
            平成２５年度  公益財団法人柿衞文庫  事業報告      平成 25 年４月 1 日から 26 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）夏季特別展   □俳句と遊ぼう―教科書で会う名句 

        伊丹市内の小・中学校が採択している教科書を中心に、現行

の国語の教科書に登場する俳句について、作者の直筆の作品を 

        通じて俳句をより身近に感じ、直筆作品の持つ迫力と魅力を知

る機会を提供した。 

展覧会の開催にあたって、伊丹市教育委員会と連携し、伊丹           

市内の教職員を対象にした研修講座を共同開催。講師に国語科

教諭の経験豊富な俳人の高野ムツオ氏を迎え、具体的な授業経

験が語られるとともに、関連した質疑応答が熱心に交わされた。 

また展示室内でバルーンアートによる俳句イベントを行ない 

視覚・聴覚からの俳句への親しみを体感する機会とし、さらに 

家族で俳句作りを楽しむ場を設けるなど、当展覧会ならではの

試みを実施した。  

 

７月 13 日（土） 

↓ 

９月１日（日） 

（44 日間） 

 

 

 

 

3,164 名  71.9 名 

  

  

  

  

  

  



（2）新春特別展   □碧梧桐 三千里の旅 

        書家で碧梧桐の研究者かつ碧梧桐作品のコレクターの島田

三光氏が近年入手された碧梧桐自筆「一日一信」の生原稿と、

コレクションの中から選りすぐられた作品に加え、碧梧桐のご

子孫の河東家からご寄贈いただいた、大部分が未公開資料であ

る多数の資料をもとに、碧梧桐の作句活動に大きな影響を与え

た「三千里の旅」・「続三千里の旅」に焦点を絞って展覧会を構

成した。また、河東家から寄贈された貴重資料の一部紹介を兼

ねて、外遊にかかわる資料や、碧梧桐の青木月斗の妹との結婚

にまつわる書簡なども特別に展示した。 

       会期中には沖縄からの碧梧桐の絵葉書の中に、戦災で失われ

た国頭農学校に関する貴重な資料があることが判明し、思いが

けなく沖縄との交流も生まれた。 

             碧梧桐については、今後ともさまざまな視点から事業展開                        

の可能性が予想される。 

 

１月 11 日（土） 

↓ 

3 月 ９日（日） 

（50 日間） 

 

  

2,204 名  44.1 名 

（3）小企画展 ①俳人の手紙                 4 月 6 日(土)→ 5 月 26 日(日)    （44 日間）   4,612 名 104.8 名 

        ②柿衞翁の鬼貫研究              6 月  1 日(土)→ 6 月 30 日(日)    （26 日間）   728 名  28.0 名 

        ③雪                     11 月  2 日(土)→12 月 23 日(月・祝)（45 日間）  6,553 名 145.6 名 

            展示期間(209 日)中の入館者数   １７，２６１名   一日平均 ８２．６名 

展示替等期間(98 日)中の入館者数     ８７８名  

総入館者数            １８，１３９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）夏季特別展図録『俳句と遊ぼう―教科書で会う名句』    定価    800 円     発行部数 1,500 部 

（2）新春特別展図録『碧梧桐 三千里の旅』          定価  2,200 円   発行部数   700 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 専門コース  特別展関連講座  

   前期「俳句と遊ぼう―教科書で会う名句」 開講時間：午後１時３０分より３時  受講料：無料 

講座日         講師名                   題名             受講者数                   

8 月  8 日(木) 俳人           高野ムツオ氏  教科書で俳句を学ぶということ    ４５名  市教委共同研修講座 

8 月 10 日(土)  俳人・佛教大学教授   坪内稔典氏    家族で楽しむ俳句             １２名    

8 月 21 日(水)  お笑いバルーンパフォーマー おおさわほてる氏 ピエロといっしょに俳句 de バルーン ８８名 ２回公演 

 後期「碧梧桐 三千里の旅」 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 

    講座日          講師名                        題名              受講者数               

     1 月 18 日(土)  書家・京都精華大学教授   石川九楊氏   碧梧桐の書と三千里の旅        ７７名           

2 月 8 日(土)    俳人・「伊吹嶺」主宰     栗田やすし氏  碧梧桐三千里の旅と俳句       ６５名 



② 講読コ－ス(10 回)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 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２１０名  

③ 俳句コ－ス（10 回）   開講時間： 午後１時 30 分～４時  一般（一括のみ）10,000 円  友の会（一括のみ）5,000 円 

      講座日       講師名            受講者数                             

      第３火曜日 「鶴」同人    大石悦子氏      延べ３１６名    

④ 連句コ－ス（8 回）   開講時間： 午後１時 30 分～４時  受講料：一般 1,500 円/1 回 10,000 円/一括 友の会 500 円/一回 5,000 円/一括 

      講座日       講師名            受講者数                             

      第４金曜日    「ぐろっけ」主宰 品川鈴子氏  延べ４０名    

⑤ 男の句会コース（10 回）開講時間：午前 10 時 30 分～１２時 30 分 受講料：一般 1,500 円/1 回 10,000 円/一括 友の会 500 円/一回 5,000 円/一括 

      講座日       講師名            受講者数                             

      第３土曜日    「山茶花」主宰 三村純也氏   延べ１３９名    

⑥ 鑑賞コース(各５回)  開講時間：午後１時 30 分～３時 受講料：一般 1,500 円/1 回 5,000 円/５回一括 友の会 500 円/一回 2,500 円/５回一括 

講座日       講師名              題名                 受講者数         

第４火曜日    柿衞文庫副館長 岡田麗    直筆で楽しむ蕪村の手紙          延べ１３１名 

柿衞文庫館長 今井美紀    資料でたどる伊丹の江戸時代       

⑦ 研究コース（10 回） 開講時間 午後２時～3 時 30 分 受講料： 資料代 

     講座日        講師名           題名                   受講者数                       

     第２金曜日     柿衞文庫理事 坪内稔典氏  坪内稔典とたどる岡田柿衞翁の生涯     延べ１１１名     

               柿衞文庫副館長 岡田麗 

 （2）記念講演会 

    ①夏季特別展記念講演会   開講時間 午後１時３０分～３時  受講料：一般 1,000 円 大高生 500 円 友の会 無料 

      講演日         講師名              題名                受講者数     



      ７月 27 日（土） 俳人・青山学院女子短期大学非常勤講師 片山由美子氏 教科書の俳句をあじわう １０３名 

②新春特別展記念講演会     開講時間 午後１時 30 分～３時 聴講無料 

      講演日         講師名              題名          受講者数           

      １月 25 日（土） 日展会友・読売書法会理事 島田三光氏  碧梧桐 三千里の旅   ８３名 

 （3）第２３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３日（土）午後 1 時 30 分～ 現代俳句協会・宇多喜代子氏／俳人協会・大石悦子氏／  ９１２句  ５３句   ４９名 

                  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２３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…１８１句（鬼貫賞 4 句・佳作３３句・入選句１４４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 23 日（金）午後１時３０分～ 也雲軒塾頭 坪内稔典 氏／伊丹市内小中学校国語科担当教諭  ２２，８２８句   ２９０名 

        投句数内訳          小学校  中学校  高等学校  小計 

                                         市内 15,610  6,036   642   22,288 

                                         市外     85    16   439     540 

                                          計 15,695  6,052   1,081   22,828 

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２４日（土）に、画家中馬泰文氏の指導により実施、参加者は４３名 

      色紙作品展… ８月２５日（日）に実施、作品展入場者は１５２名 



③第１０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」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 

     伊丹市青年会議所副理事長 杉一氏  

記念座談会…コーディネーター 塩見恵介氏、パネラー 徳本和俊氏・久留島元氏・林友豊氏                              

      選考および表彰式 … １２月７日(土) 午後２時～ 

      大  賞 … 今井 心氏  ２２歳 

      応募数 … ４４名 １，３２０句 

      当日参加者 … ４４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 杉田菜穂氏 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 60 名 

⑤ことばを考える講座 

日  時 … ３月１３日(木) 午後２時～３時３０分 

テーマ … 現代詩のことば 

講  師 … 詩人・文芸評論家 倉橋健一氏 

受講者数… ４８名 

 

５ 柿衞賞事業 （定款第４条第１項第５号関係）   第２２回柿衞賞授賞式および記念講演会 

  日時   ６月２日（日）      午後１時３０分～３時  聴講無料  

講演等  受賞者  四川外国語学院准教授 陳可冉氏 「芭蕉俳諧と日本漢詩」               

     選考委員 早稲田大学教授 池澤一郎氏 「林家の詩学」     



  参加者  ４０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 19 日（土） 午後１時３０分～３時 

    朗読     俳優 清水綋治氏 

    題名     飯田蛇笏・龍太 

    お話     歌人・山梨県立文学館館長 三枝昻之氏 「蛇笏・龍太と山梨の山河」 

参加費    一般 1,500 円   友の会 1,200 円 

参加者数   ７１名  

（2）第５回桂信子賞授賞式および記念講演会   

日時     １月１１日（土）午後１時３０分～４時 

受賞者    柿本多映氏  

参加者数   ７５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  15 件・16 点 ②出品許可資料 ４件・25 点 ③ビデオ作成・放映許可資料 ６件・７点 (詳細別表) 

④翻刻許可資料 ２件・３点   ⑤閲覧  原本閲覧 46 件  マイクロ閲覧 84 件  マイクロコピー枚数 1,003 枚    

（2） 友の会に関する事業 



①友の会ニュースの発行 第５０号の発行 

②俳跡を訪ねる旅 「『奥の細道』のゆかりをたずねて」  

          「大垣市奥の細道むすびの地記念館」見学 大垣市内散策 

１１月１３日（水） 参加者３５名 

③観柿会 １１月３日（日・祝）に実施  参加者６９名 

（3）施設使用に関すること 

自主研究会・句会  ９０件 

(4) 第 12 回正岡子規記念伊丹野球大会（於 伊丹市民球場） 

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

     12 月８日（日）       ブルーエンゼルス   ３０チ－ム     伊丹野球協会／正岡子規後継者 正岡明氏 

（5）第 11 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８日(土)～３月９日(日)（26 日間） 

入場者数 ５，４０５名  

  （6）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         

    ６月 20 日(木) すばるホール       シニア文化塾「芭蕉奥の細道」の旅空間    同塾塾生     40 名  根来尚子 

９月 29 日(日) 奥の細道むすびの地記念館 おおがき芭蕉大学「芭蕉の旅 其角の旅」   一般市民     80 名  根来尚子 

11 月 ７日(木)  すばるホール        シニア文化塾「芭蕉奥の細道」の旅空間     同塾塾生     40 名  根来尚子 

    １月 25 日(土) アネックス パル法円坂  園芸大学・花と緑の学び舎「歳寒三友」    園芸大学受講生  60 名 岡田 麗 

    ２月 １日(土) マルチメディアホール   第 10 回いたみアピールフォーラム「村重と官兵衛」一般市民      220 名  今井美紀 

  （7）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８回伊丹市ことば文化講演会「置かれた場所で咲きなさいー今との出会いを大切に」 

第１部 「花の歌」 歌：シンガーソングライター 野田淳子氏 

第２部 「置かれた場所で咲きなさいー今との出会いを大切に」 講演：ノートルダム清心学園理事長 渡辺和子氏 

日 時  ８月 31 日(土)  午後１時 30 分～ 

   参加者 ９８５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 20 日(火)～24 日(土)    神戸女子大学 ２名  武庫川女子大学 １名  甲南女子大学 ２名  関西学院大学 １名 

               神戸大学大学院 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 25 年 6 月  9 日(日)  報告第 1 号 平成 24 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 24 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 6 月 23 日(日)  議案第 1 号 理事長及び常務理事の選定について 

第３回理事会  平成 26 年３月 23 日(日)  議案第 1 号 平成 25 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 26 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 26 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 26 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 

                        

 



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 25 年 6 月 23 日(日)  報告第 1 号 平成 24 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 24 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 理事の選任についてについて 

議案第２号 理事の選任についてについて 

議案第３号 理事の選任について 

                       議案第４号 理事の選任について 

                       議案第５号 理事の選任について 

                                             議案第６号 理事の選任について 

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

                       議案第８号 評議員の選任について 

  第２回評議員会 平成 26 年３月 30 日(日)  報告第 3 号 平成 25 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 26 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 26 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 26 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   

 

１２ 組織に関する事項（平成 26 年 3 月 31 日現在） 

    ◇理事及び評議員         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３人      計  ６人 


