
 

 

 

 

            令和２年度  公益財団法人柿衞文庫  事業報告    令和２年４月 1日から令和３年３月３１日まで 

 

１ 展示事業   

            展覧会名および概要 期  間 入館者数  一日平均 

（1）特別展   □蕪村の手紙Ⅱ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、展覧会の開催は次

年度以降に延期せざるを得なかったが、図録については、諸準備を

終えていたため、計画どおり刊行した。 

  

  

   

（2）小企画展  ①季節のことば 春を詠む          6月 2日(火)→ 7月 31日(金) (51日間) 8,086名  158.5名 

          ②柿衞文庫の美                 8月 8日(土)→ 8月 30日(日) (20日間)  128名     6.4名 

                               

展示期間(71日)中の入館者数         8,214名  115.7名 

展示替等期間(0日)中の入館者数              0名       0名 

総入館者数                               8,214名   115.7名 

 

    9月 1日(火)～ 「みやのまえ文化の郷」一帯の再整備工事に伴う休館（令和４年 3月末までの予定） 

 

２ 調査研究事業   

（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   

（1）特別展図録『蕪村の手紙Ⅱ』               定価 ３，３００円   発行部数 ７００部 



 

 

 

 

４ 普及教育事業   

（１）かきもり文化カレッジ（開催場所：①～③アイホール、④ことば蔵） 

①講読コ－ス（年 2回）開講時間：午前 10時 30分～12時     受講料：一般 2,000円／1回 友の会 1,200円／１回 

      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       芭蕉俳論の原点『葛の松原』を読む         延べ３５名  

 

②研究コース（年 4回）開講時間：午後 1時 30分～3時        受講料：各回資料代等 500円 

      講座日           講師名                 題  名                          受講者数   

      第１金曜日    柿衞文庫理事長・坪内稔典／       坪内稔典とたどる岡田柿衞翁の生涯           

               柿衞文庫館長・岡田麗                                 延べ 4９名  

 

③俳句ラボ（年 6回） 開講時間：午後 1時 30分～4時 30分  受講料：初回 1,000円 2回以降各回 700円 高校生以下 無料 

      講座日           講師名                 題  名                  受講者数   

      第２日曜日  コーディネータ 俳人・塩見恵介氏      若手による若手のための俳句講座               延べ ７１名 

             講師(鬼貫青春俳句大賞受賞者) 

杉田菜穂氏／藤田亜未氏／進藤剛至氏             

                                  

④子どもコース  開講時間 くずし字教室：午前 10時 30分～12時 俳句教室：午後 1時 30分～3時   受講料：資料代 

      講座日                講師名                   題  名             受講者数   

       ９月１９日、１０月 １７日、 柿衞文庫理事長・坪内稔典／         くずし字教室         延べ ９６名 

      １１月２１日、１２月 １９日、 柿衞文庫応援隊「柿の会」会員        俳句教室           延べ１２５名                                                              

      １２月２６日、 １月 １６日  

の各土曜日 



 

 

 

 

 

 （２）第３０回鬼貫顕彰俳句募集 

     選者  … 現代俳句協会・宇多喜代子氏／日本伝統俳句協会・稲畑廣太郎氏／俳人協会・大石悦子氏 

     締切  … ４月３０日（木） 

     投句数 … １，１５８句 

 

 （３）也雲軒事業 

    第１７回鬼貫青春俳句大賞 全国的な新人(15～30歳)の登竜門 

選者  … 「ホトトギス」主宰・稲畑廣太郎氏／詩人・山本純子氏／俳人・塩見恵介氏／伊丹青年会議所専務理事・藤原久嗣氏 

／柿衞文庫館長・岡田麗                             

     締切  … ８月２８日（金） 

     大賞  … 瑞季氏  ２３歳 

     応募数 … ４２名 １，２６０句 

 

（４）一句（１９）の日 

     投句期間：毎月１９～２１日       投句数内訳    小学校  中学校  公共施設（15か所） インターネット  小計 

                         市内      1,762     352          774            1,043        3,931 

                         市外           0        0            109             3,184        3,293 

                                                  他              0        0              7                  0            7 

                         計         1,762      352            890             4,227        7,231 

 
柿衞文庫   ことば蔵 

（５）俳句 × 短歌  ことばの競演（開催場所：イオンモール伊丹） 「ことば文化都市」伊丹を象徴する２館による合同企画 

選者  … 柿衞文庫理事長・坪内稔典／歌人・尾崎まゆみ 

     応募数 … 事前の部（１０月１８日（日）インターネット締切） 俳句１１０句、短歌４２首 

            当日の部（１０月２０日（火）参加者４７名） 俳句３５句、短歌２２首 

 



 

 

 

 

５ 柿衞賞事業  第２９回柿衞賞 

   受賞者  … 奈良女子大学非常勤講師 服部 温子氏  

選考委員 … 歴代柿衞賞受賞者６名 

     

６ その他の事業   

（１）資料の掲載・出品・放映・閲覧・保存等に関する事業 

①掲載許可資料 18件・27点 

②出品許可資料 1件・ 1点 

③ビデオ作成・放映許可資料 1件・1点 

④翻刻許可資料  2件・2点 (以上詳細別表)   

⑤閲覧 原本閲覧 0件 マイクロ閲覧 12件  マイクロコピー枚数 1,208枚    

 

（２）行政・団体等への人的派遣 

     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  

   ４月１６日（木） すばるホール       文学・文芸コース「芭蕉『奥の細道』を読む６」    シニア文化塾受講生  辻村尚子 

   ７月 ６日（月） サンシティホール     新・伊丹歴史教室「女性俳人の句を楽しむ」                講座受講生  岡田 麗 

７月１６日（木） すばるホール        文学・文芸コース「芭蕉『奥の細道』を読む７」  シニア文化塾受講生  辻村尚子 

１０月１７日（土）  大手前大学          芭蕉『奥の細道』と歌枕                              公開講座受講生  辻村尚子 

１１月１４日（土）  法政大学オンライン会場   日本近世文学会秋季大会シンポジウム                     文学会員  辻村尚子 

１月１２日（火）  阪神シニアカレッジ      阪神ひと・まち創造講座「地域の文芸を学ぶ」              講座受講生  岡田 麗 

１月１８日（月） ＮＳ２１ビル９階      奥の細道の旅空間                   人と自然の講座受講生 辻村尚子 

   ３月１３日（土） 東成区民センター      花－桜の文芸史                  園芸大学・花と緑の学び舎受講生  岡田 麗 



 

 

 

 

７ 理事会に関する事項 

   名  称       開催年月日               案  件                            

  第 1回理事会  令和 2年 6月 13日(土)  報告第１号  令和元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  令和元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の資産の管理を一部変更することについて 

第２回理事会  令和 3年 3月 13日(土)  議案第２号  令和 3年度公益財団法人柿衞文庫事業計画について 

（開催場所：ことば蔵）          議案第３号  令和 3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  令和 3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  公益財団法人柿衞文庫職員退職金規程の一部を改正する規程の制定について 

 

８ 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 令和 2年 6月 28日(日)  報告第１号 令和元年度公益財団法人柿衞文庫事業報告について 

  （開催場所：いたみホール）         報告第２号 令和元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の資産の管理を一部変更することについて 

  第２回評議員会 令和 3年 3月 21日(日)  報告第３号 令和 3年度公益財団法人柿衞文庫事業計画について 

  （開催場所：ことば蔵）          報告第４号 令和 3年度公益財団法人柿衞文庫収支予算について 

                       報告第５号 令和 3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２号 公益財団法人柿衞文庫職員退職金規程の一部を改正する規程の制定について 

 

９ 組織に関する事項（令和 3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・事務局長１人・職員４人      計  ６人 


