
            平成 24 年度  公益財団法人柿衞文庫  事業報告      平成 24 年４月 1 日から 25 年３月 31 日まで 

 

１ 展示事業 （定款第４条第１項第１号関係） 

            展覧会名および概要 期間 入館者数  一日平均 

（1）秋季特別展   □柿衞没後 30 年 俳画の美―蕪村・月渓 

        没後 30 年を迎えた柿衞文庫の創設者岡田利兵衞は、古俳人 

の筆蹟を研究するため収集したすべての俳諧資料を財団法人

化した当文庫に遺した。特に俳文学と美術とのはざまに位置す

る俳画には早い時期から着目、その流れを解明した。なかでも

蕪村の俳画を高く評価し、著書『俳画の美 蕪村・月渓』に集

約した。岡田柿衞の愛した蕪村と月渓の俳画を、没後 30 年を

機に一堂に公開した。 

  

9 月 22 日（土） 

↓ 

11 月 4 日（日） 

（38 日間） 

 

 

 

 

2,555 名  67.2 名 

  

  

  

  

  

  

（2）新春特別展   □寄贈コレクションによる俳句のあゆみ Ⅱ  

         山頭火・碧梧桐・秋桜子・誓子・草田男 

       当文庫開館以来寄贈された近現代の俳人の作品は数多い。虚

子と虚子の門人たちを中心に構成した前年度の「寄贈コレクシ

ョンによる俳句のあゆみ Ⅰ」にひき続き、本年度はそのⅡと

して、河東碧梧桐・山口誓子・日野草城・桂信子・西東三鬼・ 

      赤尾兜子・永田耕衣らから、現在活躍中の宇多喜代子・坪内稔 

      典におよぶ、主として阪神間ゆかりの俳人たちの作品で展覧会

を構成した。 

 

１月 12 日（土） 

↓ 

3 月 3 日（日） 

（44 日間） 

 

 

1,818 名  41.3 名 

 



（3）小企画展 ①ワシントンの桜寄贈 100 周年記念 桜をよむ  4 月 14 日(土)→5 月 27 日(日)（38 日間）   11,817 名 311.0 名 

        ②没後 30 年 岡田柿衞 人と資料と研究と   6 月 2 日(土)→7 月 1 日(日)（26 日間）    1,523 名  58.6 名 

        ③柿衞没後 30 年 鬼貫－顕彰のルーツをさぐる  7 月 7 日(土)→9 月  2 日(日)（50 日間）   11,595 名 231.9.名 

               ④芭蕉と江戸の俳諧             11 月 10 日(土)→12 月 24 日(月・祝)（44 日間） 2,988 名  67.9 名 

 

            展示期間(240 日)中の入館者数   ３２，２９６名   一日平均  １３４．６名 

展示替期間中の入館者数         ５８８名 

総入館者数            ３２，８８４名 

 

２ 調査研究事業 （定款第４条第１項第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）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１項第３号関係） 

（1）秋季特別展図録『俳画の美―蕪村・月渓』         定価 2,000 円   発行部数  700 部 

（2）新春特別展図録『寄贈コレクションによる俳句のあゆみⅡ －山頭火・碧梧桐・秋桜子・誓子・草田男』             

                            定価 2,000 円   発行部数  700 部 

  （3）紹介パンフレット『岡田柿衞』               定価  500 円   発行部数  1,000 部 

 

４ 普及教育事業 （定款第４条第１項第４号関係） 



（1）かきもり文化カレッジ 

① 専門コ－ス 各講座とも 開講時間：午後１時３０分より３時 受講料：一般 1,500 円 大高生 1,000 円 友の会 500 円 

    前期 「俳画の美―蕪村・月渓」 

講座日      講師名                   題名                  受講者数                 

10 月  6 日(土)  静岡県立美術館館長   芳賀徹氏      蕪村における画文交響       ３８名    

10 月 13 日(土)  冷泉家時雨亭文庫理事長  冷泉為人氏    蕪村と月渓の絵画―月渓をめぐって  ３３名    

     後期 「寄贈コレクションによる俳句のあゆみⅡ －山頭火・碧梧桐・秋桜子・誓子・草田男」 

      講座日      講師名                        題名                受講者数               

      1 月 26 日(土)  俳人・佛教大学教授   坪内稔典氏    碧梧桐と子規・虚子         ７８名 

      2 月 23 日(土)   元「断崖」編集長    木村澄夫氏   私のコレクションから―現代俳句作家 誓子・三鬼・草田男  

１０３名 

② 講読コ－ス 開講時間：午前１０時３０分～１２時 受講料：一般 1,800 円／1 回 15,000 円／一括 友の会 1,000 円／１回 10,000 円／一括 

      講座日      講師名             題名                    受講者数          

      第４土曜日(10 回) 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２０９名  

    ③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３１９名   一般（1 回）1,500 円  友の会（1 回）500 円 

    ④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８６名   一般（1 回）1,500 円  友の会（1 回）500 円 

    ⑤男の句会コース 開講時間 午前 10 時 30 分～１２時 30 分 

      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１３４名   一般（1 回）1,500 円  友の会（1 回）500 円 



⑥鑑賞コース  

開講日 第４火曜日  開講時間 午後１時３０分～４時      受講者数 延べ９７名 

受講料 一般 1,500 円／1 回 5,000 円／各コース５回一括  友の会 500 円／一回 2,500 円／各コース５回一括 

１「直筆で楽しむ芭蕉」       柿衞文庫副館長 岡田麗    年５回 

２「資料でたどる伊丹の江戸時代」  柿衞文庫館長 今井美紀    年５回 

    ⑦研究コース 開講時間 午後２時～４時 

      講座日       講師名            受講者数     受講料                   

       第２金曜日    柿衞文庫理事 坪内稔典氏   １０８名     資料代 

                柿衞文庫副館長 岡田麗 

 （2）記念講演会 （いずれも参加無料） 

    ①秋季特別展記念講演会   開講時間 午後１時３０分～３時   

      講演日         講師名              題名          受講者数 

      9 月 22 日（土・祝）  柿衞文庫理事 岡田彰子氏     岡田柿衞と蕪村    ５５名 

②新春特別展記念講演会     開講時間 午後１時 30 分～３時  

      講演日         講師名             題名          受講者数 

      2 月 9 日（土）     俳人・草樹会員 宇多喜代子氏   俳句・若い力、老の力 ９５名 

 （3）第２２回鬼貫顕彰俳句募集ならびに表彰式（一般の部）および当日句会 

      日時          選者                     事前投句数 当日投句数 当日参加者 

      ８月４日（土）  現代俳句協会…宇多喜代子氏／             1,022 句   75 句   ７５名 

      （午後 1 時 30 分～）俳人協会…大石悦子氏／日本伝統俳句協会…稲畑廣太郎氏／也雲軒塾頭…坪内稔典 氏 

 （4）也雲軒事業 

   ①第２２回鬼貫顕彰俳句募集ならびに表彰式（小学・中学・高校の部） 

     募集…伊丹市内外の各学校を通じて募集 



  句集…２１４句（鬼貫賞 4 句・佳作 39 句・入選句 171 句）を収録 

     表彰式…アイフォニックホ－ルにて実施 

      日時           選者               投句数      表彰式参加者 

      ８月１９日（日）    也雲軒塾頭 坪内稔典 氏／      ２０，５８８句    ４００名 

       午後１時３０分～   伊丹市内小中学校国語科担当教諭 

 投句数内訳          小学校  中学校  高等学校  小計 

                                 市内 14,693  4,887    368   19,948 

                                 市外      １   81    558     640 

                                  計 14,694  4,968    926   20,588 

②俳句と遊ぼう（ワ－クショップ） 

     鬼貫顕彰俳句の入選者（小学・中学・高校生）による色紙制作および色紙作品展 

      色紙制作 … ８月１８日（土）に、画家中馬泰文氏の指導により実施、参加者は５０名 

      色紙作品展… ８月１９日（日）に実施、作品展入場者は２９０名 

③第９回鬼貫青春俳句大賞 全国的な新人(15～30 歳)の登竜門 

選者 … 也雲軒塾頭 坪内稔典氏、「ホトトギス」副主宰 稲畑廣太郎氏、詩人 山本純子氏、柿衞文庫副館長 岡田麗 

      選考および表彰式 … １２月１５日(土) 午後２時～ 

      大賞 … 林 友豊氏 21 歳 

      応募数 … 31 名 930 句 

      参加者 … 32 名 

④俳句ラボ 15 歳以上 45 歳以下を対象にした若い世代のための若い講師による句会 

講師 … 塩見恵介氏 中谷仁美氏 杉田美穂氏 久留島元氏 

開催日 … 毎月最終日曜日 午後２時～ 

参加料 … ５００円 



参加者数 … 延 68 名 

⑤ ことばを考えるシリーズ 16 

日時 … ３月１６日(土) 午後２時～３時３０分 

テーマ … 「光源氏のことば」 

講師 … 佛教大学文学部教授 上野辰義氏 

受講者数 … ６３名 

 

５ 柿衞賞事業 （定款第４条第１項第５号関係）   第２１回柿衞賞授賞式および記念講演会 

  日時   ６月３日（日）      午後１時３０分～３時・聴講無料  

講演等  受賞者  鶴見大学専任講師  牧藍子氏  「元禄俳諧の性格―連句を中心に」               

     選考委員 聖心女子大学准教授 深澤了子氏 「談林俳諧の方法」     

  参加者   ２６名 

        当日は山中宗鹿社中による呈茶を実施 

 

６ 俳句資料室事業 （定款第４条第１項第５号関係）             

 （1）俳句朗読会 

    日時     10 月 20 日（土） 午後１時３０分～３時 

    朗読     俳優 清水綋治氏 

    題名     近松門左衛門の世界 

    お話     園田学園女子大学近松研究所所長 井上勝志氏 「近松門左衛門の句と戯曲」 

参加費    一般 1,500 円   友の会 1,200 円 

参加者数   ８４名  

（2）第４回桂信子賞授賞式および記念講演会   



日時     １月 14 日（月・祝）午後１時３０分～４時 

受賞者    「弦」創刊発行 遠山陽子氏  

座談会    「三橋敏雄を語る」 宇多喜代子・黒田杏子・寺井谷子の選考委員各氏と受賞者        

受講者数    ６５名 

 （3）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 

 

７ その他の事業 （定款第４条第１項第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  31 件・46 点 ②出品許可資料 １件・６点 ③ビデオ作成・放映許可資料 ２件・２点 (詳細別表) 

   ④閲覧  原本閲覧 22 件  マイクロ閲覧 75 件  マイクロコピー枚数 2,129 枚    

（2） 友の会に関する事業 

① 友の会ニュースの発行 第４９号の発行 

② 俳跡を訪ねる旅 「芭蕉の風韻をたずねて」 

熱田神宮ならびに名古屋市博物館「芭蕉―広がる世界、深まる心」見学  

１０月４日（木） 参加者３２名 

③ 観柿会 １１月３日（土・祝）に実施  参加者６１名 

（3）施設使用に関すること 

自主研究会・句会  ９１件 

(4) 第 11 回正岡子規記念伊丹野球大会（於 伊丹スポ－ツセンタ－） 

     日時（決勝戦）        優勝チ－ム     参加チ－ム数      協力                   

     ９月１６日（日）     ブルーエンゼル      ４５チ－ム   伊丹野球協会／正岡子規後継者 正岡明氏 

（5）第 10 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  ２月２日～３月３日（２６日間） 

入場者数 ５，５８０名  

    (6) 宇多喜代子の不思議展（農・食・言葉を大切にする俳人宇多喜代子の世界を活け花・ダンボールオブジェ・遊墨各作家が表現） 

    期間   ６月１４日(木)～１６日(土) 午前 10 時～午後６時(最終日は５時) 

    場所   旧岡田家酒蔵 

    入場者数 ９０２名 

  （7）行政・団体等への人的派遣 

     職員の講座・講演会等への派遣 

   日時       場所           講座・講演会名              対象        派遣者名         

    ４月 23 日(月) 伊丹市立サンシティホール 伊丹歴史教室「郷校明倫堂と橋本香坡」    一般市民  45 名  今井美紀 

    ７月 3 日(火) 長寿蔵ミュージアム    新・伊丹歴史探訪 

「幕末伊丹の俳人・郷土史家 梶 曲阜」       一般市民  120 名  今井美紀 

    ７月 19 日(木)  すばるホール(富田林市)  南河内シニア文化塾「蕪村・月渓」      一般市民   45 名   根来尚子 

    ９月 23 日(日) 奥の細道むすびの地記念館 おおがき芭蕉大学              一般市民   90 名  瀬川照子 

       ９月 29 日(土) 大阪俳句史研究会例会    没後 30 年岡田柿衞の足跡          研究会会員  31 名 岡田麗 

    11 月 14 日(水) 伊丹市立図書館「ことば蔵」いたみアピール講座「頼山陽と台柿」      一般市民  60 名 今井美紀 

１月 21 日(月) ラスタホール        ラスタ教養大学 

「寄贈コレクションによる近代俳句のあゆみ」 一般市民    50 名 吉田美幸 

    １月 31 日（木） すばるホール(富田林市)  南河内シニア文化塾 

                        「柿衞文庫にみる近代俳句のあゆみ」     一般市民   45 名  吉田美幸 

  （8）神戸新聞夕刊「ひょうご俳句巡り」連載 

 

８ ことば文化都市推進事業（定款第４条第１項第５号関係 伊丹市委託事業） 



    第７回伊丹市ことば文化講演会「～みんなちがって、みんないい。金子みすゞ講演会」 

第１部 「私の金子みすゞ」 ギター弾き語り：シンガーソングライター 野田淳子氏 

第２部 「みんなちがって、みんないい。～みすゞさんのうれしいまなざし～」 

              講演：金子みすゞ記念館館長 矢崎節夫氏 

日 時  10 月 21 日(日)  午後１時 30 分～ 

   参加者 ８５１名 

 

９ 博物館実習に関すること 

       日程               大学名および人数                                

   ８月 15 日(水)～19 日(土)     神戸女子大学 ２名  武庫川女子大学 ２名  甲南女子大学 １名  関西学院大学 １名 

11 月 27 日(火)～12 月２日(日) 八洲学園大学 １名 

 

１０ 理事会に関する事項 

  名称        開催年月日         案件                                 

  第 1 回理事会  平成 24 年 6 月 10 日(日)  報告第 1 号 平成 23 年度公益財団法人柿衞文庫事業報告について 

                       報告第 2 号 平成 23 年度公益財団法人柿衞文庫決算報告について 

  第２回理事会  平成 25 年３月 24 日(日)  議案第 1 号 平成 24 年度公益財団法人柿衞文庫収支予算補正(第１号)について 

                       議案第 2 号 平成 25 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 25 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 25 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 公益財団法人への移行に伴う関係規程の整備に関する規程の制定について 

                       議案第 6 号 公益財団法人柿衞文庫旅費規程の制定について 

                       議案第 7 号 公益財団法人への移行に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について 



                       報告第 3 号 公益財団法人への移行に伴う関係要綱の整備に関する要綱の制定について 

                       報告第 4 号 公益財団法人柿衞文庫情報公開に関する要綱の制定について 

 

１１ 評議員会に関する事項 

名称        開催年月日         案件                                 

  第 1 回評議員会 平成 24 年 6 月 24 日(日)   報告第 1 号 平成 23 年度公益財団法人柿衞文庫事業報告について 

                        報告第 2 号 平成 23 年度公益財団法人柿衞文庫決算報告について 

                        議案第１号 公益財団法人柿衞文庫定款の一部を改正する定款の制定について 

                        議案第２号 評議員の選任について 

  第２回評議員会 平成 25 年３月 31 日(日)  報告第 3 号 平成 24 年度公益財団法人柿衞文庫収支予算補正(第１号)について 

                       報告第 4 号 平成 25 年度公益財団法人柿衞文庫事業計画について 

                       報告第 5 号 平成 25 年度公益財団法人柿衞文庫収支予算について 

                       報告第 6 号 平成 25 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 3 号 公益財団法人への移行に伴う関係規程の整備に関する規程の制定について 

                       議案第 4 号 公益財団法人柿衞文庫旅費規程の制定について 

                       議案第 5 号 公益財団法人への移行に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について 

                       議案第 6 号 評議員の選任について 

                       議案第７号 理事の選任について   

 

１２ 組織に関する事項（平成 25 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 


