
Ⅰ．事業概要 

 

当財団は、公益財団法人に移行して 3 年目を迎え、これまでに培ってきた専門的

な知識やネットワークを活かし、岡垣サンリーアイの管理運営を効率的かつ円滑に

行いました。 

また、岡垣サンリーアイの指定管理者として岡垣町との基本協定に基づき、岡垣

町が掲げる基本理念や、定款に定められた財団の目的である学習・文化・スポーツ・

レクリエーションの促進と岡垣サンリーアイ施設の利用増進に努めました。 

 平成 25 年度は、開館 20 周年を迎えた節目の年であることから、子どもから大

人までの広い年齢層で楽しめる様々な記念事業を実施しました。例年取り組んでい

る事業や 20 周年記念事業の実施においても、その多くを地域住民・利用者の参加・

参画という、実行委員会形式により行いました。岡垣サンリーアイから「元気」を

発信し、利用者の居場所となるための、心温まる時間と空間、人と人のつながり、

心の安らぎを提供できるような館運営に努めました。 

 また、２０年という歴史の積み重ねから、事業の検証や評価が必要と捉え、２年

間に渡り、事業検証会議等を行いました。その結果、文化会館の使命は人づくりに

有りとの意見が多く出され、将来において、館の中心となる事業である「人づくり

講座」実施のための環境を整えました。 

 

財団の運営についての具体的な取組みとして、理事会等の会議の回数を必要に応

じて増やし、未来に向けた事業の方向性について議論を重ねました。 

また、生涯学習拠点施設としての岡垣サンリーアイの管理運営の充実を図るため、

より一層の見聞を広めていただくことを目的とした、役員及び評議員の研修を実施

し、先進地である「パトリア日田」及び「日田市立淡窓図書館」などの視察を行い

ました。職員においては、次年度の人材育成講座開講に向けて、未来につながる考

えを提案できる職員づくりとしてスキルアップ研修会を 10 回、講師を招き実施し

ました。 

 施設の管理については、利用者が安心して安全に利用できるよう、適切な施設の

維持管理に努めました。また、計画的な施設・機械設備等の大規模な整備によって

施設の長寿命化が図れるよう、計画的改修工事について、町と協議を行いました。 

 

 事業については、住民が参加・参画する事業を中心に「住民が育つ・住民が行う・

住民が鑑賞する。そして住民が感動する。」を事業理念とし、文化講演会、文化講

座（カルチャーフェスタ等）、スポーツ事業、各種イベントを地域住民による実行

委員会形式により実施しました。岡垣サンリーアイ開館 20 周年記念事業として、

「ＮＨＫワンワンとあそぼうショー」、「フォークフェティバル 2013in おかがき」、

「オーケストラと合唱で奏でるコンサート」や地元岡垣出身で全国的にも著名な木



版画家による「えもときよひこ木版画の世界」を開催しました。特に、実行委員会

形式による「オーケストラと合唱で奏でるコンサート」は福岡教育大学のオーケス

トラと地域の 9 つの合唱団の共演により、多くの町民が参加し、岡垣サンリーアイ

が目指す「協働の文化づくり」にふさわしい事業を実施することができました。 

 

図書館は、人が自ら学び、必要な情報を得る事ができ、成長と満足を得ていただ

くための施設であります。そのためには現在の蔵書数の増加を図る必要があり、図

書館内の施設備品の配置換えなどにより、書棚の増を行いました。予算の有効活用

と併せて、一昨年に、要綱を制定した寄贈制度の取組みにより、微増ではあります

が、約 89,000 冊とすることができました。 

図書館の事業については、図書館まつりを中心に、事業係との連携による、えも

ときよひこ氏の「絵本原画展」や「版画家えもときよひこ先生とスタンプ版画で年

賀状を作ろう!」などを実施し、定員を超える応募となりました。 

また、図書館支援ボランティアについては、各ボランティア間の交流や他館ボラ

ンティアとの技術交流を目的に研修を行い、職員との懇談会では、現状の問題や要

望などについて貴重な意見の交換ができました。 

一方、貸出冊数・貸出者数の増を図るため、今年度も、上記のような様々な取り

組みを行いましたが、近隣に新しい図書館の開館や、既存の図書館のリニューアル、

読者層の高齢化などにより、減少の傾向に歯止めをかけられませんでした。他館と

の図書の相互貸借による連携強化や利用者への情報提供など、一層、改善に取り組

まなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．事業活動 

 

１.自主事業 

（自主事業総括） 

平成 25 年度は、音楽 32、演劇４、講演会９、映画１、美術展５、スポーツ５、

合計 56 事業を実施しました。 

開館 20 周年記念事業として、地域の子ども達を対象とした「夏休みファミリー

イベント・ワンワンとあそぼうショー」、中高年層を主な対象とした音楽事業「フ

ォークフェスティバル 2013 in おかがき」、地域の力を活かしながらクラシック音

楽を根付かせることを目的とした「オーケストラと合唱で奏でるコンサート～サン

リーアイから感謝を込めて～」を実行委員会形式の参加・参画型事業として開催し、

各事業ともに満員となりました。また郷土の芸術家を紹介した「えもときよひこ木

版画の世界」は、多様な作品の全貌を展示する大規模な美術展となり、800 人が鑑

賞し盛況に実施することができました。 

また、開館 20 周年記念特別企画として、いちご塾において初めて講師の再招聘

を実施した「あの人をもう一度」企画（草野仁）を実施、好評を得ました。カンタ

ービレ・サロン・コンサートでは初めての「公開リハーサル」を行い、岡垣中学校

吹奏楽部員などが参加、生の舞台裏を公開し、音楽文化のすそ野を広げました。 

その他の新規事業として、町との連携により、ＮＨＫ主催「特別展「中国王朝の

至宝」地域講演会」を誘致することができました。 

 

【事業数推移】                      （単位：回数） 

事業ジャンル 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

音楽 37 34 34 32 32 

演劇 6 7 4 4 4 

演芸 1 2 1 2 0 

講演会 8 8 8 8 9 

映画 3 3 2 1 1 

美術展 2 2 2 3 5 

スポーツ 7 8 9 5 5 

合計 64 64 60 55 56 

 

 

 

 

 



 

 

【入場者数推移】                      （単位：人） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

入場者数 23,111 24,175 20,382 20,343 19,885 

 

 

 

※平成 22 年度ウエーブアリーナ開館 10 周年記念事業として、「元気！アリーナ 10 周年～500

人コンサート～」、「バドミントン日本リーグ 2010 岡垣大会」、「NHK 夏季巡回ラジオ体操実施」。 

 



①鑑賞事業（公益目的事業１） 

著名な講師による講演会「いちご塾」や一流アーティストによる質の高い音楽事

業「カンタービレ・サロン・コンサート」などの継続事業のほか、多彩な開館 20

周年記念事業、２年連続となる「ふれあいコンサート in おかがき」など、合計９

件の文化・芸術イベントを実施。幅広い年齢層の多くの地域住民に鑑賞の機会を提

供し、7,587 人の入場者がありました。 

事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

カンタービレ・サロン・ 

コンサート 17 

（全 3回） 

平成 25 年 4月 13 日(土) 

平成 25 年 5月 11 日(土) 

平成 25 年 4月 8日(土) 

19 時開演 

小ホール 

5,000 円（会員券） 

4 月:南紫音ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｺﾝｻｰﾄ 

世界が注目する実力派若手ｳﾞｧｲｵ

ﾘﾆｽﾄによる演奏会。 

5 月:中西久美となかまたちﾄｰｸ&ｺﾝｻｰﾄ 

5 つの楽器の絶妙なﾊｰﾓﾆｰと楽し

いﾄｰｸを交えた愉快なｺﾝｻｰﾄ。 

6 月:ｺﾝﾁｪﾙﾄ･ﾃﾞｨ･ｸﾗｼｺ･ｸｰ 

九州交響楽団のﾒﾝﾊﾞｰを中心として

結成されたｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾞﾝﾄﾞの演奏。 

３０８人 

(4月106人) 

(5 月 89 人) 

(6月113人) 

ふれあいコンサート 

in おかがき 

（共催事業） 

平成 25 年 6月 28 日(金) 

18 時 30 分開演 

ハミングホール 

無料 

航空自衛隊春日基地を本拠地と

して九州一円はもとより、中国・

四国地方を含む広範囲で活動し

ている西部航空音楽隊による演

奏会。 

５９５人 

フォークフェスティバル 

2013 in おかがき 

（開館 20 周年記念事業） 

平成 25 年 12 月 1 日（日） 

17:30 開演 

ハミングホール 

3,000 円（当日 500 円 UP） 

杉田二郎・ばんばひろふみ・因幡

晃・太田裕美によるフォークコン

サート。1960～70 年代に流行し

た懐かしい曲を中心に披露。 

５４８人 

夏休みファミリーイベント 

ワンワンとあそぼうショー 

（開館 20 周年記念事業） 

平成 25 年 8月 18 日（日） 

①11 時開演 

②14 時開演 

ハミングホール 

無料 

NHK 教育番組の人気キャラクタ

ー「わんわん」と歌のおねえさん

による歌と踊りのショー。地域の

子ども達が岡垣サンリーアイに

親しむことができるイベント。 

 

1,143 人 

①577 人 

②566 人 

 

 

劇団飛行船 

｢ヘンゼルとグレーテル｣ 

 

 

平成 26 年 2月 15 日（土） 

①10 時 30 分開演 

②13 時 30 分開演 

ハミングホール 

一般：1,500 円(当日 300 円 UP) 

団体：1,300 円(  〃    ) 

幼稚園児や小学生低学年を対象

とした、グリム童話「ヘンゼルと

グレーテル」を題材にしたマスク

プレイミュージカル。 

 

 

 

 

 

７４６人 

①349 人 

②397 人 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

ｻﾝﾘｰｱｲ名画シアター 

「やなせたかしシアター」 

ハルのふえ・アンパン

マンが生まれた日 

（共催事業） 

平成 26 年 2月 2日（日） 

①11 時②13 時③15 時 

ハミングホール 

中学生以上:500円(当日100円 UP) 

3 歳～小学生:400 円(  〃  ) 

やなせたかし氏原作によるアニ

メ作品「ハルのふえ」の上映会。

国民的人気キャラクター「アンパ

ンマン」の作品も同時上映。 

１０３人 

いちご塾 

文化講演会 

平成 25 年 4月 27 日(土) 

平成 25 年 5月 25 日(土) 

平成 25 年 6月 22 日(土) 

平成 25 年 7月 27 日(土) 

平成 25 年 8月 24 日(土) 

平成 25 年 9月 28 日(土) 

平成25年10月26日(土) 

平成25年11月23日(土) 

18 時 45 分開演 

ハミングホール 

10,000 円（会員券） 

4 月:藤原正彦(お茶の水大学名誉教授･数学者･作家) 

5 月:松永光正(医師･笑い学会講師) 

6 月:花田景子(貴乃花部屋女将) 

7 月:江戸屋猫八(ものまね・演芸家) 

8 月:三遊亭円楽(落語家) 

9 月:山田法胤(薬師寺管主･善光寺住職) 

10 月:田中優(未来ﾊﾞﾝｸ事業組合理事長) 

11 月:草野仁(TV ｷｬｽﾀｰ) 

3,050 人 

(4月405人) 

(5月390人) 

(6月393人) 

(7月334人) 

(8月438人) 

(9月401人) 

(10 月 303 人) 

(11 月 386 人) 

特別展「中国 王朝の至宝」 

地域講演会 

（共催事業） 

平成 25 年 7月 28 日（日） 

14 時 

ハミングホール 

無料 

九州国立博物館で開催される特

別展「中国 王朝の至宝」に関連

した講演会。夏から宋の時代にわ

たる中国歴代の王朝における特

色のある文物について紹介。 

２９４人 

えもときよひこ 

木版画の世界 

（開館 20 周年記念事業） 

平成 25 年 11 月 11 日（月） 

    ～17 日（日） 

展示コーナー・ギャラリー 

無料 

 

岡垣町内在住の木版画家であり、

幅広く活躍しているえもときよ

ひこ氏の様々な作品を展示し、そ

の全貌を紹介する展示会。 

８００人 

（計１８回）  計）９件 7,587 人 

 

 

 

 

 

 

 

 



②参加事業（公益目的事業２） 

地域住民に発表の場を提供し、地域文化の活性化と文化レベル向上を目的とする

事業を合計９件実施。約 250 人が出演した開館 20 周年記念事業「オーケストラと

合唱で奏でるコンサート」のほか、町委託事業の「核兵器廃絶平和の町宣言事業」

などを開催。共催事業の「教師による美術展」は年２回開催し、参加事業全体で

6,458 人の入場者がありました。 

事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

ぴあのリレーマラソン 11 

平成 25 年 7月 13 日（土） 

      ・14 日（日） 

①10 時②13 時 

ハミングホール 

無料 

地域のピアノ愛好者に音楽的に上質

な環境の中で演奏する機会を提供す

ることを目的としたコンサート。123

組の出演者が 2日間に渡って、花束

をバトンがわりに演奏のリレーを行

なった。 

 

５８３人 

こどももおとなも 

ゆめフェスタ 

･サンリーアイ 

平成25年12月22日(日） 

14 時開演 

ハミングホール 

500 円 

イベント企画集団「さんりん舎」に

よる企画、立案、実施事業。 

1 部：クリスマス・パネルシアター 

2 部：クリスマス・コンサート 

3 部：オリジナル・ブラックシアター 

 

２７１人 

オーケストラと合唱で 

奏でるコンサート 

～サンリーアイから 

感謝を込めて～ 

（開館 20 周年記念事業） 

平成 26 年 1月 26 日（日） 

14 時開演 

ハミングホール 

500 円（当日 100 円 UP） 

地域の合唱団（9団体）と福岡教育

大学管弦楽団の共演による、オーケ

ストラ演奏と合唱のコンサート。 

地域の力を活かしながらクラシック

音楽を根付かせることを目的として

実行委員会形式で実施。 

 

 

５７８人 

いちご畑のコンサート 

(計 24 回) 

平成 25 年 4月 

～平成 26 年 3 月 

18 時 30 分開演 

エントランスホール 

無料 

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙにて毎月 2回地域の音楽

家たちによるｺﾝｻｰﾄを開催。 

(毎月第 2･3 金曜日) 

出演者：24 団体 146 人 

 

 

 

 

７３４人 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

 

 

第 12 回 

岡垣ふるさと物語 

～民話の劇とかたり～ 

 

 

平成 25 年 7月 7日(日） 

14 時開演 

ハミングホール 

500 円 

イベント企画集団「さんりん舎」に

よる企画、立案、実施事業。 

1 部：和太鼓演奏 

2 部：千手寺の鐘と十八きつね 

3 部：海、涯る先～鎮魂、回天特攻～ 

 

２３７人 

核兵器廃絶平和の町宣言事業 

｢岡垣町から、戦争のな

い・核兵器のない・平和な

世界を築こう｣ 

（町委託事業） 

平成 25 年 8月 4日（日） 

13 時 45 分開演 

ハミングホール 

無料 

町内（5校）の小学 6年生 12 名が長

崎市を訪ね、さんりん舎の指導のも

と、ひとつの朗読劇を児童全員で演

じた。また、劇の最後には、児童ひ

とり一人が考えた平和を訴えるﾒｯｾｰ

ｼﾞを発表した。RKB ｱﾅｳﾝｻｰによる朗

読や会場全体での歌も実施。岡垣手

話の会による手話通訳も行った。 

５３５人 

第 16 回 

おはようスケッチ大会 

(共催事業) 

平成 25 年 7 月 28 日（日）

成田山不動寺 

無料 

スケッチを通して、子どもたちの地

域への関心を高め、豊かな心を育む

ことを目的に開催するスケッチ大

会。 

スケッチ 

１５０人 

観覧 

３６０人 

第 12 回岡垣アート 

フェスティバル 2013 

（共催事業） 

平成 25 年 9 月 6 日（金） 

    ～16 日（月） 

展示コーナー・ギャラリー 

無料 

岡垣を中心とした地元芸術家たちに

よる美術品の作品展示。 
1,600 人 

第 3回教師による美術展 

「若き創造の息吹」 

・ 

第 4回教師による美術展 

（共催事業） 

平成 25 年 8月 22 日(木) 

～9 月 1日(日) 

平成 26 年 3月 13 日(木) 

～23 日（日） 

展示コーナー･ギャラリー 

無料 

北筑豊地区とその周辺で美術教育に

携わる教師たちの作品の美術展。福

岡教育大学美術科の学生が制作した

作品も展示した。 

1,410 人 

(8 月 500 人) 

(3 月 910 人) 

（計３３回） 計）９件 6,458 人 

 

 

 

 

 



③スポーツ事業（公益目的事業５） 

地域におけるスポーツ振興と、スポーツを通じた地域住民の心身の健康づくりを

目的に、4 件のスポーツ事業を実施、5,840 人の入場者がありました。小・中学生

の大会であった空手道選手権大会は、高校生・一般の部が追加となり、参加選手数

が 100 人以上増加。また、「アジアバドミントンジュニアクラブ選手権 in 岡垣」は

今回より１会場での開催となったが、大きな混乱もなく盛況に実施できました。 

事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

第 32 回 

福岡県少年空手道選手権大会 

第 33 回 

福岡県空手道選手権大会 

(共催事業) 

平成 25 年 4月 28 日（日） 

ウエーブアリーナ 

無料 

福岡県内の小学生・中学生を対象に

した少年空手道選手権大会と高校生

及び一般を対象とした空手道選手権

大会を同時開催。参加選手は、700

人。 

1,500 人 

2013 ｻﾝﾘｰｱｲｵｰﾌﾟﾝ 

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 

夏季大会･冬季大会  

（共催事業） 

（計２回） 

平成 25 年 9月 1日（日） 

平成 25 年 12 月 8 日（日） 

ウエーブアリーナ 

3,000 円（参加費） 

福岡県近隣地域の愛好者を対象にし

た地域密着型で交流性の高い大会。

夏季と冬季の２回にわたり開催。 

参加者 夏：205 人（39 ﾁｰﾑ） 

    冬：238 人（43 ﾁｰﾑ） 

５４０人 

(夏 250 人) 

(冬 290 人) 

ときめきｶｯﾌﾟ IN FUKUOKA 

2013 

(共催事業) 

平成 25 年 9月 14 日（土） 

～16 日（月） 

ウエーブアリーナ 

10,000 円（参加費） 

西日本地区の小学生を対象とし

たジュニアのバスケット大会。 

参加者 676 人(48 チーム) 
８００人 

第 14 回 

アジアバドミントン 

ジュニアクラブ選手権 

In 岡垣 

平成25年10月12日（土）

～14 日（月） 

ウエーブアリーナ 

小低 4,000 円 

小高 8,000 円 

中男女 10,000 円（参加費） 

地域住民が生涯スポーツとして

バドミントンを取り入れるきっ

かけづくり及びジュニアの育成

と交流を目的に実施した選手権

大会。全国各地の精鋭ジュニアク

ラブが参加して開催した。 

参加者 555 人（91 チーム） 

3,000 人 

（計５回） 計）４件 5,840 人 

 

 

 

 

 

 

 



④実行委員会等活動 

 本財団は「住民が育つ・住民が行う・住民が鑑賞する、そして住民が感動する。」

を事業理念としており、事業実施においては、地域住民、町内外利用者の参加・参

画による協働の文化づくりを推進しています。平成 25 年度は開館 20 周年記念事

業「オーケストラと合唱で奏でるコンサート」の実施のため、新たに立ち上げた「開

館 20 周年記念事業実行委員会」の前年度からの１年以上に亘る協力により、出演

者・入場者双方に満足していただける事業として盛況に実施することができました。 

実行委員会等 活動日等 内容 活動回数 

いちご塾 

実行委員会 

(会議) 

・毎月 1 回 

(本番) 

・4 月から 

11 月までの 

毎月第 4 土曜日 

(その他) 

・4 回実施 

活動内容は講師の推薦、会員券の

販売、ＰＲ活動、当日の運営（会

場設営、受付、司会、影アナ、講

師接待、サイン会の補助）など。 

 
２４回 

ｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ･ｻﾛﾝ･ｺﾝｻｰﾄ 

実行委員会 

(会議) 

・2 回実施 

(本番) 

・4 月から 

6 月までの 

第 1 土曜日 

活動内容は出演者の推薦、会員券

の販売、ＰＲ活動、当日の運営（会

場設営、受付、影アナ、物販の補

助）など。 

 

５回 

ぴあのﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ 

実行委員会 

(会議) 

・3 回実施 

(本番) 

・7 月 13 日(土)、 

14 日(日) 

活動内容は企画への参画、プログ

ラム構成の作成、当日の運営（イ

ス、譜面台、足台の調整）など。 

 

 

５回 

岡垣ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

実行委員会 

(会議) 

・3 回実施 

(準備) 

・1 回 

(本番) 

・9 月 6 日(金) 

～16 日(月) 

 

活動内容は企画、出品者の選定、

出品者との連絡・調整、印刷物の

作成、会場設営、搬入・飾り付け、

会期中の受付・案内、撤収・搬出

など。 

 

 

１４回 



実行委員会等 活動日等 内容 活動回数 

岡垣サンリーアイ 

開館 20 周年記念事業 

実行委員会 

(会議) 

・19 回実施 

(練習) 

・8 回実施 

(本番) 

・1 月 22 日(日) 

開館 20 周年記念事業「ｵｰｹｽﾄﾗと

合唱で奏でるｺﾝｻｰﾄ」実施のため

に発足した実行委員会。活動内容

は企画への参画、曲目等構成の作

成、地域合唱団との調整、ＰＲ活

動、入場券の販売、練習の運営（指

導含む）、当日の運営（舞台）な

ど。 

２８回 

ｱｼﾞｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼﾞｭﾆｱｸ

ﾗﾌﾞ選手権 iｎ岡垣 

実行委員会 

(岡垣町ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟) 

(会議)7 回実施 

(組合せ)3 回 

(準備)1 回 

(本番) 

・10 月 12 日(土) 

～14 日(祝) 

ｱｼﾞｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ選手権 in

岡垣の実施にかかわる。活動内容

は企画への参画、ＰＲ活動、対戦

表の作成、審判等の手配、当日の

運営（全般）など。 

１４回 

ｻﾝﾘｰｱｲ ｵｰﾌﾟﾝ 

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 

実行委員会 

(会議)3 回 

(準備)2 回 

(本番)9/1(日) 

・12/8(日) 

活動内容は企画、対戦表の作成、

大会要項の作成、当日の運営（全

般）など。 

 

７回 

岡垣ふれあい文化塾 

『さんりん舎』 

(会議)毎月 1 回 

(練習)31 回 

(本番) 

・5/25(土)ﾌﾟﾗｻﾞ風と波 

・7/7(日)ふるさと物語 

・8/4(日)平和事業 

・12/22(日)ゆめﾌｪｽﾀ 

(その他)3 回 

サンリーアイを中心に活動する

企画集団。「岡垣ふるさと物語」

(7 月）・「ゆめﾌｪｽﾀ・ｻﾝﾘｰｱｲ」(12

月）を開催し、ｻﾝﾘｰｱｲと連携して

企画・運営を行なった。また、平

和事業の協力団体として、企画に

深く関わった。 

５０回 

  計）8 団体 １４７回 

 

⑤サンリーアイ倶楽部（収益事業等１） 

文化事業への参加に特典を付与することにより、会員の文化活動を促進すること

を目的とした事業。近隣文化会館（ユメニティのおがた、なかまハーモニーホール、

そぴあしんぐう）との連携により、「友の会」の特典の共有化を図りました。会員

数は 164 人でした。 

【会員数状況】                           （単位：人） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

会員数 253 210 226 169 164 



２．講座事業（公益目的事業３） 

【レギュラー講座】 

安定した収益を確保するため、全体の講座数、受講者数の増を図りました。中で

も子ども向けダンス講座（リズミックダンス、フリースタイルヒップホップ キッ

ズなど）は、学校でのダンス教育が始まったことにより、より充実させました。ま

た、夜間の講座を充実させるため、新規講座（ゆったり充実の一般書道、タヒチア

ンダンス（夜））を開講しました。さらには、受講生の利便性向上を図るため、受

講料の口座振替による支払い受付を開始しました。一方で、流行の移り変わりがあ

る美容系講座（セルフ・リンパマッサージ、美的ウエストシェイプ）等の受講生が

集まらず、全体として前年比減となりました。 

（単位：講座／月平均） 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

講座数 98 96 104 104 102 

前年対比 102.35% 98.38% 107.70% 100.16% 98.24% 

 
 

（単位：人／月平均） 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

受講者数 690 691 723 744 742 

前年対比 98.94% 100.11% 104.66% 102.96% 99.74% 

 



【スポット講座・有料体験会】 

季節にあったスポット講座を実施しました。新規講座（初めての飾り巻き寿司な

ど）を開講しましたが、既存のスポット講座に受講生が集まらなくなっており、前

年比減となりました。常に新しいものを求めるニーズに応えるため、今後は新たな

講座、特に女性向け講座の開講に取り組む必要があります。また、新規受講生の獲

得につながるような講座内容の充実を図り、受講者数を増やすための体験会を実施

していきます。 

（単位：講座／年） 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

講座数 81 100 108 104 88 

前年対比 105.19% 123.46% 108.00% 96.30% 84.62% 

 

 

（単位：人／年） 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

受講者数 514 745 680 619 479 

前年対比 96.07% 144.94% 91.28% 91.03% 77.38% 
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【その他の講座事業】 

ホールやギャラリーをもつ複合文化施設という当館の特色を活かし、日頃の講座

活動での”学びの成果“を発表する講座事業などを展開しました。 

 

事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者/参加者数 

第 20 回 

サンリーアイ文化講座  

 文化祭 

スプリングフェスタ 

Happy カルチャー！2014 

平成 26 年 2月 28 日（金）

～3月 2日（日) 

各施設 

 

一年間の集大成として、作

品展示会・体験会・呈茶

席・即売会・生花展示会・

芸能祭を開催。 

※参加講座※ 

◇作品展示会；27 講座 

◇生花展示会；5講座 

◇体験会；12 講座 

◇呈茶席；3講座 

◇即売会；17 講座 

◇芸能祭；35 講座 

８，６００人 

サンリーアイ文化講座  

視察研修 

平成 25 年 9月 25 日（水） 

福岡県浮羽町 

・大分県湯布院町 

講 師 1,000 円 

受講生 3,000 円 

ご家族 5,000 円 

普段の講座とは異なる体

験により、新しい価値観の

発見と講座内のコミュニ

ケーションを図ることを

目的とした視察研修。 

参加者  

１４７人 

第 5回         

バイオリン･チェロ入門  

＆二胡をひこう！入門  

いっしょにコンサート 

（共催事業） 

平成 25 年 4月 21 日(日） 

小ホール 

無料 

「バイオリン・チェロ入

門」、「二胡をひこう！入

門」講座受講生による合同

発表会。 

３０人 

日本伝統工芸「能面」打 

麻生能忍展 

（共催事業） 

平成 25 年 6月 15 日（土） 

～16 日 

ギャラリー･展示コーナー 

無料 

「日本伝統工芸「能面」打」

講座講師による作品展。 
２５０人 

 

加藤由紀子バレエ教室  

発表会 

（共催事業） 

 

平成 25 年 7月 21 日（日） 

ハミングホール 

無料（要整理券） 

 

「クラシックバレエ」講座

講師による発表会。 

 

 

 

６００人 

 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者/参加者数 

ワークショップ     

岡垣の自然を考える 2013 

ｱｰﾄで子供と地域をつなぐ 

（共催事業） 

平成 25 年 7月 28 日（日） 

～8月 2日（金） 

展示コーナー 

無料 

「岡垣の自然」をテーマ

に、子どもたちが絵本をつ

くるワークショップ。完成

後は、作品展示会を開催。 

３００人 

サンリーアイ 

０８７４クラブ 

おはなし会 

（共催事業） 

平成 25 年 8月 10 日（土） 

視聴覚室 

無料 

「読んで伝える」朗読トレ

ーニング講座講師・受講生

による。絵本や紙芝居など

の朗読会。 

２７人 

子供たちによる合奏団 

ドリームジュニア合奏団 

第 13 回演奏会 

（共催事業） 

平成 25 年 8月 25 日（日） 

ハミングホール 

無料（要整理券） 

「バイオリン・チェロ入

門」講座講師による演奏

会。 

３００人 

和紙ちぎり絵展 

（共催事業） 

平成 25 年 9月 19 日（木） 

～29 日（日） 

ギャラリー・展示コーナー 

無料 

「“しゅんこう”の和紙ち

ぎり絵」講座講師による作

品展。 

３００人 

第 10 回 九北陶芸展 

（共催事業） 

平成 25 年 11 月 1 日（金） 

～4日（月） 

ギャラリー・展示コーナー 

無料 

「陶芸」講座講師による展

示会。チャリティー販売の

売上は「岡垣町社会福祉協

議会」へ寄付。 

５５０人 

サンリーアート作品展 

（共催事業） 

平成 26 年 1月 24 日（日） 

～2月 2日（日） 

ギャラリー・展示コーナー 

無料 

「油絵・水彩画」「はがき

絵」講座講師・受講生によ

る作品展示会。 

７６０人 

サンリーアイ伝統文化 

いけ花こども教室 

（共催事業） 

平成 25 年 4月 

～平成 26 年 3 月 

203＋204 会議室 

岡垣町伝統文化いけ花こ

ども教室実行委員会（代

表；いけばな池坊講座講

師）との共催事業。 

参加者 

３３人 

サンリーアイ伝統文化 

茶道（表千家）こども教室 

(共催事業) 

平成 25 年 4月 

～平成 26 年 3 月 

茶室 

「茶道（表千家）」講座講

師との共催事業。 

参加者 

17 人 

計）13 件 11,914 人 

 



３．図書事業（公益目的事業４）  

                                                 

【図書事業総括】 

    図書館の開館日は 295 日でした。（このうち 5/27～5/31 までは蔵書点検で特別休

館日） 

    開館時間は午前 10 時から午後 6 時までで、7 月 21 日から 8 月 31 日の間は午後 8

時まで開館し、サービスの向上に努めました。 

当館の貸出対象者は、岡垣町に在住、在勤、在学する人、サンリーアイ倶楽部に

加入している人、福岡県北東部地方拠点都市地域に在住する人で、平成 26 年 3 月

31 日迄の登録者は 9,885 人でした。 

 

【図書蔵書・ジャンル別】                   (単位：冊) 

区分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

一般書 

児童書 

ＹＡ書 

62,139 

20,229 

839 

61,709 

21,454 

831 

63,489 

22,317 

846 

63,836 

22,781 

1,441 

63,937 

23,454 

1,544 

合計 83,207 83,994 86,652 88,058 88,935 

前年度比 100.8％ 100.9％ 103.2％ 101.6％ 101.0％ 
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①図書貸出・情報提供事業 

7 月 8 月の図書整理日を開館して読書環境を整え、読んだ冊数をカウントするス

タンプラリーを行った結果、579 人の参加があり、読書意欲の向上が図られました。

しかし、近隣図書館の開館や、リニューアルによる影響からか若干貸出冊数及び貸

出者数が減り、年間貸出冊数は 197,505 冊、年間貸出者数は 55,749 人で、人口１

人当たりの貸出冊数は 6.1 冊でした。 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

貸出冊数（冊） 191,315 210,300 214,939 202,326 197,505 

前年対比 97.1％ 109.9％ 102.2％ 94.1％ 97.6％ 

貸出者数(人) 64,671 62,400 63,962 59,462 55,749 

前年対比 97.4％ 96.5％ 102.5％ 93.0％ 93.8％ 
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【平成 25 年度 図書館利用状況表(月別)】 

 貸 出 冊 数 (点) 貸出 

者数

(人) 

1 日 

平均

(人) 

登録

者数

(人) 

入 館 

者 数

(人) 
一般書 児童書 

ＹＡ

書 

郷 土 

資 料 

雑 誌 
Ａ Ｖ 

資 料 

相互 

貸 借 

計 

1 日 

平 均 

４月 8,672 3,641 248 13 1,741 1,527 77 15,919 637 4,586 183 98 13,673 

５月 7,850 4,031 189 14 1,630 1,213 85 15,012 682 3,983 181 76 11,570 

６月 9,498 4,435 222 20 2,040 1,595 101 17,911 716 4,897 196 99 14,824 

７月 9,159 5,599 327 14 1,663 1,723 80 18,565 714 5,235 201 139 17,028 

８月 9,946 6,951 407 16 1,902 2,440 90 21,752 806 6,205 230 154 20,671 

９月 8,645 3,857 264 17 1,654 1,823 95 16,355 654 4,706 188 79 14,781 

10 月 8,326 3,579 254 15 1,724 1,679 84 15,661 626 4,584 183 85 13,868 

11 月 7,889 3,757 309 19 1,663 1,428 80 15,145 606 4,308 172 60 13,061 

12 月 7,522 3,706 301 8 1,508 1,365 86 14,496 630 3,998 174 69 12,059 

1 月 8,107 4,172 254 10 1,697 1,429 78 15,747 685 4,283 186 81 12,780 

2 月 7,806 3,595 212 4 1,606 1,615 84 14,922 649 4,314 189 70 13,493 

3 月 8,035 4,147 211 18 1,694 1,816 99 16,020 616 4,650 179 103 15,335 

合計 101,455 51,470 3,198 168 20,522 19,653 1,039 197,505 668 55,749 189 1,113 173,143 

構成比 51.4％ 26.0％ 1.6% 0.1% 10.4％ 10.0％ 0.5% 100.0％      

 

前年計 107,301 51,528 1,589 154 22,193 18,609 952 202,326 685 59,462 201 1,086 169,941 

増減 ▲5,846 ▲58 1,609 14 ▲1,671 1,044 87 ▲4,821 ▲17 ▲3,713 ▲13 27 3,202 

 

Ｈ25 年登録者総数 うち広域 倶楽部 Ｈ24 年度登録者総数 うち広域 倶楽部 対前年比 

9,885 1,295 22 9,785 1,135 33 101％ 
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【平成 25 年度 図書館利用状況表（指標別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 県平均(H24) 

人口一人当たり 

貸 出 冊 数（冊） 
5.9 6.4 6.6 6.2 6.1 5.1 

登録者一人当たり 

貸 出 冊 数（冊） 
11.5 21.8 22.0 20.7 20.0 12.9 

人口一人当たり 

蔵 書 冊 数（冊） 
2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 3.0 

登 録 率（％） 51.0 29.5 30.0 30.0 30.4 47.9 

回 転 率（回） 2.3 2.5 2.5 2.3 2.2 1.8 



②読書、図書館活性化事業 

 地域の子ども達のために、低年齢層から本に親しむことができる環境をつく 

り、読書普及に向けた事業を行いました。平成２５年度は、年齢にあわせたおすす

め本の紹介冊子の作成及び学校等への配付、新規事業として「本の福袋」を実施し、

読書推進活動に取り組みました。 

 

事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

子ども読書の日記念 

折り紙教室 

平成 25 年 4月 21 日（日） 

視聴覚室 

無料 

簡単で楽しめる折り紙を折る。 

「こぶたを折っておはなしをつく

ろう！」 

講師：山口美代子氏 

４０人 

ボランティア研修会 

平成 25 年 7月 10 日（水） 

新宮町立図書館 

無料 

図書館で活動している布の

絵本ボランティアの技術向

上及び他館のボランティア

と交流することで今後の活

動の参考にすることを目的

に、他館の見学を行った 

 

１３人 

夏休みＤＶＤ上映会 

平成 25 年 7月 30 日（火） 

8 月 3 日（土）、17 日（土） 

視聴覚室 

無料 

図書館を親しみやすいもの

としてＰＲするため、夏休

み期間中の子ども達を対象

に、アニメ上映会をする。 

７３人 

夏休み工作教室 

平成 25 年 7月 28 日（日） 

視聴覚室 

無料 

普段あまり目にしない和紙

を使って、ちぎり絵をする。

「和紙をつかってちぎり絵を

つくろう！」 

講師：荒井悦子氏 

３９人 

スタンプラリー 

「たくさん読もう！」 

平成 25 年 7月 1日（月） 

～8月 31 日（土） 

図書館内 

無料 

図書館利用者の増加と読書

普及。自己の読書量をカウ

ントすることで読書習慣を

意識づける。 

５７９人 

 

小、中学生読書感想文、 

感想画展示 

和紙ちぎり絵作品展 

 

平成 25 年 9月 19 日（木） 

～29 日（日） 

展示コーナー 

無料 

 

町内小、中学校の生徒から

応募のあった読書感想文、

感想画（２４点）と夏休み

工作教室で作成したちぎり

絵（２５点）を展示。 

 

 

２３５人 

 

 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

西日本読書感想画コンクー 

ル優秀作品展示 

平成 25 年 11 月 21 日(木） 

～29 日（金） 

展示コーナー、ギャラリー 

無料 

九州、山口の小、中、高校

生が描いた読書感想画の優

秀作品（77 点）を展示して

読書普及を図る。 

６００人 

図書館まつり 

えもときよひこ絵本原画展 

平成 25 年 11 月 7 日（木） 

～10 日（日） 

ギャラリー 

無料 

木版画家えもときよひこさ

んと児童文学家松本梨江さ

んの絵本「らっしゃい」の

原画を展示。 

２５５人 

図書館まつり 

雑誌・本のリサイクル 

平成 25 年 11 月 7 日（木）、 

8 日（金） 

展示コーナー 

無料 

ボランティア虹の会の協力

によって、保存期間の過ぎ

た雑誌と登録されなかった

寄贈本の一部を、希望者に

配布。 

４５６人 

図書館まつり 

布の絵本であそぼう！ 

布のおもちゃをつくってみ

よう 

平成 25 年 11 月 9 日（土）、 

10 日（日） 

展示コーナー 

無料 

ボランティアひまわり、さ

つきの会が作成した作品の

展示。さつきの会による「ゆ

び人形」作りの講習(15 人) 

２１４人 

図書館まつり 

おはなし会スペシャル第１弾 

平成 25 年 11 月 9 日（土） 

小ホール 

無料 

ボランティアなしのはな 

朗読「らっしゃい！」 

えもときよひこ講演会 

「えもときよひこ先生とス

タンプ版画で年賀状を作ろ

う！」 

９８人 

図書館まつり 

おはなし会スペシャル第２弾 

平成 25 年 11 月 10 日（日） 

小ホール 

無料 

ボランティアくすの木の会

によるブラックシアター

「だいくとおにろく」 

劇団ぱれっと 

「さるかに合戦」 

１２１人 

「本の福袋」事業実施 

平成 26 年 1 月 4日（土）

～7日（火） 

図書館内 

無料 

利用促進及び読書普及を図

るため、本の福袋を行う。 
６６人 

ボランティア懇談会 

 

 

平成 26 年 2月 13 日（木） 

視聴覚室 

無料 

現在活動中のボランティア

の活動の活性化、及び各ボ

ランティアの連携を図る。 

 

５０人 

 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

子ども図書館員 

平成 26 年 3月 22 日（土）、 

23 日（日） 

図書館内 

無料 

小学生による体験実習。 

本等の貸出や返却、配架等

を行う。 

１２人 

春休みアニメ上映会 

平成 26 年 3月 29 日（土） 

視聴覚室 

無料 

図書館を親しみやすいもの

としてＰＲするため、春休

み期間中の子ども達を対象

に、アニメの上映会をした。 

１１人 

読書会 

 

毎月最終金曜日 

会議室 

無料 

同一の図書を読み、その感

想を述べ合う。 
１１人 

職場体験受入 

平成 25 年 8月 6日（火）、

8日（木）、9月 5日（木）、

6日（金）、9月 10 日（火）、

12 日（木） 

図書館内 

無料 

図書館の仕事を実際に体験

することで図書館に親し

み、理解をし、読書への興

味をもってもらう。 

１１人 

おはなし会 

 

毎月第 2・4 土曜日、毎週

日曜日 

 

読み聞かせボランティア、

図書館職員による絵本の読

み聞かせ、紙芝居等。 

５７３人 

          計）19 件 ３，４５７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ボランティア活動 

 図書館で活動している布の絵本ボランティアの技術向上及び他館のボランティ

アの交流することで今後の活動の参考とすることを目的に、新宮町立図書館の見学

を行いました。また、図書館ボランティア５グループの会長、副会長を中心とした

図書館まつり実行委員会会議を４回行い、読書普及に向けた事業「図書館まつり」

を実施しました。 

 

ボランティア名 活動日・場所 内 容 活動回数 

読み聞かせ 

「くすの木の会」 

毎月第２，第４日曜日 

第４土曜日 

14:30～15:00 

図書館内おはなしのへや 

図書館内のおはなしのへや

で、絵本の読み聞かせや紙

芝居などのおはなし会を行

う。 

３４回 

読み聞かせ 

「なしのはな」 

毎月第１，第３日曜日 

第２土曜日 

14:30～15:00 

図書館内おはなしのへや 

図書館内のおはなしのへや

で、絵本の読み聞かせや紙

芝居などのおはなし会を行

う。 

３５回 

布の絵本制作 

「ひまわり」 

毎月第１、第３月曜日 

10:00～12:00 

ミーティングルーム 

表紙から本文まで、紙とは

違うぬくもりのある布の絵

本の制作を行う。 

１９回 

布の絵本制作 

布のおもちゃ作り 

「さつきの会」 

毎月第２、第４火曜日 

毎月１回土曜日 

10:00～12:00 

ミーティングルーム 

表紙から本文まで、紙とは

違うぬくもりのある布の絵

本の制作を行う。また、サ

ンリーアイ館内の子ども広

場用の布のおもちゃの制作

を行う。 

３４回 

書棚整理・本の修理 

「虹の会」 

毎週月曜日、木曜日 

10:00～12:00 

ミーティングルーム 

図書館内 

図書館内の書棚整理及び傷

んだ図書資料の修繕を行

う。 

８３回 

 ２０５回 

 

 

 

 



４．施設管理運営（公益目的事業６、収益事業等２、法人会計） 

 

組織運営面においては、全国及び福岡県公立文化施設協会等が開催する各種研修

会に積極的に参加し、多様化するニーズへの対応や職務遂行能力の向上を図りまし

た。また、施設の火災を想定した消防総合訓練やＡＥＤを使用した普通救命講習会

では、職員だけではなくアシスタントや館内の委託業者全員が参加し、利用者の安

全対策として技術の習得を図り、危機管理意識を高めることに努めました。また、

お客様からのクレーム等があった場合は、誠意を持って迅速に対応し、早期の解決

に向けて必要な措置を講じました。 

施設管理面においては、常に設備機器等の点検を入念に行い、円滑な施設・設備の

提供を心がけました。また、各設備の不具合発生時においては、速やかに町の所管

課（生涯学習課）へ報告するとともに、委託業者等ともコミュニケーションを図り

ながら設備の安全利用に努めました。平成 25 年度は 3 年に一度の契約更新の年で

あることから、契約審査会を開催し、該当する委託業務の指名選定及び競争入札等

を行いました。 

 

【利用者数及び利用率について】 

①利用者数 

 平成 25 年度の総利用人数は 280,228 人（前年対比 98.9％）となり、目標である

280,000 人は達成しましたが、前年度と比較して 3,048 人の減少でした。内訳は以

下のとおりです。 

 ウエーブアリーナは、51,510 人（同 107.4%）、ハミングホールは 36,142 人（同

93.7%）、小ホールは 16,987 人（同 103.2%）、展示・ギャラリーは 22,773 人（同 

117.9%）、101～208 会議室 26,868 人（同 102.3%）、和室 5,884 人（同 100.0%）、 

茶室 1,997 人（同 101.1%）、視聴覚室 5,118 人（同 108.0%）、創作室 3,370 人（同

117.5%）、調理室 1,384 人（同 146.3%）、楽屋１～５ 2,850 人（94.1%）、図書館 55,749

人（同 93.7%）、フィットネスジム 30,963 人（108.8％）、ふれあい広場 18,633 人

（同 67.9%）です。 

 ウエーブアリーナでは、「アジアバドミントンジュニアクラブ選手権 in 岡垣」の

会場がサンリーアイの 1 会場だけになったことや「福岡県中学校総合体育大会 剣

道大会」などの事業に多くの入場者があったことによる増です。ハミングホールの

利用人数減少の要因は、平成 24 年度に「岡垣町町制 50 周年記念事業」「ＮＨＫ公

開録画オンバド＋」や「中学生の未来に贈るコンサート」などが開催されたため、

平成 25 年度には減少となりました。また小ホールでは、文化講座「リズミックダ

ンス」の受講生の増加が主な要因です。展示・ギャラリーコーナーの利用人数増の

要因は、「雑貨展示販売」「バッグ展示販売」「北筑豊地区中学生美術展」「教師によ

る美術展（2 回）」「えもときよひこ作品展」などによるものです。 



（利用者数）                           （単位：人） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

ｳｴｰﾌﾞｱﾘｰﾅ 53,151 56,268 52,377 47,937 51,510 

ﾊﾐﾝｸﾞﾎｰﾙ 36,479 39,638 35,697 38,553 36,142 

ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ 20,430 22,847 25,887 28,469 30,963 

小ホール 17,264 15,782 16,108 16,446 16,987 

展示・ｷﾞｬﾗﾘｰ 17,988 18,530 21,501 19,300 22,773 

図書館 64,671 62,400 63,962 59,462 55,749 

会議室など 41,927 43,063 43,679 45,681 47,471 

ふれあい公園 12,538 14,309 13,643 27,428 18,633 

合計 264,448 272,837 272,854 283,276 280,228 

前年対比 101.6% 103.1% 100.0% 103.8% 98.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②利用率 

  平成24年 平成25年 前年対比 

ｳｴｰﾌﾞｱﾘｰﾅ 100% 100% 0% 

ﾊﾐﾝｸﾞﾎｰﾙ 66% 63% △3% 

小ﾎｰﾙ 94% 93% △1% 

全 体   62% 61% △1% 

 

 

■岡垣サンリーアイの施設全体の

利用率は 1%の減となっています。

主な３大施設について（ウエーブ

アリーナ、ハミングホール、小ホ

ール）については、左表のとおり

です。 
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③施設利用の内容 

【ハミングホール】 

開館日数 利用日数 利用率 

３０８日 １９３日 ６３％  

  音楽 講演会 演芸 演劇 その他 合計 

利用件数(件） 62 14 128 7 17 228 

うち練習(件) 43 1 116 4 6 170 

 うち本番(件) 19 13 12 3 11 58 

利用割合(%) 27.2 6.1 56.1 3.1 7.5 100.0 

音楽

27%

講演会

6%

演芸

56%

演劇

3%

その他

8%

【ハミングホール】

 

【ウエーブアリーナ】 

開館日数 利用日数 利用率 

３０８日 ３０７日 １００％  

  大会 イベント 練習 その他 合計 

利用件数（件） 76 5 1,219 20 1,320 

利用割合（％） 5.8 0.4 92.3 1.5 100.0 

 

  

■ウエーブアリーナの利用内訳

は、大会 5.8％、イベント 0.4％、

練習 92.3％、その他 1.5％となっ

ています。練習の主な内訳として

は、バドミントン 319 件、バレー

ボール 152 件、バスケットボール

202 件、卓球 364 件、空手 43 件等

です。 

※その他･･･マーチングバンド・控室など 

■ハミングホールの利用内訳（練

習含む）は音楽 27.2％、講演会

6.1％、演芸 56.1％、演劇 3.1％、

その他 7.5％となっています。演芸

（練習含む）の主な内訳としては、

太鼓 40 件、舞踊 30 件、文化講座

27 件などです。 

※その他･･･映画など 

 



【フィットネスジム】                  （単位：人） 

 券 一般 中高生 身障者 互助会 計 

２
時
間 

利用件数 10,485 559 795 1,677 13,516 

利用割合 33.8% 1.8% 2.6% 5.4% 43.6% 

１
時
間 

利用件数 14,495 1,286 1,012 654 17,447 

利用割合 46.8% 4.2% 3.3% 2.1% 56.4% 

計 

利用件数計 24,980 1,845 1,807 2,331 30,963 

利用割合計 80.6% 6.0% 5.9% 7.5% 100.0% 

 

２時間

一般

34%

２時間

中高生

2%

２時間

身障者

3%２時間

互助会

5%
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4%

１時間
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１時間

互助会

2%

【フィットネスジム】
 

 

【フィットネスジム利用者数の推移】            （単位：人） 

  平成 21 年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

利用者数 20,430 22,847 25,887 28,469 30,963 

二時間券 ― ― 15,631 13,418 13,516 

一時間券 ― ― 10,256 15,051 17,447 

                             

20,430
22,847

25,887
28,469

30,963

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

 

■フィットネスジムの利用内訳

は一般 80.6％、中高生 6.0％、身

障者 5.9％、各事業所の互助会

7.5％となっています。1時間及び

2時間の利用率は1時間が56.4%、

2 時間が 43.6%となっている。ま

た、男女の内訳としては、全体が

男 72.2%、女 27.8%で、２時間利

用（男 63.3％、女 36.7％）で１

時間利用（男 79.1％、女 20.9％）

となっております。 



【施設使用料収入について】 

 施設使用料収入は、772,860 円の増となりました。要因としては、展示・ギャラ

リーコーナーの利用が増えたことや、フィットネスジムの１時間利用者の増による

ものです。 

 

（施設使用料等徴収状況）                      （単位：円） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

施設使用料 18,030,030 17,251,150 17,356,290 17,460,260 18,011,170 

冷暖房・備品 9,357,590 10,008,990 9,544,760 9,700,790 9,439,690 

ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ 7,597,100 7,712,500 7,350,600 7,511,250 7,994,300 

合計 34,984,720 34,972,640 34,251,650 34,672,300 35,445,160 

前年対比 100.8% 100.0% 97.9% 101.2% 102.2% 
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【施設の改修・修繕状況について】 

サンリーアイが行った 100 万円以下の修繕については 77 件で、その内訳として

は、本館側は 32 件で主な内容は「図書館系のポンプ交換」や「給水加圧ポンプ 2

号機修繕」など、アリーナ側は 31 件で主な内容は「アリーナエントランスエアコ

ン修理」や「バスケットゴールのボード交換」など、外構・屋外は 9 件で主な内容

は「駐車場車止ブロック設置工事」や「外灯安定器、ソケット交換」などです。ま

た、岡垣町が長期営繕計画に基づき「本館空調機チラー3 号機更新」や「ハミング

系空調機更新」などを更新しました。 

 

 



Ⅲ 管理部門 

１． 理事会及び評議員会について 

① 役員及び評議員に関する事項 

平成 26 年 3 月 31 日現在の役員及び評議員は次のとおりである。 

 （役員） 

役職名 氏名 就任年月日 

理事長 滝 純一 平成 25 年５月 20 日 

副理事長   山田 敬二 平成 25 年５月 20 日 

専務理事   石田 健治 平成 25 年５月 20 日 

理事   田中 智子 平成 25 年５月 20 日 

理事   占部 久美子 平成 25 年５月 20 日 

理事   山下 重美 平成 25 年５月 20 日 

理事    辻 芳和 平成 25 年５月 20 日 

監事   南郷 秀幸 平成 25 年５月 20 日 

監事   二宮 良則 平成 25 年５月 20 日 

 （評議員） 

役職名 氏名 就任年月日 

評議員長 城戸 由紀夫 平成 23 年４月 26 日 

評議員   横山 貴子 平成 25 年６月 10 日 

評議員   花田 敏彦 平成 24 年６月 25 日 

評議員   中村 樹里 平成 23 年４月 26 日 

評議員   秀島 秀視 平成 23 年４月 26 日 

評議員  明石 浩一郎 平成 23 年４月 26 日 

評議員   田口 龍子 平成 23 年４月 26 日 

評議員   門司 晋 平成 25 年６月 10 日 

 

② 登記事項 

平成 25 年度の登記事項は次のとおりである。 

登記原因年月日 申請先 事項 登記年月日 

平成 25 年５月 20 日 福岡法務局 理事１名退任 平成 25 年６月 17 日登記 

平成 25 年５月 20 日 福岡法務局 理事１名就任 平成 25 年６月 17 日登記 

平成 25 年５月 20 日 福岡法務局 理事８名重任 平成 25 年６月 17 日登記 

平成 25 年５月 20 日 福岡法務局 評議員２名退任 平成 25 年６月 27 日登記 

平成 25 年６月 10 日 福岡法務局 評議員２名就任 平成 25 年６月 27 日登記 

 

 



③ 会議に関する事項 

（理事会の開催） 

年８回の理事会を開催し、下記のとおり決議及び協議・報告を行い、法人運営の

適正化に努めた。 

会議名 開催日 議案・議題等 

第 1 回 平成 25 年 5 月 13 日 

 

1. 平成24年度公益財団法人岡垣サンリーア

イ文化スポーツ振興財団事業報告及び収

支決算報告について 

2. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団評議員会の招集について 

第 2 回 平成 25 年 6 月 3 日 3.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団理事長の選任について 

4. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団副理事長の選任について 

5. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団専務理事の選任について 

6. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団評議員選考委員会委員の選任に

ついて 

7. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団評議員候補者の推薦につい

て 

8. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団評議員会の招集について 

第 3 回 平成 25 年 7 月 29 日 

 

1. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団平成 26 年度予算（事業方針）

について協議事項 

第 4 回 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 9 月 30 日 

 

 

 

 

 

 

1. 平成 25年度 4月から 8月までの職務執行

の状況について  報告事項 

2. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団平成 26 年度事業計画（案）

について協議事項 

 

 



会議名 開催日 議案・議題等 

第 5 回 平成 25 年 10 月 28 日 3.平成26年度 公益財団法人岡垣サンリーア

イ文化スポーツ振興財団の事業方針及び

事業計画（案）について  協議事項 

4.平成 26 年度公益財団法人岡垣サンリーア

イ文化スポーツ振興財団の収支予算（案）

について協議事項 

第 6 回 平成 25 年 11 月 18 日 

 

9. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団事業計画及び収支予算につ

いて 

10. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化ス

ポーツ振興財団評議員会の招集につい

て 

第 7 回 平成 26 年 1 月 27 日 

 

11. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化ス

ポーツ振興財団就業規則の一部改正に

ついて 

12. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化ス

ポーツ振興財団給与及び旅費規程の一

部改正について 

13. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化ス

ポーツ振興財団再雇用に関する規程の

制定について 

14. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化ス

ポーツ振興財団嘱託職員就業規程の一

部改正について 

15. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化ス

ポーツ振興財団臨時職員就業規程の一

部改正について 

第 8 回 平成 26 年 3 月 28 日 

 

2. 平成 25 年度 9 月から平成 26 年 3 月まで

の職務執行の状況について 報告事項 

16. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化ス

ポーツ振興財団就業規則の一部改正に

ついて 

 



（評議員会の開催） 

  年 3 回の評議員会を開催し、定款の規定に則り下記のとおり決議及び報告を行

った。 

会議名 開催日 議案・議題等 

第 1 回 平成 25 年 5 月 20 日 

 

1. 平成24年度公益財団法人岡垣サンリーア

イ文化スポーツ振興財団事業報告及び収

支決算報告について 

2～8 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化

スポーツ振興財団理事の選任につい

て 

9～10 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化

スポーツ振興財団監事の選任につい

て 

第 2 回 平成 25 年 6 月 17 日 1.平成 25 年度公益財団法人岡垣サンリーア

イ文化スポーツ振興財団事業及び予算の

説明について 報告事項 

第 3 回 平成 25 年 11 月 26 日 

 

11.平成26年度公益財団法人岡垣サンリーア

イ文化スポーツ振興財団事業計画及び収

支予算について 

意見交

換会 

平成 26 年 1 月 27 日 

 

1.開館 20 周年記念事業について 

2.施設利用の件について 

3.ＰＲ方法について 

4.図書館について 協議事項 

 

（評議員選考委員会の開催） 

評議員 2 名が辞任したことにより開催した。 

会議名 開催日 議案・議題等 

第 1 回 平成 25 年 6 月 10 日 

     

1.委員長選出について 

2. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団評議員選任について  

 

 

 

 

 



２．庶務に関する事項 

（職員研修等の実施について） 

 財団職員の知識、技術向上を図るための研修会を行いました。特に平成 26 年度

の人材育成講座開講に向けての研修会を 10 回実施しました。 

回数 開催日 内容 

1 回目 平成 25 年 7 月 31 日 ･消防総合訓練（実施訓練） 

 遠賀郡消防及び日本消防機材 

2 回目 平成 25 年 8 月 24 日 ･職員研修会の趣旨等の説明会① 

（ディレクター対象） 

3 回目 平成 25 年 9 月 3 日 ･職員研修会の趣旨等の説明会② 

（職員対象） 

4 回目 平成 25 年 9 月 4 日 

 

･第１回 講座の目的「働くことを広い

意味で捉える」 

講師：井上康道 

（株）ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾈｯﾄ常務取締役 

5 回目 平成 25 年 9 月 20 日 ･第２回 日本のクラシック音楽界は世

界の基準とどんなに違っているか？ 

講師：井上康道 

（株）ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾈｯﾄ常務取締役 

6 回目 平成 25 年 10 月 16 日 ･第３回 紙面を使った情報の発信に

ついて 

 講師：松枝 薫 

       （株）ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾈｯﾄ取締役 

7 回目 平成 25 年 10 月 23 日 

       

･第４回 Web を使った情報の受発信

と安全対策について 

 講師：山下 宣之 

        西日本新聞社 

8 回目 平成 25 年 11 月 13 日 ･第５回 いわゆる劇場法を考える 

 講師：井上康道 

   （株）ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾈｯﾄ常務取締役 

9 回目 

 

 

 

平成 25 年 11 月 27 日 

 

 

 

･第６回 私が地域に学んだこと住む

場が舞台、住む人が主人公 

 講師：原田 真紀 

    久留米大学非常勤講師 



回数 開催日 内容 

10 回目 平成 25 年 12 月 11 日 ･第７回 地域の生甲斐コミュニケー

ターになる 

 講師：井上康道 

   （株）ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾈｯﾄ常務取締役 

11 回目 平成 25 年 12 月 18 日 ･接遇マナー・ステップアップ研修 

講師：釘崎 由香里 

麻生教育サービス株式会社 

12 回目 平成 26 年 1 月 15 日 ･第８回 おかがき、地元学事始め 

講師：井上康道 

（株）ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾈｯﾄ常務取締役 

13 回目 平成 26 年 2 月 12 日 ･第９回 地域に求められる教養人を

目指す 

 講師：井上康道 

（株）ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾈｯﾄ常務取締役 

14 回目 平成 26 年 2 月 26 日 ･第１０回 地域活性化事業のﾌﾟﾛとし

て「心身の健康増進維持・増進」に

どう取り組むのか？ 

 講師：井上康道 

 （株）ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾈｯﾄ常務取締役 

15 回目 平成 26 年 2 月 26 日 ･自衛消防訓練（ＡＥＤ実践講習） 

講師：山本 良一 

  （フクダ電子） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

附 属 明 細 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度の事業報告の附属明細書について、事業報告の内容を補足するべき

重要な事項は存在しない。 


