター 

倶楽部 事業発表会 

浜松まちなか青空 

スタジオ事務局 
ソラモ 3/23 

レポーター体験のワー

クショップと成果発表。 
300,000 

合  計 30事業  7,540,228 
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4 浜松市の行う芸術文化事業の受託と協力  

 

(1) パイプオルガン関連事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

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 1,451 

アクトシティのパイプオルガンと中ホールを多く

の市民に知っていただくための無料の短時間

コンサート。 

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 
8/14 69 

夏休みの小・中学生向けのオルガンワークショ

ップ。オルガンの音の鳴る仕組みを学びなが

ら、紙でパイプを作成。 

合  計 2事業 1,520  

 

 

(2) 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

(人) 
内  容 

プロムナードコンサート 
JR浜松駅前北口

広場「キタラ」他 

4～ 

11月 
19,300 

浜松市内の学校及び一般の演奏団体が出

演。全 22回中、5回雨天中止。 

協力：浜松市吹奏楽連盟 

出張プロムナードコンサート 

in 第 61回 姫様道中 
都田川親水公園 4/7 

雨天 

中止 

4 月第１週に開催の北区「姫様道中」中のイベ

ントとして開催を企画。雨天中止。 

まちかどコンサート in ソラモ 
浜松市ギャラリー

モール「ソラモ」 
7/15 1,500 

浜松市内で活動する合唱団体のうち、公募に

よる 14 団体が参加する合唱コンサート。浜松

市合唱連盟と共同で企画開催。 

合  計 3事業 20,800  

 

 

(3) 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

(人) 
内  容 

団員募集・定期練習 市内諸施設 通年  
団員の募集・育成・公演をマネジメント。 

団員数 JO 78名、JC 87名。ジュニアクワイ

ア浜松の定期演奏会には HBC 少年少女合

唱団（札幌市）がゲスト出演し、札幌市との音

楽文化都市交流事業としても開催。 

第 19回定期演奏会 

スプリングコンサート 2014 

アクトシティ浜松 

中ホール 

大ホール 

9/1・8 

3/25 

1,697 

1,255 

第 5回こどもミュージカル準備事業 － 通年 － 
平成28年度の第5回開催に向け、浜松オリジナ

ルの脚本、作曲などの創作準備。 

合  計 2事業 2,952    
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(4) 市民オペラ事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

第 7回浜松市民オペラ準備事業 － 通年 － 

平成 27年度開催準備事業。 

全国展開を視野に入れた浜松発信の市民参

加型のオリジナル作品を創作する。 

 

 

(5) 青少年音楽祭事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

浜松世界青少年音楽祭 2014 

準備事業 
－ 通年 － 

平成 26年度開催準備事業。 

世界各国から青少年音楽団体を浜松に招聘

し、音楽を通して市民との交流を図る。 

 

 

(6) 札幌交流事業 

事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

札幌市との音楽文化都市交流事業 － 通年 － 

札幌市との音楽文化都市交流宣言に基づき、

PMF オープニング・コンサートへの出演、

HBC 少年少女合唱団のジュニアクワイア浜松

定期演奏会出演、さっぽろスクール音楽祭へ

の浜松市合同合唱団の出演等の交流事業を

実施。 

 

 

(7) 浜松吹奏楽大会事業  （第18回浜松吹奏楽大会 会場：アクトシティ浜松） 

事 業 名 会 場 開催日 
入場者数

(人) 
内  容 

■全国中学生交流コンサート 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。全国中学生交流コンサ

ート、全日本高等学校選抜吹奏楽大会を柱と

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。ネット配信やマス

コミ媒体の露出も積極的に行い、市内外へ発

信した。 

 生徒交歓交流会 
コングレス 

センター41  
3/20 408 

 全国中学生交流コンサート 中ホール 3/21 1,000 

■第 26回全日本高等学校選抜吹奏楽大会 

 地域交流プログラム 市内中学校他 
3/21～

23 
290 

 プロムナードコンサート キタラ 3/22 2,694 

 生徒交歓交流会 
展示イベント 

ホール 
3/22 1,482 

 本大会 大ホール 3/23 2,284 

合 計 6事業 8,158  
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(8) アクトシティ音楽院事業 

事 業 名 会 場 開催日 入場者数(人) 内  容 

■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） 

 音楽院修了生公演事業 
市内小学校 

公民館他 
6～2月 1,470 

アクトシティ音楽院修了生に、演奏の場

を提供。全 14回。 

 

第 19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  109 

聴講者  223 

入場者 1,425 

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。 

 
第 18回 

浜松国際ピアノアカデミー 
アクトシティ浜松 3/7～16 

受講生 23 

聴講者 512 

入場者 1,179 

国内外の著名ピアニストを教授に迎え、

世界で活躍できるピアニストを育成。公

開レッスンのほか国際コンクールを実体

験できる模擬コンクールを開催。 

■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 市内小中高校 11～2月 
受講者 664 

聴講者 157  

市内の音楽団体の練習会場に赴いて

ジャズの指導を実施。全 3回。 

 吹奏楽リーダー養成講座 市内小中学校他 4～10月 
受講者 681 

聴講者 357  

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。 

 浜松市所有ジャズ譜貸出事業 － 通年 
17件 

52曲 

ジャズ用、吹奏楽用、金管バンド用に編

曲した楽譜を、市内アマチュア音楽団

体を対象に無料貸し出し。 

 吹奏楽公開講座 
浜松科学館 

ホール 
4/6 91 

保科洋音楽監督による吹奏楽課題曲講

習会。 

 主催者育成セミナー クリエート浜松 全 10回 
受講者 95 

入場者 201 

演奏家と聴衆を繋ぐ役割としての音楽イ

ベント主催者を育成。 

 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 219 

広いジャンルと様々な視点から題材をと

りあげ、音楽により親しむための講座。 

 合唱セミナー 

  ① 公開講座 市内小中学校他 全 3回 
受講者 517

聴講者  99 

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。 

  ② 指導者派遣 市内小中学校 通年 － 

市内小・中学校合唱部に市内の優秀な

合唱指導者を派遣し、部や学校の合唱

技術向上を支援。56回実施済。 

 

シリーズ「音楽探訪」 

G.ヴェルディ VS R.ヴァーグナー 

～オペラの醍醐味～ 

アクトシティ浜松 

音楽工房ホール 
6/7、14、21 219 

ヴェルディとワーグナーの生誕 200年を

記念して、2人のオペラ作品を中心に演

奏と解説による講座を開催。 

 音楽指導者派遣事業 
市内 

希望学校・団体 
通年 受講者27,774  

音楽院の音楽指導者登録者を地元の

音楽活動へ派遣し、地域の音楽活動の

活性化と人材活用を図る。全 264回。 

 

田久保裕一の指揮法講座 

「指揮の ABC 

～一般音楽愛好家のための～」 

クリエート浜松 8/9、16、30 
受講者延べ 25 

聴講者 98 

指揮者の田久保裕一氏が一般音楽愛

好家を対象に、音楽作りや指揮法のノウ

ハウを指導。 

 子ども音楽セミナー 
はまホール、浜北文

化センター他 
全 12回 

受講者延べ 709 

聴講者 73 

生涯学習音楽指導員が子どもたちに音

楽指導をする講座として開催。「洋楽教

室」「邦楽教室」「吹奏楽教室」の 3教室

にて実施。全 12回。 

合  計 14事業 36,920  
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(9) 浜松国際ピアノコンクール開催事業 

 

① 第 8回浜松国際ピアノコンクール優勝者（イリヤ・ラシュコフスキー（ロシア））ツアーの実施 

■平成 25年度実施公演  ※：オーケストラ協演 

日程 会場・開催地・内容 入場者数（人） 主催 

6/14 

・15 

名古屋フィルハーモニー交響楽団 ※（2公演） 

愛知県芸術劇場 （愛知県名古屋市） 

1,225 

1,380 

名古屋フィルハーモニー 

交響楽団 

6/19 三重県文化会館 （三重県津市） 1,130 三重県文化振興事業団 

6/29 カワイ表参道コンサート・サロン 「パウゼ」 （東京都港区）  130 河合楽器製作所 

7/3 りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 （新潟県新潟市） 351 新潟市芸術文化振興財団 

7/6 
『パシフィック・ミュージック・フェスティバル 2013』 

札幌芸術の森 （北海道札幌市） 
4,800 PMF組織委員会 

7/7 
ジョイントコンサート 『鍵盤楽器の祭典』  

サントリーホール （東京都港区） 
1,800 コンサートイマジン 

7/11 浜離宮朝日ホール （東京都中央区） 400 朝日新聞社、コンサートイマジン 

7/14 
『第 8回はましんファミリーコンサート』 浜松交響楽団 ※ 

アクトシティ浜松 
1,146 

浜松信用金庫、浜松交響楽団、

浜松市、浜松市文化振興財団 

7/26 『ニューヨーク国際ピアノ音楽祭 2013』 （アメリカ） 300 マネス音楽院 

8/8 『第 68回国際ショパンピアノフェスティバル』 （ポーランド） 500 ショパン協会 

8/13 『ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ音楽祭』 （フランス） 1,000 ラ・ロック・ダンテロン音楽祭 

9/27 トルン交響楽団※  アルトゥール館 （ポーランド） 300 パデレフスキー音楽協会 

9/29 コペルニクス・コンサートホール （ポーランド） 150 パデレフスキー音楽協会 

10/1 ミラー・ホール （ポーランド） 250 パデレフスキー音楽協会 

11/4 兵庫県立芸術文化センター （兵庫県西宮市） 417 兵庫県芸術文化協会 

11/6 大船渡市民文化会館リアスホール （岩手県大船渡市） 154 大船渡市民文化会館 

11/13 北國新聞赤羽ホール （石川県金沢市） 300 北國芸術振興財団 

11/16

・17 

『第 32回横浜市招待国際ピアノ演奏会』 

16日：日本フィルハーモニー交響楽団※  17日：リサイタル 

横浜みなとみらいホール （神奈川県横浜市） 

841 

横浜市芸術文化振興財団 

390 

11/18 アクロス福岡シンフォニーホール （福岡県福岡市） 582 アクロス福岡 

11/19 広島市南区民文化センター （広島県広島市） 554 ヤマハ・ミュージック・リテイリング 

11/22 アクトシティ浜松 735 浜松市文化振興財団 

11/24 ヤマハホール （東京都中央区） 246 ヤマハ 

平成 25年度 ツアー動員数 計 19,081  
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■平成 25年度実施公演数 （（ ）内は平成 24年度、26年度を含むツアー全公演数） 

リサイタル オーケストラ協演 合 計 

19 (20) 5 (6) 24 (26) 

※海外 6(7)公演を含む。（リサイタル 5(6)公演、オーケストラ協演 1公演） 

 

 

② 委員会・検討会議の開催 

 

③ 第 9回浜松国際ピアノコンクールの開催準備 

・実施要項の作成（組織構成、開催期日、応募方法、審査委員、課題曲等） 

 

④ 国際音楽コンクール世界連盟との連絡調整 

・連盟会報への広告掲載 

・連盟ホームページ上の情報更新 

・会員更新手続き事務 

・総会出席事務調整 

 

⑤ 国際音楽コンクール世界連盟との連絡調整 

・会報への広告掲載 

・会員更新手続き事務 

・広報活動（優勝者ツアー及びコンクールを各メディアへ PR、公式ホームページ更新） 
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【公２】 芸術文化活動発展と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) アクトシティ活性化事業 
 

事 業 名 開催日 参加者数 内  容 

① 屋上公園の活用 通年 約 5,500 
毎朝、近隣住民を対象としたラジオ体操を実施。1日 30

人前後が参加。 

アクトの森の春まつり 

 
② 春の芸術祭 

atアクトシティ屋上公園 
4/27・28 550 

はままつ春の芸術祭実行委員会に協賛し、屋上公園で

のライブアート、アート展示を実施。 

 ③ アクトシティで浜松まつり 5/3～5 261,000 
サンクンプラザ他で、「世界の屋台」を出展。屋上公園で

はダンスや楽器等のライブパフォーマンスを実施。 

アクトの夏の夕涼み 

 ④ サンクンプラザ ライトアップ 
7/20～9/15 

18:00～22:00 
－ 

涼しくなる時間帯に過ごしてもらうことを目的とし、サンク

ンプラザのけやき・床面・螺旋階段をライトアップ。 

 ⑤ 光と音のダンス 7/20 約 70 光源と舞台特設照明による、光のダンスを披露。 

 
⑥ サンクンプラザに 

巨大家康くんが登場!! 
7/20、21 338 

全高約 8m 巨大家康君ふわふわ（エアー遊具）の初め

ての設置先としてサンクンプラザに登場。 

 ⑦ フライデー・ナイト・ステージ 全 6回 約 1,060 
夕涼みの市民を対象とし「ベリーダンス」「アコーディオン

＆バンジョー」等、音楽やダンスのステージを開催。 

 ⑧ 星空上映会 9/28 約 220 
屋上公園を活用し、都会の明るさと星空の関係を題材

にした映画「ザ・シティ・ダーク」を上映。 

アナログレコードで聞く ロック・セミナー 

 ⑨ 小倉エージのロック・セミナー 全 4回 64 
60～70 年代のロックについて展開する講座。ビートルズ

などの音楽とその背景の若者文化の解説 

 
⑩ 伊藤銀次の話し出したら止まら

ナイト in浜松 
全 3回 39 

アメリカのフォークロックの歴史をたどる講座。伊藤銀次

氏の実演を交えて展開。 

 
⑪ ピーター・バラカンのアナログレコー

ドで聞くスゥインギング・ロンドン 
9/8 91 

60 年代のビートルズからザ・バンドまで、バラカン氏の音

楽体験をもとに、イギリスの音楽シーンについて解説。 

⑫ アクアミュージアム 

～魅惑の水草アート水族館～ 

7/27～ 

9/16 
4,500 

水草作家第一人者の田端哲生氏の作品を中心とした、

水草アートの展示会。 

⑬ アクトタワーのてっぺんから 

浜松を見てみよう 
8/9 112 

アクトタワーヘリポートからの浜松の街、最上階にある制

振装置の見学会を開催。 

合  計 13事業 273,544  
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(2) 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） 

2013 4/19 第 60回静岡県敬神婦人連合会大会 コン 420 

2013 5/15～19 2013 JAPAN BAND CLINIC 大・中・展・コン・研 9,070 

2013 5/30～31 第 39回国立大学法人動物実験施設協議会総会 コン 360 

2013 6/3～4 日本基幹産業労働組合連合会 第 2回加盟組合書記長会議 中・コン 1,371 

2013 6/14～16 日本消化器病学会東海支部 第 118回例会 コン 550 

2013 6/26～29 第 21回日本乳癌学会学術総会 大・中・展・コン・研 17,350 

2013 7/4～6 第 33回日本骨形態計測学会 コン 560 

2013 7/11～13 第 35回日本光医学・光生物学会 コン 424 

2013 7/12～15 第 17回 PIARA ピアノコンクール全国大会 中 1,250 

2013 7/18～20 第 20回日本遺伝子診療学会大会 コン 660 

2013 7/20～25 第 7回ビジネスマッチングフェア in Hamamatsu 2013   展・コン・研 8,769 

2013 8/12 第 33回全日本医科学生オーケストラフェスティバル 大 530 

2013 8/28～30 第 54回日本人間ドッグ学会学術大会 大・中・コン 2,030 

2013 8/31 第 35回人間ドック健診認定医・専門医研修会 大・コン 1,034 

2013 9/13～14 第 35回国立大学法人リハビリテーション療法士学術大会 研 300 

2013 9/14～15 日本看護技術学会第 12回学術集会 中・コン 1,344 

2013 9/30 第 33回東海北信越美容研修会 in静岡 大・コン 2,000 

2013 10/3～5 第 48回日本理学療法士協会全国学術研修大会 大・中・展・コン 2,200 

2013 10/7～10 2013年紙パルプ技術協会年次大会 中・展・コン 3,500 

2013 10/12～13 第 56回中部日本吹奏楽コンクール本大会    大・中・コン 2,400 

2013 10/17～18 日本私立大学協会 平成 25年度大学教務部課長相当者研修会 コン 600 

2013 10/26～27 第 126回関東連合産科婦人科学会総会学術集会 中・コン 400 

2013 11/13～15 第 38回全日本高等学校書道教育研究会静岡大会 コン 430 

2013 11/16～17 
第 122回日本結核病学会東海地方会 

第 10回日本呼吸器学会地方会 
コン 400 

2013 11/22～23 第 16回日本救急医学会 中部地方会 学術集会 コン 800 

2013 11/29～30 第 43回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会 コン 400 

2014 1/28～31 第 24回はままつメッセ 2014 展・研 4,000 

2014 2/13～15 第 20回日本胎児心臓病学会学術集会 コン 800 

2014 2/3～3/18 平成 25年分確定申告相談会場 展 23,327 

2014 2/20～23 ふじのくに農芸品フェア２０１４ 展・コン 47,560 

2014 2/23 平成 25年度第 61回静岡県ＰＴＡ研究大会 浜松大会 中 1,000 

2014 3/1～2 第 10回日本褥瘡学会 中部地方会学術集会 コン 550 

合 計 32件 136,389 

※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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(3) 施設稼働率 

（ ）内は前年度実績 

  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 
75.8% 211 160 205,160 

(81.4%) (306) (249) (284,336) 

中ホール 
72.1% 315 227 114,483 

(74.0%) (312) (231) (115,400) 

展示イベントホール 
60.5% 334 202 169,263 

(59.9%) (342) (205) (145,778) 

コングレスセンター 

会議室(13室) 

71.4% 4,465 3,187 112,719 

(74.3%) (4,491) (3,335) (102,319) 

研修交流 

センター 

音楽工房ホール 
62.5% 341 213 21,983 

(64.2%) (341) (219) (24,685) 

音楽セミナー室

(13室) 

58.6% 4,483 2,628 19,641 

(53.0%) (4,514) (2,392) (15,784) 

会議室 

(10室) 

89.4% 3,450 3,085 117,529 

(87.7%) (3,482) (3,052) (104,760) 

合  計 
760,778 

(793,062) 

 

（ ）内は前年度実績 

  駐車台数 駐車台数 （１日あたり） 

駐車場 
450,824 1,235 

(432,312) (1,184) 

 

 

(4) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度実績 

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 111,214,968 104,140,000 7,074,968 

中ホール 65,030,179 66,820,000 △1,789,821 

展示イベントホール 76,485,559 81,230,000 △4,744,441 

コングレスセンター 131,368,095 135,400,000 △4,031,905 

研修交流センター 72,598,385 71,800,000 798,385 

地下駐車場 141,987,544 130,410,000 11,577,544 

屋外施設（サンクンほか） 333,170 200,000 133,170 

合 計 
599,017,900 590,000,000 9,017,900 

   ( 664,990,245) ( 660,000,000 ) （4,990,245） 
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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(人) 内  容 

あ 浜松市教育文化会館（2事業） 

 
① 小さなピアニストコンサート 

in はまホール 
8/17 100 

浜松市内の抽選で選ばれた19名の子どもたち

によるピアノの発表会 

 ② 第5回浜松市民バンドフェスティバル 2/2 1,200 

市内で活動する吹奏楽団13団体が出演。各団

体の特色ある演奏に加え、出演者による合同

演奏や、来場者の指揮者体験を企画。 

協力：浜松市民バンド協議会 

い 浜松復興記念館（10事業） 

 ①館蔵資料の展示 通年 ― 昭和の浜松市内の風景写真等を展示。 

 ②企画展・特別展 

  
昭和の浜松 写真展① 

浜松まつり 

H25.3/26

～5/6 
※1,249 

浜松まつりに関する昭和20年代～40年代まで

の風景を写真で紹介。 

  
昭和の浜松 写真展② 

3本のプラタナスの木 

5/8～

7/28 
※2,656 

戦争の時代を生き抜いた3本のプラタナスの木

が見続けてきた昭和の浜松を写真で紹介。 

  特別展「50年前の子どもたち」 
7/30～

9/1 
※1,235 

50年前の子どもたちの日常生活（家庭・学校・

遊び）等がわかる生活用品や学用品（教科書）

等の実物資料と写真パネルで紹介。 

  

みてみよう・きいてみよう 

おとうさん・おかあさんが勉強した 

国語の教科書 

8/4 30 

浜松市内で使われた教科書に掲載されていた

物語の中から、「くじらぐも」、「スイミー」等の人

気の高かった11作品を朗読。 

  
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～」 
8/18 ※113 

語り部の立川喜代子さん、伊熊フジ子さんに、

浜松空襲や戦中・戦後の体験談を伺う。 

協力：戦災を語り継ぐ会 

  
昭和の浜松 写真展③ 

東海道線が高架になった頃 

10/29～

1/13 
※1,689 

戦後浜松の一大事業であった東海道線高架

化事業の様子を当時の写真で紹介。 

  
昭和の浜松 写真展④ 

戦前街の風景 

1/15～

3/23 
※2,386 

昭和という時代が始まった頃の浜松の風景、戦

争で失われてしまった建物などを写真で紹介。 

 ③資料・寄贈品の調査研究、保存、整理 通年 ― 
所蔵資料の調査、整理、展示整備を行い、寄

贈品の受付や保存を実施。 

 ④資料の収集情報の提供 通年 ― 
小中学生の学校教材用として戦災に関する

DVDを無料貸出。（6件14校） 

合計 12事業 10,658 
（「復興記念館入場者数」に含まれる数 

（※）の事業 9,328） 
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(2) 施設稼働率 

（ ）内は前年度実績 

  利用率 
延べ利用可能数

(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

（人） 

浜松市教育 

文化会館 

ホール※ 
71.6% 285 204 275,390 

（69.9%） （292） （204） （281,522） 

リハーサル 
90.8% 306 278 29,420 

（94.5%） （307） （290） （27,177） 

練習室（9室） 
97.3% 2,761 2,687 186,281 

（96.1%） （2,772） （2,665） （175,822） 

会議室 
31.7% 306 97 1,751 

（24.4%） （308） （75） （1,579） 

楽器庫（14室） 
97.5% 4,298 4,191 - 

(100%) (4,312) (4,312) - 

復興記念館 

入場者数 
- - - 10,502 

- - - （8,028） 

会議室・和室 

（3室） 

23.2% 1,228 285 7,890 

（21.0%） （1,232） （259） （5,074） 

合  計 
511,234 

（499,202） 

※楽屋・控室利用数を含む。 

 

 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度実績 

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 
53,762,800 51,442,000 2,320,800 

（52,599,680） （57,000,000） （△4,400,320） 

浜松復興記念館 
1,141,120  1,145,000  △3,880 

（1,128,240）  （2,000,000）  （△871,760） 

合 計 
54,903,920 52,587,000 2,316,920 

（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 参加者数(人) 内  容 

あ 自主事業 （4事業） 

 ① チャレンジ！クッキング 8/8、22 19 小学 4～6年生対象の料理教室を開催。 

 ② 夏休み親子工作教室 8/11,18 94 親子を対象とした木工工作教室を開催。 

 ③ クリハマ楽校 全 18回 延べ 1,160 
参加者自らが、関心のある講座を企画開催でき

る機会を提供。 

 
④ ふれあい広場活性化事業 

Creative Gala（クリエイティブ・ガラ） 
全 55回 522 

地域の文化活動活性化のため、ふれあい広場

を無料提供。演奏会、体操などが開催された。 

い 共催事業  （文化団体等より企画提案された事業を支援する、「Collabo with！クリエート」企画。7 事業） 

 
① 開館25周年記念 「戦地に逝ったワセダ

のヒーロー松井栄造の 24年」 
7/2～21 1,883 

戦時下、甲子園で活躍した松井栄造の写真や

遺品を展示。共催：遠州稲門会 

 ② 第 4回プレゼンテーションチャンス浜松 7/7 65 
新しいアイデアや作品を発表する場を提供。 

共催：NPO法人浜松をぐぐぐっと盛り上げる会 

 ③ P-CAFÉ（プレゼンテーションカフェ） 全 9回 65 
プレゼンテーションチャンス浜松へ向けたプレゼ

ン練習と交流の場を提供。 

 ④ 親指ピアノ カリンバをつくろう 7/20 53 アフリカ民族楽器カリンバの製作体験の場。 

 ⑤ 開館 25周年記念 「クリエートの夏祭り」 

  縁日コーナー 

8/25 
延べ 

1,800 

射的・輪投げ遊び等、昔ながらの夏祭りを開催。 

  講談師 田辺一邑が語る怪談 
落語と、怪談「宇津ノ谷峠」の披露。 

共催：浜松市中部協働センター 

  浜響気ままにコンサート 
ドリンクを片手に、気軽に音楽を聴ける場を提供。

共催：浜松交響楽団 

 ⑥ クリエートの冬まつり 1/23～26 
延べ 

17,079 

中部公民館まつりとコラボレートし、より地域との親

密性を図るために開催。 

共催：浜松市中部協働センター 

 ⑦ 第４回はままつグローバルフェア 2/16 
延べ 

4,571 

フェアトレード商品の販売や世界の料理の提供を

はじめとした国際理解を目的として開催。 

共催：はままつ国際理解教育ネット、浜松国際交

流協会、ＪＩＣＡ中部 

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（冊子、書籍等の収集と提供（配

架、掲示、綴じ込み）。浜松市生涯学習講師登録

処理及び閲覧対応。生涯学習の相談業務。生涯

学習情報コーナー利用状況取りまとめ及び報告。 

 ② 文化情報サロン事業 通年 － 主催事業の紹介と文化団体情報の収集・提供。 

 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 14事業 27,311  
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(2) 施設稼働率 

       （ ）内は前年度実績 

  利用率 
延べ利用可能

数(日) 

延べ利用実数 

(日) 

入場者数 

（人） 

中部協働センター 

講座室（2室） 
85.8% 632  542  16,183 

(88.2%) (628)  (554)  (14,635) 

クッキング 

ルーム 

51.3% 316  162  3,660 

(49.7%) (314)  (156)  (3,480) 

会議室（3室） 
88.1% 948  835  25,356 

(89.3%) (943)  (842)  (25,057) 

和室（2室） 
76.1% 632  481  11,650 

(80.1%) (628)  (503)  (10,416) 

文化コミュニティ 

センター 

ホール 
80.7% 316  255  53,043  

(84.7%) (314)  (266)  (46,203)  

会議室（2室） 
63.3% 632  400  7,621 

(62.2%) (629)  (391)  (7,530) 

スタジオ 
95.9% 316  303 10,332 

(97.8%) (314)  (307) (10,511) 

ふれあい広場 
96.7% 302  292 34,766 

(93.9%) (314)  (295) (27,685) 

アトリエ 
85.8% 316  271 4,002 

(80.6%) (314)  (253) (3,024) 

ギャラリー 

（5室） 

91.2% 1,574  1,436 291,364 

(95.9%) (1,595)  (1,529) (299,601) 

合  計 
457,977  

(448,142) 

 

 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用 
47,239,940 47,493,000 △253,060 

(49,562,850) (43,250,000) （6,312,850） 
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4 浜松市浜北文化センター 

(1) 施設付帯事業の実施 

事 業 名 開催日 参加者数(人) 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  
全 4回 874 

育児中の保護者や、妊娠中の方を対象とした、

地元で活躍するプロの演奏家によるコンサート。 

② ザ・ヤングアメリカンズ 

アジアンツアー2013夏 in 浜松 

5/31～ 

6/2 
867 

アメリカの非営利活動団体「ヤングアメリカンズ」

を招き、地元の小中高校生を対象に、音楽やダ

ンスなどの芸術表現教育を実施。 

共催：NPO法人じぶん未来クラブ 

③ 「ゆるやかコンサート」特別編 

～インドの舞踊と音楽～ 

～ポリネシアンダンスショー～ 

9/22 

2/1 
423 

クラシックを中心とした人気のゆるやかコンサート

の民族音楽編。インド舞踊などダンスを取り入れ

た、目にも楽しいコンサート。 

④ ワークショップ 

「バルーンアートに挑戦！」 
11/23 40 

子ども会や青少年団体の役員を対象に、地域の

活動等で活躍できるよう支援するワークショップ。

講師：NPO 法人みんなのおしごと事務局柴田一

雄氏 

⑤ NHKのど自慢 
12/14 

・15 
2,073 

NHK 浜松支局 80 周年を記念して、公開録画

を実施。共催：NHK静岡放送局、浜松市 

⑥ 第 31回浜北寄席 

～林家木久扇・桂米助二人会～ 
2/16 602 

プロの落語家、林家木久扇と桂米助による二人

会を実施。 

合計 6事業 4,879  
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(2) 施設稼働率・入場者数等 

（ ）内は前年度実績 

 
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 
70.1%  241  169 99,431※ 

(69.7%) ( 271) ( 189) (99,917)※ 

小ホール 
63.0%  246  155 24,672※ 

(62.0%) ( 279) ( 173) (28,407)※ 

リハーサル室 
98.7%  301  297 15,493 

(98.0%) ( 300) ( 294) (14,067) 

練習室（3室） 
91.8%  903  829 19,281 

(93.2%) ( 903) ( 842) (22,557) 

展示室 
42.1%  299  126 8,328 

(23.4%) ( 299)  ( 70) (4,570) 

大会議室 
66.8%  298  199 29,168 

(73.1%) ( 297) ( 217) (32,063) 

会議室（5室） 
72.7%  1,507  1,096 21,206 

(78.6%) ( 1,500) ( 1,179) (23,749) 

和室 
68.1%  301  205 3,481 

(70.0%) ( 300)  ( 210) (4,099) 

視聴覚室 
26.9%  301  81 1,406 

(38.0%) ( 300) ( 114) (1,697) 

  合  計 
222,466 

(231,126) 

※楽屋利用数を含む。 

 

（ ）内は前年度実績 

 
人数 （人） 件数 （件） 

森岡の家 施設見学者数 
469 207 

（ 232 ） （ 77 ） 

 

 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用 
33,633,681 33,191,000  442,681 

(35,456,507) (30,900,000) （4,556,507） 
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5 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 参加者数(人) 内  容 

① Something Jazzy 

～信州ジャズの夜 天竜・壬生～ 
7/27 165 

音楽ライター島田奈央子プロデュースのジャズコ

ンサート。伊佐津さゆり他、信州ジャズを演奏す

るメンバーが出演。 

② 第 3回みぶ絵手紙展 
6/18～ 

7/12 
1,350 地元絵手紙団体の合同作品展示会 

③ 龍水の都音楽祭 Vol.10 8/4 147 天竜川流域で活動するアマチュアバンドのライブ 

④ モダンダンスワークショップ 全 24回 101 
小中学生を対象としたモダンダンスのワークショッ

プ。 

⑤ ミュージカルワークショップ 全 24回 44 
小中学生を対象としたミュージカルのワークショ

ップ。 

⑥ みぶグランドオン ステージ 11/16 101 
浜松市在住・60歳以上の出演者による、ハーモ

ニカ、紙芝居、手品、歌、踊り等の発表会。 

⑦ MIBU ワークショップ発表公演 Vol.11 12/22 673 
MIBUワークショップ受講生の１年に１度の成果発

表会。モダンダンスとミュージカルの2回公演。 

⑧ MIBU New Year Concert 2014 

出演：天竜楽友吹奏楽団、浜松トランペットコアー 
1/26 366 

指揮者にカールヤイトラー氏を招いたクラシックコ

ンサート。 

⑨ 第 5回未来の音楽家コンサート 2/16 102 
高校生以下を出演対象にした、ピアノ、ヴァイオリ

ン、サックス、フルート等のコンサート。 

⑩ みぶクラシックスペシャル 

奥村友美ピアノリサイタル 
3/2 196 

浜松市出身のピアニスト奥村友美のリサイタル。

ゲスト：長尾春花(ヴァイオリン)、山澤慧(チェロ)。 

合計 10事業 3,245  

 

(2) 施設稼働率・入場者数等 

（ ）内は前年度実績 

 
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 
59.5% 279 166 30,671 

(58.2%) (299) (174) (32,687) 

リハーサル室 
98.3％ 300 295 14,542 

(95.5%) (308) (294) (14,482) 

会議室（2室） 
87.9% 612 538 10,416 

(81.8%) (614) (502) (8,297) 

展示ギャラリー（2室） 
18.1％ 612 111 11,957 

(18.6%) (608) (113) (15,055) 

音楽練習室等    
4,413 

(4,886) 

  合  計 
71,999 

(75,407) 
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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 参加者数(人) 内  容 

あ 自主事業 （5事業） 

 ① しょうぎに挑戦 全 23回 355 
将棋の先生を招いて、初心者でも将棋に触れら

れる機会を提供。協力：日本将棋連盟。 

 ② お父さんと遊ぼう 全 6回 199 
父親だからこそ出来る、親子での運動遊びの時

間。父親の育児参加も促進。 

 ③ つながるひろば 全 4回 408 
「草笛を吹こう」など、見る・聞く・体験するなど

様々な要素を織り込んだ事業。 

 ④ カプラをしよう！オニごっこしよう！ 全 15回 324 放課後の小学生を対象としたおにごっこ。 

 ⑤ みんなに見に来てほしいでショー 10/5 40 子供たちの企画、演出によるパフォーマンス。 

い ものづくり体験機能 （11事業） 

 ① おりがみあそび 全 20回 825 ボランティアとともにおりがみを楽しむ。 

 ② おりがみあそびスペシャル 全 2回 150 「おりがみあそび」のスペシャル版。 

 ③ わくわくスタジオ 全 30回 1,316 
「染め紙あそび」や「おえかきスタンプ」など、身

近な素材を使用した造形遊び。 

 ④ 土ねんどで遊ぼう 全 50回 2,904 
土ねんどを使った造形遊び。子どもの豊かな表

現力が発揮される場。 

 ⑤ HONDAの親子でダンボールクラフト 7/13,12/7 128 
アシモや F1 カーなどのダンボールクラフトを、親

子で一緒に製作する講座。共催：本田技研工業 

 ⑥ おやつ作り 全 32回 833 
「モクモク蒸しパン」など、調理するおもしろさ

や、食べる喜びを体験するおやつ作り。 

 ⑦ パン作り 全 35回 1,078 子どもの表現力や創造力を培うパン作り。 

 ⑧ 親子で顔ピザ作り 全 8回 326 顔の形をしたピザを作るプログラム。 

 ⑨ おむすび作り 全 12回 481 伝統的食文化を体感する機会。 

 ⑩ おやつ工房講師プログラム 全 5回 66 
「みそ汁工房」や「水菓子をつくろう」など、 

講師のもとで、親子が調理をするプログラム。 

 ⑪ Let’sチャレンジ～かんなけずり～ 11/30,12/1 268 
木に親しむためのワークショップ。 

共催：NPO法人天竜川・杣人の会 

う 子育て支援・交流事業 （13事業） 

 
① いっしょにあそぼ 

ねんね・ごろんの赤ちゃんと 
全 18回 1,242 

母親が声を出すことの楽しさに気づき、日常の

育児に生かすための学び遊びプログラム。 

 
② いっしょにあそぼ 

ハイハイ赤ちゃんと 
全 22回 1,529 

歩行前までの子どもと、その保護者を対象とした

身体的発達を促す遊びの時間。 

 
③ いっしょにあそぼ 

ヨチヨチちゃんと 
全 11回 788 

1・2 歳程度の子どもが対象。親子での運動遊

びを通して、心身の健全な発達を促す時間。 

 
④ いっしょにあそぼ 

トコトコちゃんと 
全 11回 599 

2・3 歳程度の子どもが対象。親子での運動遊

びを通して、心身の健全な発達を促す時間。 

 ⑤ にこにこベビーマッサージ 全 28回 1,680 
赤ちゃんとのスキンシップ方法を、保護者が楽し

く学ぶ場。 
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事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

 ⑥ はじめてのワークショップ 全 8回 261 
シンプルな素材を使い、子どもが自由に創造・

表現できるワークショップ。 

 ⑦ 音と遊ぼうリトミック 全 34回 2,754 自己表現の楽しさを知るリトミックの時間。 

 ⑧ ミュージックコンサート 全 8回 953 
子育て中の保護者が子どもと気軽に楽しめる、

フルートやチェロなどのコンサート。 

 ⑨ ママさん&マタニティヨーガ 全 24回 810 
妊婦や産後、子育て中の保護者が、心身共に

リラックスできる場。24回実施済。 

 ⑩ いっしょに話そう！イヤイヤ期 全 9回 168 

子育て中の保護者が集まり、育児の悩みや情

報などを語り合う時間。共催：親支援プログラム

研究会 

 
⑪ ママ&マタニティの 

『かぎ針コサージュ』作り 
1/21,2/7 11 

ボランティアの特技を生かしながら、母親たち

がホッとできる家庭的な時間。 

 ⑫ おんぶ de クッキング 2/26 24 
料理を通して、同世代の子どもを持つ母親同士

が交流する時間。主催：浜松まちなか協議会 

 ⑬ 子育て何でも相談 随時 431 育児の相談に、職員・専門家が応じる。 

え アウトリーチ事業 （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 840 

来館の機会が少ない周辺地域でのアウトリーチ

事業。イオンモール浜松志都呂他で開催。 

 
② 移動こども館 

「土ねんどで遊ぼう」 
全 3回 92 

保育園・幼稚園・特別支援学校に出張して行う

事業。上阿多古幼稚園他で開催。 

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 8回 215 

団体向けに行う事業。団体利用の促進を図り、オ

リジナルの遊びメニューを提供。 

実施園：はあもにい保育園、愛恵保育園。 

か 日常事業 （7事業） 

 ① コマ検定 全 12回 437 こども館オリジナルの検定を実施。 

 ② ボールプールおそうじ隊 全 11回 933 
館内施設「青白ボールプール」のボール入替

作業を、仕事体験として子どもと共に実施。 

 ③ ことばあそび 随時 244 日本語の美しさ面白さを川柳などで伝える。 

 ④ 読み語り・図書 随時 1,098 
「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。 

 ⑤ 誕生日のお祝い 随時 306 誕生月に、身長・体重を測定し、手形をとる。 

 ⑥ 自然を感じる 
5/21 

11/11 
79 

屋上庭園の花の植え付け体験。随時水遣りや

草むしりを行い、植物を育てる経験を通して、

自然の恵みを感じる時間を提供。 

 ⑦ 仕事体験 8～3月 195 館内パトロールや清掃などの仕事体験。 

き 長期休暇事業 （4事業） 

 
① 春休み特別プログラム 

「あそびの紙さま」 

H25.3/23 

～4/7 
5,447 

身近な素材である「紙」の面白さや奥深さを感

じられる遊びプログラム。 

 

 

② 夏の特別プログラム 

「いいの？！いいよ。」 
7/27～8/18 15,402 

夜のこども館でのおにごっこなど、「こんなことし

て遊んでいいの？」をテーマとしたプログラム。 
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事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

 
③ 冬の特別プログラム 

「木」 
12/21～1/5 5,877 

積み木遊びや木製楽器とのふれあいなど、

「木」をテーマとしたプログラム。 

 
④ 春休み特別プログラム 

「本日開店！おみせやさん」 
3/21～31 7,819 

空き箱や包装紙などを素材に、商品を作り、自

分のお店を開店し、売り買いのやりとりを体験

するプログラム。 

く ボランティア活動事業 （2事業） 

 ① 市民ボランティアの募集、研修、育成 6～9月 643 ボランティアの募集、研修、育成。 

 ② 市民ボランティア活動 随時 2,309 研修を受講したボランティアによる事業参画活動。 

け 託児事業 （1事業） 

 ① 託児事業 開館中随時 1,326 6 ヵ月～3歳未満の子の一時預かり保育。 

こ その他の機能や事業 （7事業） 

 
① ゆうゆう net学生ボランティア 

オリエンテーション 
6/29 16 

子どもと関わる職業を目指す大学生を対象とし

た、取材ボランティアのオリエンテーション。 

 

② キッズまちなか探検隊 

管理栄養士みちるさんの 

～パパと子の 2日目カレーの大変身～ 

8/11 16 

父親と子どもが話し合い、工夫をしながら 2 日目

のカレーを使った調理をする講座。 

協賛：まちなかにぎわい協議会 

 ③ 保育者向けワークショップ 8/21、22 58 
浜松市や磐田市の教育関連施設の職員を対象

とした実践的研修。 

 ④ ママたちの保育所選び座談会 10/20 8 
静岡新聞びぶれ主催の保育所選びの座談会。

会場提供及び参加者として協力。 

 ⑤ インターンシップ 受入 8月 5 
近隣大学等の社会体験実習の受け入れ。 

受入校：静岡文化芸術大学ほか 

 ⑥ 中学生職場体験学習 受入 通年 24 
浜松市内の中学生を対象に社会体験の場を提

供。受入校：東部中、舞阪中他 8校。 

 ⑦ 障害者就労支援センター職業実習受入 2/17~28 35 障害者就労支援センター登録者の職場体験 

合 計 53事業 64,375  

※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※ 

350 171,055 72,104 938 3,988 31,521 61,019 1,485 1,326 

(350) (169,819) (73,555) (830) （3,901) (28,953) (61,199) (1,381) (1,599) 

※その他は、障害者の方及びその介護者の方 

 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

入館料・託児料 
15,989,160 17,000,000 △1,010,840 

（16,579,160） (20,730,000) （△4,150,840） 
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【公３】 観覧施設を活用した資源を調査、収集、保存、展示による芸術文化の普及発展 

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 参加者数(人) 内  容 

あ 特別展・企画展・常設展 （4企画） 

 
① 企画展  「悠久のペルシャ 

～陶と錦の美7000年～」 
4/21～6/30 ※16,545 ペルシャ（イラン）の美術品と楽器を紹介。 

 
② 東京展覧会 「むかしむかしの素敵なピア

ノ展 －19世紀に咲いた華－」 
8/1～30 4,169 

ヤマハ銀座店での出張展覧会。 

館所蔵のフォルテピアノを展示したほか、ミニコ

ンサート、レクチャーコンサート、小倉貴久子他

による記念コンサートを開催。共催：ヤマハ 

 ③ 企画展 「スイングする鉄筋彫刻 part2」 8/7～9/8 

15,620 

（うち 

※15,511） 

楽器を演奏する姿の鉄筋彫刻作品を展示。ス

チールパンやピアノのコンサートも開催。 

 ④ 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 ※2,886 職員による実演と展示解説。 

 ② ミュージアムサロン 通年 ※3,320 当館職員やゲスト演奏家による演奏会。 

 
③ 第 4回 

電子チェンバロとクラシックオルガンの集い 
8/24 ※330 

公募出演者による、電子チェンバロ・オルガン

演奏会。共催：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 「メロディック・バンジョー」 4/19 76 アメリカの名手ビル・キース他による演奏。 

 ② 「リュートの歴史」 4/26 50 シェイクスピアやパーセルの音楽を演奏。 

 
③ 「プロイセン王国 

フリードリヒ大王の生涯と音楽」 
4/27、28 116 

館所蔵楽器を用いて、フリードリヒ大王に関する

音楽と楽器を紹介。レクチャーも開催。 

 ④ 「悠久のペルシャ」 5/5 96 
館所蔵楽器他を用いて、ペルシャ古典音楽を

演奏。レクチャーも開催。 

 
⑤ 「月の光に誘われて 

～エラール・ピアノとフランスのうた～」 
7/1 74 

館所蔵楽器のエラール・ピアノを用いてフラン

ス音楽を演奏。 

 ⑥ 「ブラスバンド～英国、そして世界へ～」 7/7 82 
英国式ブラスバンドによる演奏。英国式の歴史

と発展についても解説。 

 
⑦ 「影絵人形芝居ワヤン・クリ 

～ビモと人食い鬼～」 
7/21 117 

インドネシア・ジャワ島の世界無形遺産ワヤン・

クリの上演。 

 
⑧ 「笛・ふえ・フエ 

～楽しいぞ！リコーダーと仲間たち～」 
8/25 83 親子向けコンサート。多種多様な笛を演奏。 

 
⑨ 「ルネサンス・バロック・モダン 

リコーダーはいろんな顔を持っている！」 
9/20 59 オランダの名手ファン・ハウヴェ他による演奏。 

 
⑩ 「影絵人形芝居ワヤン・クリ 

～武将クンバカルナの戦士～」 
10/14 116 

インドネシア・バリ島の世界無形遺産ワヤン・ク

リの上演。 

 
⑪ 「共鳴する弦 ～19 世紀ギターとスクエ

アピアノの対話～」 
10/26 39 

館所蔵のスクエアピアノと、19世紀ギターの 

デュオ。 

 
⑫ 「イギリス・ソナタ ～ブロードウッド・ピア

ノ 新世紀の響き～」 
11/12 166 

館制作 CD「イギリス・ソナタ」H24文化庁芸術

祭レコード部門“大賞”受賞記念コンサート。 
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事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

 ⑬ 「19世紀サクソフォーンのエレガンス」 11/16 76 館所蔵サクソフォーンを用いた四重奏と独奏。 

 ⑭ 「フィンランドの古代楽器“ヨーヒッコ”」 11/25 72 
ヨーロッパ最古の弦楽器のひとつ、「ヨーヒッコ」

の演奏。フィンランドより来日演奏。 

 
⑮ 「オカリナの故郷イタリアから “元祖”オ

カリナ七重奏団－GOB－」 
2/2 215 

150年の歴史を誇り、イタリアの文化遺産に認

められた名門グループの初来日演奏。 

■イヴニングサロン （夜のミニコンサート） （5事業） 

 ① 「音の万華鏡、ジンバブエのムビラ」 6/21 52 名手ガリカイ・ティリコティ他の来日演奏。 

 ② 「共鳴弦の陶酔、ヴィオラ・ダモーレ」 7/24 70 ベルギーから名手 Duo Sweet17の来日演奏。 

 
③ 「第 26回国際古楽コンクール＜山梨＞ 

入賞者コンサート」 
10/11 26 ソプラノとフラウト・トラヴェルソの演奏。 

 ④ 「郷愁のウィーン、チターにのせて」 10/27 69 
ヴィルフリート・シャルフ（リンツ音楽大学教授）に

よるチターの演奏。 

 
⑤ 「17～18世紀のギター音楽 

～バロックギターとイングリッシュギター」 
11/30 57 館所蔵 18世紀イギリス製ギターを用いた演奏。 

え 講座・ワークショップ （5事業） 

 ① 「モンゴルの喉歌ホーミー入門」 4/21 10 喉歌ホーミーの実技入門。 

 
② 夏休み子どもワークショップ 「インドネシ

アの影絵人形 ワヤン・クリを作ろう！」 
8/3 30 

影絵人形芝居ワヤン・クリで使用する人形の製

作と、ガムラン伴奏付きの物語上演体験。 

 
③ 「死者の旅の歌  

～中国少数民族タイ族の声と笛とくらし～」 
9/6 31 

中国少数民族タイ族のひょうたん笛の演奏と民

族誌ドキュメンタリー映画の上映。 

 
④ 楽器博物館講座 2013 

「楽器の中の聖と俗」 
全 3回 52 

ハンガリーの民族舞踊「ハンガリアン・ダンス」

の、音楽や楽器、衣装に視点をあてた講座。 

 ⑤ 「韓国の太鼓チャンゴを演奏しよう！」 2/16 7 朝鮮民族の伝統的な太鼓「チャンゴ」の入門。 

お アウトリーチ活動 （1事業） 

 ① 移動楽器博物館 全5回 1,841 県居小、佐久間小他 

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、展示整備。 

 ② 音楽文化・芸能調査 通年 ― 
一絃琴（名古屋芸術大学と共同調査）、四天王

寺舞楽聖霊会、田中正平資料の整理。 

 ③ CD・図録の制作 通年 ― 博物館所蔵楽器の CD5種。 

 ④ 広報誌「楽器博物館だより」発行 11回 ― 
催しの報告や開催案内を掲載する季刊誌。 

各号約 1,400部。 

 ⑤ 公式ホームページの管理運営 通年 ― 一般情報とアーカイブス、最新情報ほかを発信。 

き 他博物館・教育研究機関等との連携 （1事業） 

 ① 名古屋芸術大学との共同調査 通年 ― 日本の一絃琴の伝承状態現状調査。 

く 研修受け入れ（3事業） 

 ①学芸員実習等受け入れ 8～9月 10 国立音楽大学他 8校。 

 ②教職員研修受け入れ 通年 12 与進北小、可美小、丸塚中、東陽中ほか。 

 ③職場体験受け入れ 7～12月 19 江之島高他 5校。 

合 計 42事業 46,593 （観覧者数に含まれる数 （※の事業）38,592） 
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(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.43 「悠久のペルシャ、雅なるサントゥール」 

No.44 「ジャワ・ガムラン～インドネシア中部ジャワ 青銅打楽器の輝き～」 

No.45 「ベートーヴェン チェロとクラヴィーアのための作品全集Ⅰ～1810年のワルターとともに～」 

No.46 「ベートーヴェン チェロとクラヴィーアのための作品全集Ⅱ～1810年のワルターとともに～」 

No.47 「C.P.E.バッハフルート・ソナタ集～クヴァンツ・フルートによる～」 

 

(3) 観覧者数等 

（ ）内は前年度実績 

開館日数 
観覧者数計 

（人） 

内 訳 （人） 

大人 中人 小人 幼児 

336 87,898 65,855 2,337 15,551 4,155 

(336) (88,591) (67,369) (2,889) (14,424) (3,909) 

（参考） この内、 

科学館相互割引入館者数 
49 

（52） 
48 

（51） 
1 

（1） 
－ 

 

－ 

 

 

(4) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

観覧料 
19,848,920 21,060,000 △1,211,080 

(20,942,800) (20,990,000) （△47,200） 
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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 参加者数(人) 内  容 

あ 子ども事業（15事業） 

 ① ふしぎな科学講座 全 9回 118 観察・実験講座。「プラコプター」「浮枕子」他。 

 ② わくわくものづくり講座 全 8回 74 工作講座。「動くおもちゃ」「風速・風向計」他。 

 
浜松サイエンスアドベンチャー事業 

③ 活動Ⅳ期 ④ 活動Ⅴ期 
通年 

568 

（うち※75） 

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。小中学生から公募し

2年間活動。 

 ■ロボット講座事業 

  ⑤ 第 13回リモコンマシン・アイデアバトル 全 16回 延べ 207 
有線式リモコンマシンを競技会用にチューニン

グ。特別協力：浜松ロータリークラブ 

  ⑥ 第 13回ロボカップジュニア 全 14回 延べ 127 
自律運動型ロボットの組立とプログラム学習。 

2チーム 4名が東海大会へ出場。 

 ⑦ つくり隊！あそび隊！！ 全7回 
1,075 

（うち※920） 

身近にある材料を利用して科学工作を楽しむイ

ベント。「ストローロケットをつくろう☆」他。 

 ⑧ 試してみよう！ 全 7回 ※ 1,049 
実験を通して身近な科学の疑問点を分かりやす

く解決する参加無料イベント。 

 ⑨ GW スペシャルイベント「光る泥だんご」 5/3、4 565 
小さな子どもから体験できる、楽しみつつも驚き

の成果が得られる簡単な工作。 

 
⑩ 博物館学芸員実習及びインターンシッ

プ実習生による科学体験イベント 
8/15 ※ 242 

大学生による、光の性質を利用した楽しい実験

工作イベント。 

 ⑪ 浜松科学館探検ツアー 全 6回 ※ 134 
施設の裏側探検やクイズなどを親子で楽しめる

参加無料イベント。 

 
⑫ BIGでビックリ!?  

スペシャルサイエンスショー 
3/9 176 

通常のサイエンスショーより内容・時間を拡大し

て開催。 

 ⑬ サイエンスショー 全 130回 － 科学を身近に感じてもらう実験ショー。 

 ⑭ ミクロ観察 

全 194回 

－ 水生生物等を実際に光学顕微鏡で観察。 

 ⑮ ミニ実験 － 身近な材料・道具を使った実験を紹介。 

い 親子参加事業 （2事業） 

 ① ときめきら星空・宇宙講座 全 2回 35 
プラネタリウムを活用し、宇宙・天文またそこで培

われている技術などについて学ぶ講座。 

 ② 親と子のかがく講座 全 3回 73 
親子で一緒に取り組む講座。「七宝焼」「トンボ

玉をつくろう!!」他。 

う 特別展・常設展運営事業 （2事業） 

 
① 特別展 

「恐竜が見あげた“竜”～翼竜の謎～」  
7/20～9/1 ※49,555 

太古の地上に繁栄しながら絶滅してしまった古

代生物に焦点を当てた特別展。 

共催：中日新聞東海本社・テレビ静岡 
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事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

 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。 

え プラネタリウム事業（7事業） 

 

一般投影 

① 浜松科学館 制作番組 

② 一般番組 

通年 

（801投影） 
※37,229 

科学館職員制作による「密かに輝く星座たち」他

5作品及び一般番組「しょこたんの星空ツアー」

「宇宙兄弟」他 6作品の投影。 

 ③ 団体向け投影 
通年 

（136投影） 
※10,708 

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 金曜日のナイト・プラネ 全 16回 675 
仕事帰りの大人を対象として、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 

 ⑤ Twilight Healing Planetarium 8/12～18 153 
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。 

 ⑥ プラネタリウム＆コンサート 全 3回 467 
コンサートとプラネタリウム生解説を組み合わせ

た社会人向け企画。 

 ⑦ リニューアルオープニングイベント 3/29 137 
新たな特徴を紹介したデモ投影と高解像度画

質になった番組「銀河鉄道の夜」を投影。 

お 共催事業（9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～ 
5/25 10 

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 第 16回リフレッシュ理科教室 

～磁石でまわる！はねる！とぶ！楽しい工作～ 
6/8  196 

最先端科学技術研究者が講師となり、工作を通

して科学のおもしろさを伝えた。 

共催：応用物理学会東海支部 

 ③ 手作りカート組立教室 6/15 44 
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・CSN浜松 

 ④ 手作りギターをつくって演奏しよう！ 6/29 29 
身近な素材を使った楽器製作を通して、音の科

学に迫る。共催：ヤマハ・CSN浜松 

 ⑤ 第 9回どきどき科学探究教室 7/7 34 

生物・地学・物理等、大学教員から直接指導を

受け、科学へのあこがれを育てる。 

共催：山﨑自然科学教育振興会 

 ⑥ ボートふしぎ発見教室 9/15 22 
身近な素材で早く進む船の形を考え製作・試

行。共催：ヤマハ発動機 

 ⑦ 親子電波教室 9/28 34 
電子回路ブロックの組立と電波についての講

義。共催：県電波適正利用推進員協議会 

 
⑧ 第 18回おや！なぜ？横丁 

～サイエンス・アベニュー～ 
12/14、15 

8,811 

(うち※2,775) 

ものづくりの街浜松を代表する企業、学校、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。 
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事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

 ⑨ 鉄道模型大集合！！ 2/8、9、11 1,259 

Nゲージの鉄道模型ジオラマ展示。操作体験コ

ーナーも設置。協力：浜松学院中・高校鉄道研

究部、浜松学院大学地域交通サークル 

か 特別事業 （1事業） 

 

 
① 大人のための科学講座 

11/16 

2/16 
24 

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。 

き 学校・地域連携事業（4事業） 

 
① 静岡大学教育学部附属中学校 

生徒による実験工作体験コーナー 
8/9 ※ 134 

中学生による工作体験ブースの提供。 

プログラム「スーパーボール・スライム工作」。 

 
② 出張授業 

ゴーゴーおもしろサイエンス 
全 23校 1,831 

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 サイエンスカフェ 全 6回 153 
喫茶を楽しみながらの自然科学研究の発表や

講義。共催：浜松珈楽庵 

 
④ 第 2回観音山ファミリーDAY 

「楽しまナイト」 
1/25 42 

プラネタリウムスタッフによる野外星空観察会。 

主催：県立観音山少年自然の家 

く 相談事業（2事業） 

 ① 理科自由研究の相談 全 5回 139 
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。協力：市教育研究会 

 ② 発明くふうの相談 全 2回 6 
子どもたちに対する、発明・アイデア作品づくり

へ向けたアドバイス。協力：浜松発明研究会 

け 作品展・表彰式（7事業） 

 ① 第 24回発明とアイデア展 4/20、21 401 
浜松発明研究会会員の発明・アイデア作品を展

示。共催：浜松発明研究会 

 ② 富士山の生きもの展 
H25. 

3/16～4/3 

155 

(計 1,035) 

富士山に生息する生物についての県所蔵の標

本展示。共催：県自然史博物館ネットワーク 

 
③ 浜松市小・中学生理科自由研究作品展 

第 23回櫻塲賞授与式・自由研究発表会 

9/7～23 

11/3 
1,490 

浜松市内の小・中学生の理科自由研究の優秀

作品の展示・顕彰・発表。共催：市教育研究会 

 
④ 第 35回浜松市小・中学生発明くふう優

秀作品展及び優秀作品表彰式 

9/14～29 

11/3 
1,374 

浜松市内の小・中学生の発明くふうの優秀作品

の展示・顕彰。共催：浜松経済クラブ 

 
⑤ TOP OF THE TOP！ 

－世界の頂点をめざす研究者 30名－ 
11/8～12/23 ※ 3,667 

日本の科学の最先端で活躍する30名の研究者

(山中伸弥氏等)を、パネルで紹介。 

 
⑥ 浜松市天文台 

ゆめいっぱい小学生宇宙絵画展 
2/7～16 2,078 

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 

 ⑦ 「里山の自然～日本の原風景～」展 
H26. 

3/15～4/2 
892 

里山に生息する生物についての県所蔵の標本

展示会。共催：県自然史博物館ネットワーク 

こ ボランティア育成事業 （3事業） 

 ① ボランティア研修会 4/3・7・28 55 活動内容説明・接客研修・実技研修を実施。 

 ② ボランティア連絡会  全 3回 123 ジュニア・シニアのボランティアとの交流。 
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事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

 ③ ボランティア・コンテナ 8/3、4 
1,435 

（※うち 1,155） 

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。 

さ 研修事業 （5事業） 

 ① 理科教員実技研修会 6/7 15 

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：応用物理学会東

海支部・市教育委員会 

 
② 生涯学習施設職員及び生涯学習ボラン

ティアのための実技研修会 
6/12、13 97 

協働センター等で子ども講座を担当するスタッフ

を対象に開催。共催：市生涯学習課 

 ③ 職場体験学習受け入れ 全 7校 31 
学校との連携を深め学外体験実習への協力。

富塚中他 7校を受入。 

 ④ 教職者社会体験研修受け入れ 8月 10  
接客マナーやサイエンスパフォーマンスを体

験。全 10校受入。 

 

 
⑤ 博物館学芸員実習等受入 8/6～15 6  大学生の校外実習への協力。 

し その他 （2事業） 

 ① 広報誌「はままつ科学館通信」の発行 
5回発行 

（年 5回） 
－ 

科学館事業案内、展示品の解説、科学に関す

る時事話題を掲載。（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

700人）に配信。 

合  計 59事業 127,964 （観覧者数に含まれる数（※の事業）104,643 ） 
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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 
60.1% 306 184  58,506 内、自主事業     52,356 

(59.0%) (300) (177)  (56,484) 内、一般利用等    6,150 

講座室（2室） 
72.2% 306 221 55,014 内、自主事業     52,036 

(57.4%) (310) (178)  (52,211) 内、一般利用等   2,978 

合  計 
［注1］63,965 

 (61,649) 

内、自主事業［注1］54,837 

内、一般利用等   9,128 

［注 1］特別展観覧者数を、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。 

 

② 観覧者数 

（ ）内は前年度実績 

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 
73,574 

（64,140） 

25,554 

（23,233） 

559 

（370） 

32,060 

（26,348） 

12,609 

（11,826） 

2,792 

（2,363） 

常設展及びプラネタリウム  
48,226 

（51,211） 

16,163 

（17,439） 

592 

（811） 

20,080 

（21,163） 

8,736 

（8,764） 

2,655 

（3,034） 

特別展（会期44日） 
49,555 

（47,046） 

21,243 

（19,525） 

1,066 

（2,198） 

17,237 

（21,249） 

4,995 

（2,823） 

5,014 

（1,251） 

合計 
171,355 

（162,397） 

62,960 

（57,511） 

2,217 

（3,249） 

69,377 

（65,518） 

26,340 

（22,030） 

10,461 

（6,252） 

※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歳以上または障がい者のうち無料扱いとなった方等。 

 

(3) 利用料金収入の状況 

（ ）内は前年度実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用 
 2,546,220 

（2,423,020） 

 3,000,000 

（2,296,000） 

△453,780 

（127,020） 

観覧料 

（常設展及びプラネタリウム） 

28,949,180 

（29,031,870） 

29,000,000 

（27,200,000） 

△50,820 

（1,831,870） 

合 計 
31,495,400 32,000,000 △504,600 

(31,454,890) (29,496,000) (1,958,890) 
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3 浜松文芸館 

(1) 施設付帯事業の実施 

事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

あ 展示会 （8事業） 

 

① 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」 

H.25  

3/9～5/19 
※236 

相生垣瓜人・鷹野つぎ・菅沼五十一の自筆資

料等を展示。併せて、天災地変を題材とした書

籍や市民の作品を紹介。 

 
② 企画展 「小説家 渥美饒児の三島由紀

夫コレクション展」 
6/1～9/1 ※1,509 

小説家渥美饒児が所蔵する三島由紀夫に関

する貴重な品々を展示。 

 
③ 特別収蔵展 「藤枝静男展」 

－藤枝文学のあしあとを辿る－ 
9/14～11/24 ※536    

没後 20年となる藤枝静男氏の交流や浜松との

かかわりについて、写真や著書・原稿等を紹介。 

 ④ 企画展 「熊谷光夫のアートワーク展」 12/7～1/8 ※228 
熊谷光夫の時代小説と版画の数々を展示。 

（出品者の都合により早期終了） 

 ⑤ 収蔵展 「浜松文芸の先駆者たち」 1/23～3/2 ※192 収蔵品を展示し、浜松市の文芸資料を紹介。 

 
⑥ 全国文学館協議会共同展示 

「災害と文学 鷹野つぎが見た震災」 
3/1～3/23 － 

共通テーマ「災害と文学」にあわせ、鷹野つぎ

『震災記』の自筆原稿等を展示。 

 
⑦ 特別収蔵展 「自筆から見る浜松ゆかり

の文人たちⅡ」 
3/21～3/31 ※66 

文芸館収蔵品より、内田六郎・松島十湖・小百

合葉子の自筆資料等を展示。 

 
⑧ 復興記念館との連携事業（出前展示） 

「シベリア捕虜生活を詠む」 
2/18～3/23 － 

鈴木ゆすらのシベリア捕虜生活を詠んだ俳句の

色紙 10点を出前展示。 

い 講座 （15事業） 

 ① 文章教室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 全12回 193 たかはたけいこ氏による随筆、自分史講座。 

 ② 現代詩入門講座 全5回 42 現代詩の基礎知識、鑑賞法を学ぶ講座。 

 ③ 川柳入門講座 全5回 90 川柳の基礎知識、鑑賞法を学ぶ講座。 

 ④ 文学講座 ～『伊勢物語』を読む～ 全12回 355 「伊勢物語」を読解する講座。 

 ⑤ 宮沢賢治童話を楽しむ講座 全3回 15 宮沢賢治童話を鑑賞し、魅力を語りあう講座。 

 ⑥ 俳句入門講座 全10回 125 俳句の基礎知識、鑑賞法を学ぶ講座。 

 ⑦ 声であらわす文学作品講座 全6回 63 詩・文学の名作を音読して楽しむ講座。 

 ⑧ うら打ち入門講座 全4回 28 書画や薄布のうら打ち体験講座。(初心者向け) 

 ⑨ 大人のための絵本づくり講座 全6回 38 
お話作りから製本まで世界に１冊だけの絵本を

作成する講座。 

 ⑩ 文学と歴史講座 ～漱石と明治～ 全5回 130 夏目漱石の「こころ」を読む講座。 

 ⑪ 短歌入門講座 全5回 23 短歌の基礎知識、鑑賞法を学ぶ講座。 

 ⑫ 自由律俳句入門講座 全3回 45 自由律俳句の基礎知識、鑑賞法を学ぶ講座。 

 ⑬ 切り絵教室 全5回 96 初心者向けの切り絵の体験講座。 

 ⑭ 文学散歩 11/14・21 68 遠州三山を訪ね、歴史や文学に触れる講座。 

 ⑮ 手渡そう読書の楽しさ（夜間講座） 全2回 27 子供たちに手渡したい本の紹介講座。 

う イベント (3事業) 

 ① 講演会 「自分史を書こう」 6/30 35 
エッセイストたかはたけいこ氏が伝える自分史

の意義と書き方。 
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事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

 
② 講演会 「小説家 渥美饒児が語る三島

由紀夫の世界」 
8/25 44 

浜松市在住の小説家渥美饒児が語る三島由

紀夫の世界。 

 ③ 朗読会「平岩弓枝を読む」 10/27 43 堤腰和余が朗読する平岩弓枝作品「邪魔っ気」。 

え 子供向け事業（夏休み小学生講座） (3事業) 

 
① 牛乳パックで作るからくり絵本づくりに挑

戦しよう！ 
7/27 29 

牛乳パックを利用して、簡単なからくり絵本を 1

日で作る講座。 

 ② 10歳からの少年少女俳句入門講座 全 3回 22 
俳句について知り、自然と触れ合いながら楽し

く学ぶ子どものための俳句入門講座。 

 
③ ダンボールキッドを使った、自分だけの

額縁を作ろう！ 
8/7 19 オリジナル額縁を作る実技講座。 

お 浜松市民文芸事業 （1事業） 

 

① 第 59集発行 

作品募集・審査 

編集・発行掲載 

表彰式 

販売 （過去の発行誌を含む） 

 

9～1月 

1～3月

3/15 

通年 

 

398 

― 

35 

― 

小説、児童文学、評論、随筆、詩、短歌、定型

俳句、自由律俳句、川柳の 9部門で作品を市民

公募・審査選考し、優秀作品を「浜松市民文芸」

として編集発行した。 

か 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・整理分類及び寄贈品の整理等。 

き 教育機関等との連携 （2事業） 

 ① 入館者や学習見学者への案内・説明 通年 － 展示室案内、市内小学校等の施設見学受入。 

 ② インターンシップ等の受入 7～10月 3 大学生、中学生の社会体験実習受入れ。 

く その他事業 （3事業） 

 
① 文芸館だより「いざない 浜松文学紀行」 

No.18～No.22発行 
通年 － 

「文芸館の四季」と題して敷地内の植物の写真・

エッセイ・展示・講座の紹介。 

 ② 「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品等の委託販売。 

合  計 36事業 4,733 （観覧者数に含まれる数（※の事業） 2,767 ） 
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【参考】「浜松市民文芸第 59集」応募状況内訳 

募集部門 H25年度応募 H24年度応募 応募数 増減 

1 小説 17 17 0 

2 児童文学 7 4 3 

3 評論 2 3 △1 

４ 随筆 36 34 2 

5 詩 27 31 △4 

6 短歌 120 126 △6 

7 定型俳句 219 235 △16 

8 自由律俳句 58 64 △6 

９ 川柳 80 83 △3 

応募数 合計 566 597 △31 

 

 

(2) 施設稼働率 

（ ）内は前年度実績 

  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） 
93.6% 612 569 9,607 

   (91.5%) (612) (560) (10,194) 

和室 
65.0% 306 199 1,831 

   (49.7%) (306) (152) (1,415) 

合 計 
11,438 

(11,609) 

 

 

(3) 観覧者数 

 （ ）内は前年度実績 

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 

未就学児 
その他※ 

251 2,842 2,342 127 9 289 75 

(264) (3,087) (2,579) (297) (0) (182) (29) 

※展示入替期間中の文芸館入館者数 

 

 

(4) 利用料金収入 

（ ）内は前年度実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用 
493,700 410,000 83,700 

(437,180) (410,000) (27,180) 
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4 浜松市旧浜松銀行協会 

(1) 施設付帯事業の実施 

事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

あ 展示事業 （5事業） 

 
① 特別展 木下惠介生誕 100年記念展 

「天才と呼ばれたオトコⅡ」 

4/2～ 

3/23 

※4,740 

 

木下監督の私物品、作品に登場する俳優群像

など、前年度開催の記念展Ⅰでは公開していな

い多くの資料を展示。また 9/27からはレコードコ

レクション等一部展示替を実施。 

 
② 記念作品 松竹㈱ 阿部勉監督作品 

「天才と呼ばれたオトコ」 上映 
通年 － 

生誕 100 年を記念して松竹が制作した木下惠

介記念館だけで鑑賞できる映像を常設公開。 

 ③ 常設展 通年 － 中村與資平関連資料の展示。 

 
④ 木下惠介誕生日記念展示 

「お花で楽しむ木下映画」 

11/28～ 

12/11 
※230 

誕生日を記念して、木下惠介監督の写真に花を

添えての展示。 

 ⑤ 迎春展示 1/4～/11 ※49 「新年のご挨拶」を表現した展示を実施。 

い 上映会事業 （7事業） 

 ① 木下惠介作品 館内上映会 全12回 1,757 「春の夢」「惜春鳥」ほか木下作品を上映。 

 ② 木下惠介作品 ビデオ視聴事業 通年 37 館内視聴ブースでの木下恵介映画作品の視聴。 

 ③ 特別上映会 「天まであがれ」 5/3 55 
浜松市内・浜名湖地域を舞台に大凧をテーマ

にした地元ゆかりの作品の上映。 

 ④ 三國連太郎追悼上映会 「善魔」 7/7 167 
故三國連太郎をしのび、役名を芸名にした俳

優デビュー作品「善魔」を追悼上映。 

 ⑤ 団体特別上映会 通年 ※ 188 
市内小学校・各団体の施設見学等の際に、生

誕 100年記念映像を上映。 

 ⑥ 出張上映会 全 6回 306 老人福祉センター他で木下作品を上映。 

 ⑦ 誕生日記念特別上映会 「香華」 12/5 83 誕生日を記念し、3時間半の超大作を上映。 

う 講座等事業 （3事業） 

 
① 木下惠介生誕 100年記念 

木下惠介研究連続講座＋上映会 
全 5回 277 

生誕 100年を記念し、松竹、木下組関係者を講

師とする連続講座を開催。 

 ② けいすけクラブ  全 6回 94 
木下惠介ファンが集まり、講座や作品鑑賞、座

談会等を通じて研究を深めた。 

 ③ 栄町映画倶楽部の運営 年11回 47 
市民映画愛好家が木下恵介作品ほかを語り合

い、交流を深める映画研究会。 

え ゆかりの資料の調査研究・保存・整理 （2事業） 

 
① 関連資料・寄贈物品の収集・調査・研

究・保存・整理 
通年 － 

木下監督と建築家、中村與資平の資料調査や

寄贈物品の受付・整理。 

 ② 関連機関等との調整 通年 － 
映画関係者（木下組）・著作権者・遺族、関連

施設とのネットワーク構築。 

お 展示室の案内及び説明（2事業） 

 ① 入館者や学習見学者への案内・説明 通年 － 市内小学校・各団体の施設見学等の受入。 

 ② 館長が案内する「はじめての木下惠介」 6/23  ※ 14 記念映像やインタビュー映像の鑑賞。 

か その他事業 （7事業） 

 ① 子ども用クイズ 通年 － 子供の興味を喚起する子ども用クイズを実施。 
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事 業 名 開催日 参加者数(人) 内  容 

 ② 特別展クイズ 4/2～3/23 － 特別展に興味を持って観覧してもらう企画。 

 
③ 自主出版 

「KEISUKE～木下恵介記念館」販売 
通年 － 

有識者 7人による随筆集。全作品と関連作品

を解説、撮影風景等の写真と情報を掲載。 

 ④ ホームページを活用した情報発信 通年 － 
コラム「木下惠介をとりまく人々」新設、「けいす

けクラブ」コーナーを開設。 

 ⑤ 広報誌「栄町だより」の発行 通年 － 主催事業等を PR した。 

 
⑥ はままつ映画祭 

ハママツ・シネマ・ワークショップ 2013 
11/30 100 短編映画作品の上映。 

 
⑦ 旧浜松銀行協会コンサート第 6回 

トリオ・ブリランテ コンサート 
10/6 69 浜松在住の音楽家と協働企画のコンサート。 

合  計 26事業 8,213 (観覧者数に含まれる数（※の事業） 5,221 ) 

 

(2) 施設稼働率 

（ ）内は前年度実績 

  

 
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 
19.5％ 308 60 3,194 内、自主事業 2,783 

（16.9％） （308） （52） （2,999） 内、一般利用等 411 

ギャラリー 
98.1％ 308 302 4,779 内、自主事業 4,740 

（36.7％） （308） （113） （2,319） 内、一般利用等 39 

合  計 
7,973 内、自主事業 7,523 

（5,318） 内、一般利用等 450 

 

(3) 観覧者数 

（ ）内は前年度実績 

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 4,802 1,743 2,693 133 95 90 48 

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

 

(4) 利用料金収入 

（ ）内は前年度実績 

収入区分 収入額 (円) 当初予算額 (円) 差額 （円） 

施設利用 
74,340 120,000 45,660 

(132,700) （120,000） （△12,700） 

観覧料 
173,840 120,000 △53,840 

(159,680) （100,000） （△59,680） 

合 計 
248,180 240,000  △8,180 

（292,380） （220,000） （△72,380） 
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Ⅱ 平成 25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 H25.6.28 平成 24年度事業報告及び会計報告の承認について 

第 2号議案 H25.6.28 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 H25.6.10 平成 24年度事業報告及び会計報告の承認について 

第 2号議案 H25.6.10 平成 25年度定時評議員会の招集及び提出議案について 

第 3号議案 H26.3.3 公益法人変更認定申請の提出について（決議省略） 

第 4号議案 H26.3.14 組織規程の一部改正について 

第 5号議案 H26.3.14 公印規程の一部改正について 

第 6号議案 H26.3.14 所管施設利用料金規程の一部改正について 

第 7号議案 H26.3.14 職員就業規程の一部改正について 

第 8号議案 H26.3.14 
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 9号議案 H26.3.14 
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 10号議案 H26.3.14 平成 26年度事業計画について 

第 11号議案 H26.3.14 平成 26年度収支予算について 

 

  



42 

 

2 役員等に関する事項 

 

(1) 役員名簿（平成 26年 3月 31日現在） 

役職 氏名 役職 氏名 

理 事 長  伊藤 修二 評 議 員  岡部 比呂男 

副理事長 山崎 貴裕 評 議 員  日下 昌和 

常務理事 齋藤 愼五 評 議 員  山内 啓司 

理 事 星野 悦雄 評 議 員  斉藤 薫 

理 事 清水 信介 評 議 員  森 猛 

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  鈴木 伸幸 

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 

H25.6.28 評議員 日下 昌和 H25.6.28 評議員 大窪 素雄 

H25.6.28 評議員 斉藤 薫 H25.6.28 評議員 竹内 善一郎 

H25.6.28 評議員 森 猛 H25.6.28 評議員 坂本 豁 

H25.6.28 評議員 鈴木 伸幸 H25.6.28 評議員 古橋 利広 

 

3 職員に関する事項 

 

所属 
人数 

備考 
H26.3.31 H25.3.31 

事務局長 1 1  

事務局次長 1 1  

文化事業課 21 21 正規職員 11 契約職員 3 嘱託員 7 

アクトシティ浜松 11 12 正規職員3 契約職員1 嘱託員7 

浜松市教育文化会館・浜松復興記念館 5 4 正規職員 2 契約職員 3 

クリエート浜松 8 8 正規職員 3 契約職員 2 嘱託員 3 

浜松市浜北文化センター・森岡の家 4 4 正規職員 2 嘱託員 2 

浜松市天竜壬生ホール 1 1 嘱託員 1 

浜松こども館 16 17 正規職員 3 嘱託員 13 

浜松市楽器博物館 10 10 正規職員4 契約職員1 嘱託員5 

浜松科学館 20 20 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 1 3 嘱託員 1 

経営企画課 11 12 正規職員 7 嘱託員 4 

アクトシティ活性化事業担当 1 0 嘱託員 1 

計 114 117  

※育児休業等取得中の職員を含む。 


