
            平成２３年度  公益財団法人柿衞文庫 事業報告    平成２３年１１月１日から２４年３月３１日まで 

 

１ 展示事業 （定款第４条第１号関係） 

（1） 企画展   ①神医と秋成―谷川家資料にみる   ３月 ３日（土）→ ３月２５日（日）（２０日間）    ８９８名   ４４．９名 

（2） 小企画展  ①墨アート・文人たちの書と画   １１月 １日（火）→１２月１８日（日）（４２日間）  ２，８２８名    ６７．３名 

②芭蕉と芭蕉門の女性俳人      １月２１日（土）→ ２月２６日（日）（３２日間） １２，４８４名  ３９０．１名 

 

            展示期間（９４日）中の入館者数   １６，２１０名   １日平均  １７２．４名 

展示替期間中の入館者数       ３６１名 

総入館者数    １６，５７１名 

 

２ 調査研究事業 （定款第４条第２号関係） 

(1) 特別展・企画展のための資料調査研究 

(2) 伊丹市内外における資料調査研究 

(3) 『柿衞文庫目録 第３篇』刊行のための調査研究(書冊篇と短冊篇は刊行済、軸物や手紙など、その他資料の整理) 

(4) 故櫻井武次郎氏、茨木和生氏ほか寄贈資料の点検・整理 

(5) 俳諧・俳句に関するレファレンスについての調査研究 

 

３ 書籍刊行事業 （定款第４条第３号関係） 

 企画展図録『神医と秋成―谷川家資料にみる』   定価 １，２００円   発行部数  ５００部 

  

４ 普及教育事業 （定款第４条第４号関係） 

（1） かきもり文化カレッジ 

①講読コ－ス   開講時間 午前１０時３０分～１２時 

    講座日      講師名             題名             受講者数   受講料              

    第４土曜日    神戸大学名誉教授 堀信夫氏  柿衞本『おくのほそ道』をよむ 延べ８２名 一 般（１回） １，８００円 

                                                  友の会（ 〃 ）１，０００円 

  ②俳句コ－ス     開講時間 午後１時３０分～４時 

    講座日       講師名            受講者数      受講料                           



    第３火曜日    「鶴」同人 大石悦子氏      延べ１７０名    一般（１回）１，５００円  友の会（１回）５００円 

  ③連句コ－ス     開講時間 午後１時３０分～４時 

    講座日       講師名            受講者数      受講料                           

    第４金曜日    「ぐろっけ」主宰 品川鈴子氏  延べ４５名     一般（１回）１，５００円  友の会（１回）５００円 

  ④男の句会コース 開講時間 午前１０時～１２時 

    講座日       講師名            受講者数      受講料                            

    第３土曜日    「山茶花」主宰 三村純也氏    延べ６４名     一般（１回）１，５００円  友の会（１回）５００円 

⑤鑑賞コース   開講時間 午後１時３０分～４時 

講座日       講師名            受講者数      受講料                           

    隔月第４火曜日   柿衞文庫副館長 岡田麗    延べ２８名     一般（１回）１，５００円  友の会（１回）５００円 

 

 （2）記念講演会 （聴講無料） 

   ①企画展記念講演会 午後１時３０分～３時 

      講演日       講師名             題名                    受講者数 

      ３月４日（土）   大阪大学教授 飯倉洋一氏   「神医への報謝―谷川家蔵秋成遺墨の世界」  ６９名 

 （3）也雲軒事業 

①第8回鬼貫青春俳句大賞 

  公開選考会および表彰式 (聴講無料) 

   日時          選者                    応募作品数        当日参加者 

   １１月３日（木・祝） 「ホトトギス」副主宰 稲畑廣太郎氏／     ２６作品         ４０名 

   午後２時～５時     詩人 山本純子氏／ 

               (社)伊丹青年会議所理事長 荒西克行氏／ 

               也雲軒塾頭  坪内稔典氏／柿衞文庫 岡田麗 

    ・大賞は山本たくや氏の「タロウとシンペイ」 

 

②ことばを考えるシリーズ15 午後２時～３時３０分 (聴講無料) 

     講演日        講師名             題名                 受講者数 

     ３月２１日（水）   淸泉女学院大学教授 玉城司氏  「蕪村のことば」           １１３名 

   



５ 俳句資料室事業 （定款第４条第５号関係）  

（1） 第３回桂信子賞授賞式および記念講演会 午後１時３０分～４時 

    講演日         講師名            受講者数 

    １月１５日（日）    西村和子氏          １０７名 

(2)  俳句資料室の運営 

    俳句資料室でのレファレンス、資料の整理・充実 

 

６ その他の事業 （定款第４条第５号関係） 

（1） 資料の掲載・出品・放映・閲覧等に関する事業 

①掲載許可資料  ２２件・２６点  ②出品許可資料 １件・３点  ③ビデオ作成・放映許可資料 ２件・１１点 (詳細別表) 

④閲覧 原本閲覧 １１件  マイクロ閲覧 ２０件  マイクロコピー枚数 ４３０枚 

 

（2） 施設使用に関すること 

自主研究会・句会    ４７件 

（3） 友の会に関する事業 

    ① 「友の会ニュース」第48号の発行 （年1回） 

② 俳跡を訪ねる旅 

１１月１６日（水）に「蕪村と天橋立と海の幸を楽しむ」を実施、参加者は４２名 

行程…柿衞文庫→京都府立丹後郷土資料館→橋立ベイホテル→施薬寺→与謝野町立江山文庫→柿衞文庫 

③ 観柿会 １１月３日（木・祝）に実施 ５３名 

（4） 第９回ひなかざり＠伊丹郷町館（旧岡田家酒蔵に柿衞文庫へ寄贈された大正期の雛人形を展示） 

期間                       入館者数        一日平均    

２月４日（土）～３月４日（日）（２６日間）   １２，６６９名      ４８７．３名 

（5） 伊丹市昆虫館・柿衞文庫共催事業 （参加無料） 

    日時         場所       講座名              対象         講師名         

３月２８日(水)    伊丹市昆虫館   ちょうちょとお話してみませんか  園児・児童・保護者 １５名 木割大雄氏 

     午前１０時～１２時 

（6） 行政・団体等への人的派遣等 

  ①職員の講座・講演会等への講師派遣 



     日時         場所           講座・講演会名         対象             派遣者名         

     １１月２３日(水・祝) いたみホール       伊丹・本の杜フォーラム  園児・児童・保護者 ２０９名  今井美紀 

     ３月３日(土)     長寿蔵白雪ブルワリー   いたみ八景春のバスツアー ツアー参加者     ３５名  今井美紀 

                     ビレッジ   「柿衞文庫について」 

     ３月１０日(土)    柿衞文庫         園芸大学・花と緑の学び舎 

「花―桜の文芸史」     園芸大学学生 ５０名       岡田麗 

  ②ひょうご俳句巡り（柿衞文庫選） 

    ひょうごゆかりの俳句をその時宜にあわせて選定し、神戸新聞夕刊に掲載 

    掲載回数 ７３回（１月４日から３月３１日まで） 

 

７ ことば文化都市推進事業 （定款第４条第５号関係 伊丹市委託事業） 

   第６回伊丹市ことば文化講演会…於 いたみホール 

    日時           講師名     題名       受講者数     入場料 

    １１月６日（日）     新井満氏   「千の風になって」 ７８４名    ５００円 

     午後２時～３時３０分 

 

８ 博物館実習に関すること 

       日程                大学名および人数                                

    ２月７日(火)～１２日(日)          八洲学園大学 １名 

 

９ 理事会・評議員会に関する事項 

  名称      開催年月日        案件                                 

  理事会 

  第２回理事会  平成２４年１月２２日（日） 報告第 ３号 平成２３年度財団法人柿衞文庫事業報告について 

                        報告第 ４号 平成２３年度財団法人柿衞文庫決算報告について 

                        報告第 ５号 財団法人柿衞文庫資料の特別閲覧等に関する要綱等の一部を改正する要綱について 

                        議案第 ２号 平成２３年度公益財団法人柿衞文庫事業計画について 

                        議案第 ３号 平成２３年度公益財団法人柿衞文庫収支予算について 

                        議案第 ４号 平成２３年度公益財団法人柿衞文庫資金調達及び設備投資の見込みについて 



  第3回理事会  平成２４年３月１８日（日） 議案第 ６号 平成２４年度公益財団法人柿衞文庫事業計画について 

                        議案第 ７号 平成２４年度公益財団法人柿衞文庫収支予算について 

                        議案第 ８号 平成２４年度公益財団法人柿衞文庫資金調達及び設備投資の見込みについて 

                        議案第 ９号 公益財団法人への移行に伴う関係規程の整理に関する規程の制定について 

                        議案第１０号 公益財団法人への移行に伴う関係規則の整理に関する規則の 制定について 

                        報告第 ６号 公益財団法人への移行に伴う関係要綱の整理に関する要綱の制定について 

 

  評議員会 

  第２回評議員会 平成２４年１月２９日（日） 報告第 ３号 平成２３年度財団法人柿衞文庫事業報告について 

                        報告第 ４号 平成２３年度財団法人柿衞文庫決算報告について 

                        報告第 ５号 財団法人柿衞文庫資料の特別閲覧等に関する要綱等の一部を改正する要綱について 

                        議案第 ２号 平成２３年度公益財団法人柿衞文庫事業計画について 

                        議案第 ３号 平成２３年度公益財団法人柿衞文庫収支予算について 

                        議案第 ４号 平成２３年度公益財団法人柿衞文庫資金調達及び設備投資の見込みについて 

                        議案第 ５号 理事長の報酬の総額を定める件について 

  第３回評議員会 平成２４年３月２５日（日） 議案第 ６号 平成２４年度公益財団法人柿衞文庫事業計画について 

                        議案第 ７号 平成２４年度公益財団法人柿衞文庫収支予算について 

                        議案第 ８号 平成２４年度公益財団法人柿衞文庫資金調達及び設備投資の見込みについて 

                        議案第 ９号 公益財団法人への移行に伴う関係規程の整理に関する規程の制定について 

                        議案第１０号 公益財団法人への移行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について 

                        議案第１１号 理事の選任について 

                        報告第 ６号 公益財団法人への移行に伴う関係要綱の整理に関する要綱の制定について 

 

１０ 組織に関する事項（平成２４年３月３１日現在） 

   ◇役員及び評議員         理事７人（うち理事長1人）・監事２人・評議員６人     計 １５人 

◇職員                   館長１人・副館長１人・事務局長１人・職員４人      計  ７人 


