
平成３０年度 

事 業 報 告 書 
平成３０年４月 １日から 

平成３１年３月３１日まで 

 

 財団設立の趣旨である本市の文化及び童謡の振興を図り、地域文化の向上に寄与するた

め、市民文化活動の拠点施設となる赤とんぼ文化ホール、アクアホール、青少年館において、

各施設の機能を活用した質の高い芸術文化事業や、市民のニーズに沿った主催公演事業を

開催しました。 

 童謡振興事業においては、童謡誕生１００年の節目の年であり、日本童謡まつり諸事業とし

て、「三木露風賞新しい童謡コンクール」をはじめ、記念事業として新たに「たつので生まれた

童謡歌唱コンクール」を開催し、新しい童謡の普及・振興を目指した事業を実施しました。 

 主催公演事業においては、赤とんぼ文化ホールとアクアホールにおいて、幼児から高齢者

まで幅広い年齢層に数多くの芸術・文化事業を気軽に鑑賞していただける機会を提供し、また

財団設立３０周年の節目の年となったことから記念公演を含めた多彩な事業を実施しました。 

 青少年館においては、市民の文化・スポーツ・福祉の向上のため各種生活文化教養講座を

開催しました。 

 施設管理受託事業においては、赤とんぼ文化ホール・アクアホール・青少年館の適正な管

理運営を行い、各施設が市民の文化活動の拠点として親しまれ、利用しやすい施設運営を行

いました。 

 

１ 地域文化・童謡の振興活動に資する文化事業の実施 

≪赤とんぼ文化ホール≫ 

（１）日本童謡まつり諸事業 

事 業 名 開催日・会場等 入場者数等 内   容 

第１８回作詩セミナー 

＆ミニコンサート 

４月１５日(日) 

赤とんぼ文化ホール 

リハーサル室 

７０人 

三木露風賞作品募集プレ・イベント 

講師：詩人 宮中雲子 

    作曲家 伊藤幹翁 

出演：多田周子、上木裕子、田中久美子  

    武田佳美（ピアノ） 

    たつの市少年少女合唱団 

第３４回童謡の祭典 
７月２２日(日) 

赤とんぼ文化ホール 大ホール 
１，０６０人 

市内音楽団体による合唱・演奏の集い 

講評者：指揮者 岡崎 肇 

出演：２３団体、５７０名 

楽しい合唱コンサート 
９月２日（日）  

赤とんぼ文化ホール 中ホール 
３５０人 

市内音楽団体による合唱コンサート 

講師：作曲家 伊藤幹翁 

出演：９団体、１６８名 

合唱セミナー 
９月２日（日） １０月２０日(土) 

赤とんぼ文化ホール 中ホール 
１２８人 

三木露風賞プレ・イベント(市内合同合唱

団の交流と育成事業) 

講師：作曲家 伊藤幹翁 

第３４回三木露風賞 

新しい童謡コンクール 

入賞詩発表会 

１０月２１日(日) 

赤とんぼ文化ホール 大ホール 

 

８７０人 

新しい童謡の創造と普及・振興 

審査員：湯山昭、宮中雲子、伊藤幹翁 他 

出演：大和田りつこ、たいらいさお、岡崎裕美 他 

応募数： ５，７０７人 ５，９９６編 

最優秀：「むかし」 

大西琴音(太子町 太田小) 

優 秀：「おなか」 

新井多嘉代（たつの市 御津町） 

財団設立３０周年記念特別賞： 

「パラパラまんが」 

皆藤光男（宮崎県 宮崎市） 



市民童謡ふれあい 

コンサート 

１０月２０日(土) 半田小  

１０月２７日(土) 西栗栖小 

１１月 ２日(金) 小宅小 

２４０人 

１１５人 

１，０４０人 

計 

１，３９５人 

市内小学校区を対象に開催し、童謡普

及イベント 

出演歌手：ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞ（半田・西栗栖） 

       田中久美子姉妹、柏原玲子、 

市場誠一（小宅） 

第１回たつので生まれた

童謡歌唱コンクール 
１２月１６日（日） ７９０名 

たつので生まれた童謡を課題曲とした歌

唱コンクール 

審査員：作曲家 伊藤幹翁 

詩  人 佐藤雅子 

歌  手 大和田りつこ 

元館長 荒瀧俊彦 

応募総数：合唱部門１５組１７曲 

個人部門６８組８０曲 

最終審査：合唱部門１１組 

個人部門２８組 

受賞（合唱部門） 

最優秀：藤田真里杏、髙瀬 舞 

髙瀬日向（神戸市） 

受賞（個人部門） 

最優秀：原田日鞠（たつの市 揖西西小） 

 

（２）主催公演事業 

事 業 名 開 催 日 入場者数 内 容 

岩崎宏美コンサート Ｈｅｌｌｏ！ Ｈｅｌｌｏ！ ４月２９日（日） １，０５４人 振替公演（完売） 

工藤静香Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ ２０１８ ７月１８日（水） １，０３５人 J ポップス（完売） 

【共催公演】 

サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス 
８月１日（水） ５７４人 サーカス（２回公演） 

今井美樹コンサートＣＯＮＣＥＲＴ ＴＯＵＲ ２０１８ 

“Ｓｋｙ” 
９月１５日（土） １，０４７人 J ポップス（完売） 

【共催公演】川中美幸コンサート２０１８ ９月２１日（金） ２，１１０人 歌謡（２回公演 完売） 

清塚信也ピアノリサイタル ９月２２日（土） ８７８人 
クラシック（21 列以降 

ｃｌｏｓｅ  完売） 

＜財団設立３０周年記念事業＞【HPP 関連事業】

オペラ ヘンゼルとグレーテル 
１０月１４日（日） ６５５人 オペラ 

幼児・園児鑑賞劇 角笛メルヘン劇場 １１月１日・２日（木・金） 
１日 ６８７人 

２日 ６４５人 
影絵 

ジャズ・ピアノ６連弾２０１８～クラシック万歳！～ １１月４日（日） 
出演者体調不良

により公演中止 
クラシック 

劇団四季 ソング＆ダンス６５ １１月７日（水） ９７７人 劇団四季 

県民芸術劇場 

関西フィルハーモニー管弦楽団演奏会 
１１月１３日（火） ７８０人 

クラシック（市内小学

生鑑賞事業）（県補助） 

T-BOLAN 30ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ Ｔｏｕｒ  

ｔｈｅ Ｂｅｓｔ 
１１月２３日（金・祝） ９６０人 J ポップ 

【県民文化普及事業】                 

ふれあいの祭典 兵庫県交響楽祭 
１１月２５日（日） １，１００人 クラシック 

【共催公演】よしもとｉｎたつの 

赤とんぼお笑いライブ＆吉本新喜劇２０１９冬 
２月１６日（土） ３，２３８人 

お笑い演芸 

（３回公演 完売） 

第２２回赤とんぼ寄席 米朝一門会（中ホール） ２月２４日（日） ３３２人 落語（大入） 



（３）映画鑑賞事業 

事 業 名 開催日・会場・席名等 入 場 者 数 内   容 

サタデーシネマ鑑賞会 
毎月第２土曜日（4 月～3 月） 

中ホール 自由席 

（延３６回） 

７，４８０人 
邦画の名作・話題作を上映 

 

 

《アクアホール》 

（１）主催公演事業 

事 業 名 開催日 入場者数 内   容 

【共催公演】魔弾の射手 ハイライトコンサート ５月２０日（日） ４２８人 クラシック 

スタインウェイお貸しします ～ホールを独り占め～ 
８月１７日（金） 

   １８日（土） 
１６人 クラシック 

市民参加型 アクアピアノコンサート ８月１９日（日） ２００人 クラシック 

【共催公演】第８回 アクアきらめきコンサート ８月２６日（日） ４５８人 クラシック 

【共催公演】たつの能 能「室君」 狂言「室君」 １１月４日（日） ３２４人 古典芸能 

「無声映画の世界」を「弁士」と「ピアノの生演奏」で 

楽しむサイレント映画上映会 
１１月１１日（日） ７４人 映画 

【共催公演】わくわくドラマシアター 

ハイカラ・モダンな城下町 
１２月１６日（日） ５６９人 演劇（２回公演） 

Ｔｈｅ Ｖｏｃａｌ Ｌｉｖｅ ２０１８ ～ミュージカルの花束～ １２月２３日（日） ３３８人 ミュージカル 

能楽囃子で楽しむ！ひなまつりコンサート ３月３日（日） １３７人 古典芸能 

 

（２）映画鑑賞事業 

事 業 名 開催日 入 場 者 数 内   容 

アクアシネマクラシック（洋画） ６月２４日（日） 
（３回上映） 

５９７人 

ローマの休日          

誰がために鐘は鳴る 

アクアシネマクラシック（邦画） 
１０月１９日（金）       

    ２０日（土） 

（６回上映）   

４５２人 
黒澤明映画特集 

アクアシネマクラシック（邦画） ３月２４日（日） 
（３回上映）   

４４７人 

嵐を呼ぶ男           

キューポラのある街 

 

 

《青少年館》 

（１）スポーツ・文化・教養講座開催受託事業 

事業名 開催日 開催時間 受講料 開催回数 受講者数 内 容 

尺八教室 
毎週木曜日   

（月４回） 

18:00～ 

20:30 
3,000 円 ４５回 ２１９人 

初心者にもマンツ

ーマン指導 

琴・三絃教室 
毎週木曜日   

（月４回） 

13:00～ 

20:30 
3,000 円 ４６回 ７９７人 

日本の伝統的弦楽

器の音色に親しむ 

書道教室 
木曜日       

（月３回） 

13:00～ 

15:00 
2,500 円 ３５回 ４７４人 

個人レベルに 

あった指導 



陶芸教室 

第 2・4 水曜日 

午後（月２回） 

14:00～ 

17:00 
2,000 円 ２４回 ５４人 

手作り陶芸で豊か

な心を養成 

第 2・4 金曜日

午後（月 2 回） 

14：00～

17：00 
2,000 円 ２４回 １２４人 

第 2・4 金曜日   

夜間（月 2 回） 

18:00～ 

21：00 
2,000 円 ２４回 １１９人 

茶道教室 
金曜日      

（月３回） 

15:00～ 

20:00 
3,000 円 ３５回 ３３１人 

作法とともに 

“和の心”を学ぶ 

 

（２）ジュニアラケットボール教室開催事業 

事業名 開催日 開催時間 開講数 参加者数 内容 

こどもラケット 

ボール教室 

選手育成 【１２期生】 

 平成３０年５月～ 

 平成３１年３月 

木：１６時～１８時 ４２回 
９人 

３６９名 

小学３年生を対

象にした普及及

び選手育成教室 

春季親子体験コース 

５月６日、６月３日、１７日 

日：１０時～１１時 

３回 
９組 

１８名 

親子でソフトなラ

ケットボールを楽

しむ教室 

秋季親子体験コース 
１０月１４日、２８日、１１月２５日 

３回 
９組 

１８名 

冬季親子体験コース 

１月２０日、２７日、２月３日 
３回 

８組 

１６名 

春季キッズコース 

５月１５日～６月１９日 

火：１６時～１７時 

６回 
１１人 

６６名 トレーニングとラ

ケットボールを通

じて瞬発力・敏捷

性を高め体を鍛

える教室 

秋季キッズコース 

１０月２日～１１月２０日 

    

  ６回 

１２人 

７２名 

冬季キッズコース 

１月８日～３月１２日 
６回 

８人 

４８名 

第１２回全日本 

ジュニア選手権

大会 

８月２５日・２６日（土、日） 
土：８時～１８時２０分 

日：８時～１７時４０分 
１回 

男子２３名                      

女子１７名

計４０名               

ジュニアラケット

ボール大会の公

式戦。日本で唯

一たつので開催 

第１３回たつの 

ジュニア大会 
１２月９日（日） ７時２０分～１９時 

２回 

男子１９名                                          

女子１５名

計３４名 

青少年館の選手

を中心に行う大

会。育成選手の

モチベーションを

高めるために開

催。他のクラブの

参加も認める 

第１４回たつの 

ジュニア大会 
３月３０日・３１日（土・日） 

土：８時～１８時２０分 

日：８時～１７時４０分 

男子１８名                                          

女子１５名

計３３名 

 

 

２ 地域文化及び童謡への意識高揚に資する事業  

事 業 名 発 行 日 対 象 内   容 

「赤とんぼの里だより」 

第２２号発行 

平成３１年 

３月１０日 

市内全戸 

無料配布 

地域文化・童謡の啓発・普及振興 

赤とんぼ文化ホール情報の提供 

 

 

 



３ 文化諸事業に対する後援事業 

事 業 名 実 施 団 体 名 開 催 日 助 成 額 

第１８回霞城館三木露風コンサート 霞城館友の会 平成３０年１１月２５日 ５０，０００円 

たつの市少年少女合唱団     

第４８回定期演奏会 

たつの市民合唱団・花音   

（共同開催） 
平成３１年３月１７日 １００，０００円 

 

 

４ 関係文化施設の管理運営事業等  

事 業 名 指 定 管 理 料 等 内   容 

たつの市総合文化会館 

赤とんぼ文化ホール管理運営事業 
９３，７９９，４７６円 

赤とんぼ文化ホールの 

管理運営（システム料含む） 

たつの市青少年館管理運営事業 ４５，７４１，６３１円 青少年館の管理運営 

たつの市総合文化会館 

アクアホール管理運営事業 
４０，４６２，０６９円 アクアホールの管理運営 

 

 

５ その他目的を達するために必要な事業 

（１）三木露風賞「新しい童謡の世界」ＣＤ・楽譜集販売収入             

物 品 名 販 売 数 量 単 価 売 上 金 額 

ＣＤ・楽譜集 ４６枚 ２，０００円 ９２，０００円 

合  計 ４６枚  ９２，０００円 

 




