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I  事 業 概 要 

 

平成から新たな時代へと移り変わった令和元年度は、岡垣町との指定管理基本協定に基

づき、管理業務の公共性を尊重しつつ、地域の文化・スポーツの振興とまちづくりへの寄

与という当財団の設置目的に沿った活動を行いました。また、当該年度の事業計画の事業

方針に基づき、平成 30 年度に定めた管理運営改革方針に掲げた経費の削減や事業の見直

しを進める一方、新たな財源を確保する取り組みにも着手しました。更に、限られた予算

で利用者の満足度を高める事業の展開を図るため、町との連携を図るとともに、サンリー

アイ開館当初から活動してきた文化ボランティアや実行委員会との協働による取り組み

を行いました。しかしながら、年度末近くに新型コロナウイルスによる感染症が世界的に

広がり、国全体で感染予防対策を進める中で、サンリーアイ施設を閉館し事業活動を休止

しました。このため事業計画に掲げた各目標数値の達成は断念せざるを得なくなりました。 

 

Ⅱ 事 業 活 動 

 

１.自主事業 

（自主事業総括） 

令和元年度は、中長期事業計画に基づいて、幅広い年齢層が楽しめる事業を企画し、音

楽 30(目標 21)、演劇 1(目標 1)、演芸 1(目標 1)、講演会 6(目標 6)、美術展 1(目標 2)、ス

ポーツ 2(目標 2)、その他 5(目標 5)、合計 46(目標 38)事業を実施しました。 

鑑賞事業では、「サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス」を公演し、夏休み期間に家族

が楽しんで鑑賞できる機会を提供することができました。また、「ＮＨＫ公開収録・民謡を

たずねて」の招へいや「ふれあいコンサート in おかがき」の会場提供などにより、当財団

の財政負担を極力抑えた上で、質の高い鑑賞事業を実施することができました。 

参加事業では、「岡垣ミューズオーケストラ第 3 回定期演奏会」を新たに共催事業とし

て実施しました。また、文化ボランティアによる企画提案型事業では、新企画の「岡垣サ

イエンスフェスタ 2019」「絵本から飛び出したお菓子なパン」ほか合計 4 事業を採択し、

企画提案者へ補助を行い、事業が実施されました。 

スポーツ事業では「第 19 回アジアバドミントンジュニアクラブ選手権 in 岡垣」を実施

しました。 
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【事業数推移】                         （単位：回数） 

事業ジャンル 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

音楽 32 34 22 21 30(目標 21) 

演劇 3 3 2 2 1(目標 1) 

演芸 2 1 2 1 1(目標 1) 

講演会 8 8 6 6 6(目標 6) 

映画 0 1 0 0 0(目標 0) 

美術展 4 3 3 2 1(目標 2) 

スポーツ 5 3 2 1 2(目標 2) 

その他 9 4 4 4 5(目標 5) 

合計 63 57 41 37 46(目標 38) 

※令和元年度事業ジャンルの「その他」は、「ＭＴ ＷＯＲＬＤ」「文化ボランティア事業『岡垣サイエンスフェ

スタ 2019』『サンリーアイで星まつり』『絵本から飛び出したお菓子なパン』『ゆめフェスタ・サンリーアイ』」

です。 

 
 

【入場者数推移】                      （単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

入場者数 20,104 18,522 17,573 15,798 18,365 

(目標 14,500) 

 

 

 

63 
57 

41 

37 
46 

30

50

70

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

事業数

20,104 18,522 

17,573 
15,798 

18,365 

15,000

17,000

19,000

21,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

入場者数



3 
 

① 鑑賞事業（公益目的事業１） 

「いちご塾」「カンタービレ・サロン・コンサート」その他の継続事業や家族で楽しむこ

とができる「サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス」など、幅広い年代層に向けた事業

を実施しました。 

事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

主要事業 

カンタービレ・サロン・ 

コンサート 23 

（全 3回） 

平成 31 年 4 月 13 日(土) 

令和元年 5月 11 日(土) 

令和元年 6月 8 日(土) 

18 時 30 分開演 

小ホール 

5,000 円（会員券） 

2,500 円（1回券） 

九州に縁があるアーティス

トを中心に、国内外で活躍

中の音楽家を招へいして

小ホールで開催するコン

サート。 

平成 29 年度より各回の音

楽ジャンルを決めた後に

出演者を決定。 

 

4 月；ﾌﾙｰﾄﾃﾞｭｵ･ﾋﾟｱﾉﾘｻｲ

ﾀﾙ 

5 月；｢ﾊﾟﾘの散歩道｣～街

歩きと名曲ｺﾝｻｰﾄ～ 

6 月；3 台のﾋﾟｱﾉと 3 人の

ｼﾞｬｽﾞﾋﾟｱﾆｽﾄ 

課題 

予算に限りがあり、招へい

できる出演者が限られる。 

対策（方向性） 

他館との連携による出演

者の招へいにより経費の

削減を図る。  

 248 人 

(4 月 90 人) 

  (5 月 73 人) 

(6 月 85 人) 

NHK ラジオ放送公開収録 

「民謡をたずねて」 

（共催事業） 

令和元年 5月 24 日(金) 

18 時 30 分開演 

ハミングホール 

入場無料（要入場整理券） 

NHK‐FM「民謡をたずね

て」の公開収録。藤堂輝

明、田中祥子、石川喜代

美、水野詩都子、藤永翠

珠、浅野晴香が九州の民

謡を中心とした唄を披露。 

放送；令和元年 7 月 

26 日（金）、8 月 2 日

（金）、9 日（金） 

午前 5 時 20 分～5 時 50

分 

449 人 

ふれあいコンサート 

in おかがき 

（共催事業） 

令和元年 7月 5 日(金) 

18 時 30 分開演 

ハミングホール 

入場無料（要入場整理券） 

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 
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事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

主要事業 

午後のプレシャス 

コンサート 

（全 3 回） 

令和元年 8月 22 日（木） 

12 時 10 分開演 

エントランスホール 

 

令和元年 11 月 23 日（土） 

17 時 00 分開演 

展示コーナー 

 

令和 2年 1月 21 日（火） 

12 時 10 分開演 

エントランスホール 

 

入場無料 

プロ音楽家による演奏を

提供する文化芸術普及型

のコンサート。 

出演者； 

8 月 森田良平(ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ) 

・室屋麗華(ﾋﾟｱﾉ) 

11 月 福岡ｻｸｿﾌｫﾝｵｰｹｽﾄﾗ

（ｻｸｿﾌｫﾝｶﾙﾃｯﾄ） 

1 月 Trio Forest 

（ｵｰﾎﾞｴ･ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ﾋﾟｱﾉ） 

課題 

出演者の選定 

対策（方向性） 

取材活動により演奏者の

情報を把握し、実施日時

や会場、アンケート意見な

どを考慮して出演者を選

定する。 

 

381 人 

①126 人 

②130 人 

③125 人 

劇団飛行船 

マスクプレイミュージカル 

｢ロビンフッドの冒険｣ 

令和 2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(  〃    ) 

イギリス民話の中で今も

語り継がれる英雄「ロビ

ンフッド」を題材とした

マスクプレイミュージカ

ル。幼稚園児や小学生低

学年が対象。 

 

785 人 

①450 人 

②335 人 

サンクトペテルブルグ 

国立舞台サーカス 

令和元年 8月 10 日（土） 

①12 時 30 分開演 

②15 時開演 

ハミングホール 

一般 2,000 円(当日 300 円 UP) 

高校生以下 1,000 円 

(当日 200 円 UP) 

 

 

 

1950 年に設立されたサ

ンクトペテルブルグ国立

舞台サーカスによる夏休

みファミリーイベント。

空中ブランコ、アクロバ

ット、ジャグリング、フ

ラフープ、バランス芸、

軟体芸、ピエロの曲芸な

ど、ロシア仕込みのプロ

グラムの数々を披露。 

1,143 人 

①589 人 

②554 人 
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事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

主要事業 

いちご塾 

文化講演会 

Vol.26 

（全 6 回） 

平成 31 年 4 月 27 日(土) 

令和元年 5月 25 日(土) 

令和元年 6月 22 日(土) 

令和元年 9月 28 日(土) 

令和元年 10 月 26 日(土) 

令和元年 11 月 23 日(土) 

18 時 30 分開演 

ハミングホール 

7,500 円（会員券） 

各ジャンルで活躍する著

名人を講師として招へい

する講演会。 

4 月；東国原英夫 

5 月；ダ・カーポ 

6 月；山田邦子 

9 月；寺川綾 

10 月；森田正光 

11 月；林家三平 

【関連イベント】 

いちご塾～四半世紀を経て～ 

（展示） 

課題 

講師の選定 

対策（方向性） 

中期的な講演方針を定

め、最新の講師の情報を

参考に、２～３年先の出

演を見据えた交渉も含め

ながら講師の選定を進め

る。 

2,864 人 

(4 月 544 人) 

(5 月 489 人) 

(6 月 492 人) 

(9 月 406 人) 

(10 月 427 人) 

(11 月 506 人) 

 

展示 

650 人 

（計 16 回）  計）7 件（目標 6 件） 7,115 人 

 

 

②参加事業（公益目的事業２） 

文化ボランティアが主体的に企画、実施する「文化ボランティア企画提案型事業」や地

域住民に発表の場を提供する「ぴあのリレーマラソン」などを行いました。 

事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

岡垣町民吹奏楽団 

第 20 回定期演奏会 

（共催事業） 

令和元年 6月 30 日（日） 

14 時開演 

ハミングホール 

300 円（小学生以下無料） 

岡垣サンリーアイを活動拠

点に地域の音楽文化の醸成

に取り組んでいる岡垣町民

吹奏楽団の第 20 回定期演

奏会。共催事業として支

援。 

620 人 

ぴあのリレーマラソン 17 

令和元年 7月 14 日（日） 

①10 時②13 時③15 時 

ハミングホール 

入場無料 

参加費 1,000 円（1 組） 

地域のピアノ愛好者が舞台

上でグランドピアノを演奏

するコンサート。各部最後

にゲスト演奏あり。 
 

533 人 
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事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

岡垣ﾐｭｰｽﾞｵｰｹｽﾄﾗ 

第 3 回定期演奏会 

（共催事業） 

令和元年 10 月 13 日（日） 

14 時開演 

ハミングホール 

1,000 円（中学生以下無料） 

岡垣サンリーアイを活動拠

点に地域の音楽文化の醸成

に取り組んでいる岡垣ミュ

ーズオーケストラの第 3 回

定期演奏会。共催事業とし

て支援。 

314 人 

ミュージックスペース 

(計 19 回) 

平成 31 年 4 月 

～令和 2年 3月 

(毎月第 2･3 金曜日) 

15 時から 19 時 

小ホール 

入場無料 

小ホールを利用して地域音

楽家が自主的に開催する無

料コンサート。 

出演者：19 団体・167 人 

3 月分（2 回）は新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡

大防止のため中止した。 

881 人 

第 22 回 

おはようスケッチ大会 

(共催事業) 

開催中止（雨天により） 

【計画】 

令和元年 7月 21 日（日） 

成田山不動寺 境内 

観覧 

8 月 4 日（日）～24 日（土） 

2F 展示コーナー 

入場無料 

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。共催事業として実施を

予定していたが雨天により

中止となった。  

スケッチ 

0 人 

観覧 

0 人 

第 18 回岡垣アート 

フェスティバル 2019 

（共催事業） 

令和元年 9月 13 日（金） 

～23 日（月･祝） 

展示コーナー・ギャラリー 

入場無料 

岡垣町を中心とした地元芸

術家たちによる美術品の作

品展示。 
1,500 人 

ＭＴ ＷＯＲＬＤ 

Music×dancer vol.9 

（共催事業） 

令和元年 12 月 15 日（日） 

13 時 30 分開演 

ハミングホール 

2,500 円(当日 1,000 円 UP) 

部門ごとに分かれて技を競い

合うフリースタイルダンスバト

ル大会。令和元年度をもって

取り組みを終了。 

ゲスト；九州男児新鮮組 他 

500 人 

主要事業 

ｻﾝﾘｰｱｲ文化ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 

岡垣サイエンスフェスタ 

２０１９ 

令和元年 6月 15 日(土） 

13 時スタート 

ウエーブアリーナ 

参加費 100 円(未就学児無料) 

 

 

サンリーアイ文化ボランテ

ィア（イベント企画集団

「さんりん舎」）による企

画、立案、実施事業。 

内容は、理科実験体験と理

科工作のブース設置及び福

岡教育大学の教授による公

開実験。 

課題 

特になし 

600 人 
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事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

主要事業 

ｻﾝﾘｰｱｲ文化ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 

サンリーアイで 

星まつり 

令和元年 8月 17 日(土） 

17 時 30 分スタート 

視聴覚室 

小ホール 

ふれあい広場 

エントランスホール 

 

天体望遠鏡つくり；1,000 円 

星のお話し；入場無料 

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ；1 回 100 円 

天体観測；参加無料 

星のマルシェ；入場無料  

サンリーアイ文化ボランテ

ィア（北斗の水くみ実行委

員会おとめ座グループ）に

よる事業の企画及び実施。 

内容は、天体望遠鏡の作

成、星についての講話、プ

ラネタリウム、天体観測、

星をテーマにしたマルシ

ェ。 

課題 

特になし 
 

992 人 

主要事業 

ｻﾝﾘｰｱｲ文化ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 

絵本から飛び出した 

お菓子なパン 

 

令和元年 12 月 8 日(日） 

10 時スタート 

調理室 

208 会議室 

小ホール 

①第 1 部お菓子教室 

1 組 500 円 

②第 2 部ﾊﾟﾝﾊﾟﾝﾊﾟﾝｼｱﾀｰ 

入場無料 

サンリーアイ文化ボランテ

ィア（絵本から飛び出した

お菓子なパン実行委員会）

による事業の企画及び実

施。 

内容は、絵本の展示、閲

覧、読み聞かせ、お菓子教

室、パンをテーマにした音

楽パフォーマンス。 

課題 

特になし 

148 人 

①62 人 

②86 人 

主要事業 

ｻﾝﾘｰｱｲ文化ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 

こどももおとなも 

ゆめフェスタ 

・サンリーアイ 

令和元年 12 月 22 日(日） 

14 時開演 

ハミングホール 

500 円 

サンリーアイ文化ボランテ

ィア（イベント企画集団

「さんりん舎」）による企

画、立案、実施事業。 

内容は、1部マジックショ

ー、2 部オリジナル劇。 

課題 

出演者が多数になり、当初

企画した実施体制の人員で

は、やや余裕がなかった。 

対策（方向性） 

新たな協力者の確保や他の

文化ボランティアとの連携

を図る。 

472 人 

（計 28 回） 計）10 件（目標 7 件） 6,560 人 
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③スポーツ事業（公益目的事業５） 

各種スポーツ大会に参加する機会を提供する事業を実施しました。 

事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

(公社)日本空手協会 

第 62 回全国大会予選 

第 39 回 

福岡県空手道選手権大会 

(共催事業) 

平成 31 年 4 月 28 日（日） 

ウエーブアリーナ 

観覧無料 

福岡県内の高校生及び一般を

対象とした空手道選手権大会

と小学生・中学生を対象にし

た少年空手道選手権大会。 

参加選手 900 人。  

2,000 人 

主要事業 

第 19 回 

アジアバドミントン 

ジュニアクラブ選手権 

in 岡垣 

令和元年 10 月 12 日（土） 

～14 日(月・祝) 

ウエーブアリーナ 

（参加費） 

小学生低学年の部(4 年生以下) 

6,000 円 

小学生高学年の部(6 年生以下) 

10,000 円 

中学生男子の部・女子の部 

12,000 円 

バドミントンの普及発展及び

ジュニアの育成・交流を目的

に、全国の精鋭ジュニアクラ

ブが集い競う選手権大会。 

課題 

参加チームが増えた場合、試

合終了時間が遅くなる。 

対策（方向性） 

参加チーム数の増加に対応し

て、試合の進行方法や開会

式・閉会式の時間を改める。

（対策済み） 

2,690 人 

（計 2 回） 計）2 件（目標 2 件） 4,690 人 

 

 

④実行委員会等活動 

 本財団は地域住民との協働による文化づくりを推進しています。「サンリーアイ文化ボ

ランティア人材バンク」に登録したボランティアによる企画提案型事業などを実施しまし

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 

 

 

 

 

 

(14 名) 

(会議) 

・毎月 1回 

 ※3 月は中止（新型コロナ） 

(本番) 

・4～6月、 

9～11 月の 

第 4 土曜日 

(その他) 

・6 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。令和元年度

は「いちご塾～四半世紀を経て～」

と題し、ポスター・サイン・講師写

真等を展示。 
23 回 
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実行委員会等 活動日等 内容 活動回数 

カンタービレ・サロン・

コンサート実行委員会 

 

 

 

(4 名) 

(会議) 

・3 回実施 

(本番) 

・4～6月までの 

第 2 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。 
6 回 

ぴあのリレーマラソン 

実行委員会 

 

 

(7 名) 

(会議等) 

・3 回実施 

(本番) 

・7 月 14 日(日) 

活動内容は企画への参画、出演申込

者多数の場合の抽選、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。 

 

4 回 

岡垣アートフェスティ

バル実行委員会 

 

 

 

 

(7 名) 

(会議) 

・6 回実施 

(準備) 

・1 回 

(本番) 

・9 月 13 日(金) 

～23 日(月・祝) 

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。 

 

 

 
 

17 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) 

(2 名) 

(会議)4 回実施 

(組合せ)1 回 

(準備)1 回 

(本番) 

・10 月 12 日(土) 

 ～14 日(月・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。 

 

9 回 

岡垣ふれあい文化塾 

『さんりん舎』 

 

 

(12 名) 

(会議)毎月 1回 

※3 月は中止（新型コロナ） 

(練習等)16 回 

(本番) 

・6/15(土)ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀ 

・12/22(日)ゆめﾌｪｽﾀ 

サンリーアイを中心に活動する企画

集団。令和元年度文化ボランティア

企画提案型事業「岡垣サイエンスフ

ェスタ２０１９」(6 月)と「ゆめフ

ェスタ・サンリーアイ」(12 月）を実

施。 

29 回 

北斗の水汲み 

実行委員会 

おとめ座グループ 

(7 名) 

(会議等) 

・11 回実施 

(本番) 

・8 月 17 日(土) 

令和元年度文化ボランティア企画提

案型事業「サンリーアイで星まつり」

を実施。活動内容は事業の企画及び

運営。 

 

 

12 回 
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実行委員会等 活動日等 内容 活動回数 

絵本から飛び出したお

菓子なパン実行委員会 

 

(6 名) 

(会議等) 

・3 回実施 

(本番) 

・12 月 8 日(日) 

令和元年度文化ボランティア企画提

案型事業「絵本から飛び出したお菓

子なパン」を実施。活動内容は事業

の企画及び運営。 

 

 

4 回 

  計）8 団体（59 人） 104 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「友の会」事業。会員数減少の課題に対して、プラスフォーライン（直方・中間・

新宮）の促進や前年度会員へのダイレクトメール送信のほか、カード有効期限の変更（年

度から年間）による利便性の向上などの取り組みにより、会員数が増加しました。 

 

 

【会員数状況】                           （単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

会員数 
120 182 171 134 

178 

(目標 170) 

 

 
 

 

 

 

120

182

171

134

178

100

120

140

160

180

200

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

会員数



11 
 

２．講座事業（公益目的事業３） 

①レギュラー講座 主要事業 

講座数及び受講者数の増加を図るため、最近人気の高い健康・音楽・ダンスの分野を中

心に新規講座の開設や既存講座の充実に取り組みました。その結果、新たに「幼児のため

のバイオリン教室」と「シニアの鍵盤ハーモニカ」の二つの音楽系講座を開設しました。 

既存講座では、無料体験会の積極的な実施や SNS などによる周知、宣伝を行い、ダンス

系や音楽系その他で計 47 講座の受講者数が増加しました。しかし一方で、受講者の減少

や講師の健康上の理由などによる講座の閉講・休講、受講生ご本人やそのご家族の健康上

の理由による受講生の退講・休講が 51 講座でありました。 

全体としては、前年度と比較し、講座数は 5 講座(4.8%)の減、受講者数は 20 人（3.0%）

の減となりました。また、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、その予防対策

として令和 2 年 2 月 29 日より全講座を休講した状態で年度末に至りました。 

（単位：講座／月平均） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

講座数 105 106 106 104 99(目標 110) 

前年対比 104.0% 101.0% 100.0% 98.1% 95.2% 

 

（単位：人／月平均） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

受講者数 694 734 691 668 648(目標 700) 

前年対比 97.9% 105.8% 94.1% 96.7% 97.0% 

 
課題；新型コロナウイルス感染予防対策終了後の全講座再開に向けた準備と再開後の安

定した運営。 

対策(方向性)；受講者や講師に対して今後の展開について懇切丁寧な説明を行うととも

に、引き続き新規講座開設や受講生増加を図るための取り組みを進める。 

105 106 106 
104 

99 95

105

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

講座数

694 

734 

691 
668 

648 625
650
675
700
725
750

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

受講者数
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②スポット講座・有料体験会 

季節の特集講座として、母の日講座、夏の特別講座、敬老の日講座、お正月講座を実

施しました。 

スポット講座では、流行を取り入れた講座や幅広い年齢層向けの講座を企画し、74 講

座を実施しました。 

有料体験会では、既存レギュラー講座の受講生増及び新規レギュラー講座開講を目指

して 16 講座を実施しました。 

全体では、新型コロナウイルスによる感染症の拡大防止のため、Happy カルチャー！

2020 を中止した他、2 月 29 日以降の全講座を休講したことなどが大きく影響し、前年度

と比較して、講座数は 32 講座（26.2％）、受講者数は 120 人（19.1％）、それぞれ減少し

ました。 

（単位：講座／年） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

講座数 91 117 124 122 90(目標 120) 

前年対比 104.6% 128.6% 106.0% 98.4% 73.8% 

 

  （単位：人／年） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

受講者数 460 554 602 627 507(目標 550) 

前年対比 79.4% 120.4% 108.7% 104.2% 80.9% 
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③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。なお、「スプリングフェスタ

Happy カルチャー！2020」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止し

ました。 

事業名 開催日・会場・料金 内容 
入場者/ 
参加者数 

サ
ン
リ

ア
イ
・
カ
ル
チ

・
フ

ス
タ 

小さな版画づくり 作品展

（共催事業） 

令和元年 6 月 11 日(火) 

～16 日(日) 

ギャラリー 

入場無料 

「小さな版画づくり」講座の田尻

講師と受講生による作品展示会。

後日、体験会を実施。 

250 人 

子どもたちによる合奏団 

ドリームジュニア合奏団 

第 19 回演奏会 

（共催事業） 

令和元年 8 月 18 日(日) 

ハミングホール 

入場無料(要招待券) 

「バイオリン・チェロ入門」講座

の貞国講師が主催する「ドリーム

ジュニア合奏団」による演奏会。 

300 人 

Bee Dance Company 

Dance Performance 2019 

（共催事業） 

令和元年 8 月 25 日(日) 

ハミングホール 

1,000 円 

「ジャズダンス」講座の城島講師

が主催する「ビーダンスカンパニ

ー」による発表会。 

400 人 

SOUL FO”NKY CUP 

（共催事業） 

令和元年 9 月 23 日(月･祝) 

小ホール 

2,000 円 

「はじめてのﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ」「はじめ

てのﾛｯｸﾀﾞﾝｽ」講座の UMESSA 講師

が主宰するダンススクールによる

発表会。 

200 人 

バイオリン･チェロ入門 

＆二胡をひこう!入門講座 

いっしょにコンサート 

（共催事業） 

令和元年 10 月 6 日(日) 

小ホール 

入場無料 

「バイオリン・チェロ入門」、「二

胡をひこう！入門講座」の受講生

による合同発表会。終了後、無料

体験会を実施。 

35 人 

日本伝統工芸「能面」打 

麻生能忍展 

（共催事業） 

令和元年 11 月 9 日(土) 

208 会議室 

入場無料 

「日本伝統工芸｢能面｣打」講座の

麻生講師と受講生による作品展示

会。オランダからの視察団との国

際交流も実施。 

45 人 

サンリーアート作品展 

（共催事業） 

令和 2 年 1 月 30 日(木) 

～2 月 9 日(日) 

ギャラリー・展示コーナー 

入場無料 

「油絵・水彩画」「はがき絵」講

座の原田講師と受講生による作品

展示会。 

500 人 

SOUL FO”NKY CUP 

（共催事業） 

開催延期(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症) 

【計画】 

令和 2 年 3 月 29 日(日) 

小ホール 

2,000 円 

「はじめてのﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ」「はじめ

てのﾛｯｸﾀﾞﾝｽ」講座の UMESSA 講師

が主宰するダンススクールによる

発表会として予定していたが、新

型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止のため次年度へ延期した。 

0 人 
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事業名 開催日・会場・料金 内容 
入場者/ 

参加者数 

主要事業 

第 26 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！2020 

開催中止(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症) 

【計画】 

令和 2 年 2 月 28 日（金） 

～3 月 1 日（日) 

各施設 

一年間の受講成果の集大成として

講師・受講生に発表の機会と場所

を提供し、文化講座の充実・周知

の促進を図ることを目的として行

う文化祭事業。 

78 講座の参加による作品展示会、

生花展示会、体験会、呈茶席、即

売会、芸能祭などの開催を予定し

ていたが、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のため中止し

た。 

0 人 

サンリーアイ文化講座 

視察研修 

令和元年 9 月 25 日(水) 

山口県山口市 

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参加者

相互の交流を図ることを目的とし

た視察研修。 

参加者 

134 人 

いちご塾（文化講演会） 

舞台花制作 

平成 31 年 4 月 

～令和元年 11 月 

ハミングホール 

文化講座の 3 講師(本原講師、 

秋山講師、村崎講師)の協力によ

り、各回のいちご塾に合わせたフ

ラワーアレンジを制作し、舞台花

として使用。 

 

計）9 件(目標 11 件) 1,864 人(目標 11,160 人) 
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３．図書事業（公益目的事業４）  

 

①図書貸出・情報提供事業 

令和元年度の事業計画では年間の開館日数は 294 日を予定していましたが、新型コロナウイ

ルス感染症予防対策のため、本年 3 月 2 日から同月 31 日までを臨時休館としたことにより、

本年度の開館日数は 270 日となりました。開館時間は、通常時は午前 10 時から午後 6時まで、

夏休み期間中の 7 月 20 日から 8 月 31 日の間は午後 8 時まで延長し、サービスの向上に努めま

した。また、夏休み期間中は図書館の閲覧コーナーの利用者が増加するため、サンリーアイの

会議室の一部を学習室として無料で開放し、利用者に学習の場を提供しました。この期間中の

学習室利用者数は 381 人でした。  

年間貸出冊数は 142,928 冊、年間貸出者数は 41,945 人で、3 月の臨時休館が大きく影響し、

前年度と比較して、それぞれ 12,842 冊(8.3%)、3,560 人(7.8%)の減少となりました。また、令

和 2 年 3 月末日現在の登録者数は 7,885 人で、前年度と比較すると 233 人(2.9%)減少しまし

た。  

新刊図書や企画本・特集のコーナー、図書館イベントなど図書館の魅力やサービスに関する

情報を広く伝えるため、図書館だよりやサンリーアイ機関紙、ホームページ、SNS などを活用

した周知活動を行いました。また、図書館利用の利便性を高めるサービスとして、インターネ

ットを活用した予約方法や、他の自治体公共図書館との相互貸借システムについての周知も行

いました。 

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

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

一般書 64,324 64,968 66,459 66,906 64,655 

児童書 24,321 24,582 25,364 25,585 25,411 

ＹＡ書 1,706 1,928 2,047 2,060 2,176 

合計 90,351 91,478 93,870 94,551 92,242 

(目標 94,000) 

前年比 100.5% 101.2% 102.6% 100.7% 97.6% 
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 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

貸出冊数

（冊） 

182,125 180,356 167,455 155,770 142,928 

(目標 170,000) 

前年対比 97.4％ 99.0％ 92.8％ 93.0％ 91.8％ 

貸出者数（人） 52,200 52,246 48,506 45,505 41,945 

前年対比 96.8％ 100.1％ 92.8％ 93.8％ 92.2％ 

利用者数（人） 149,729 148,594 143,736 137,739 123,954 

前年対比 96.9％ 99.2％ 96.7％ 95.8％ 90.0％ 

登録者数（人） 8,805 8,500 8,247 8,118 7,885 

前年対比 92.5％ 96.5％ 97.0％ 98.4％ 97.1％ 
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【令和元年度 図書館利用状況表（指標別）】 
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

人口一人当たり

貸出冊数（冊）

登録者一人当た

り貸 出 冊 数

（冊）

人口一人当たり

蔵書冊数（冊）

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 県平均(H30) 

人口一人当たり 

貸出冊数（冊） 
5.6 5.6 5.3 4.9 4.5 4.5 

登録者一人当たり

貸出冊数（冊） 
20.7 21.2 20.3 19.2 18.1 10.0 

人口一人当たり 

蔵書冊数（冊） 
2.8 2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 

登 録 率（％） 27.3 26.5 25.9 25.6 24.9 45.0 

回 転 率（回） 2.0 2.0 1.8 1.6 1.5 1.6 
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②読書、図書館活性化事業 

（１）図書館事業 

事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者 

主要事業  

図書館まつり 

○絵本作家西村繁男原画展 

○雑誌・本のリサイクル 

○布の絵本であそぼう！ 

○布の小物をつくってみ 

よう 

○おはなし会 SP 

○おはなし会 

○ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ･抽選会 

令和元年10月31日（木）

～11 月 10 日（日） 

図書館内 

展示コーナー 

ギャラリー 

小ホール 

無料 

図書館の周知と幼児からの

読書習慣の意識づけを目的

とした図書館ボランティア

による実行委員会形式の事

業。 

課題：まつりを通じて図書館

の魅力を伝え、図書館への関

心が高まるようになること。 

対策（方向性）：現在のまつ

りの内容を検証し、来場者の

満足度を高めつつ、まつり実

施後の図書館利用につながる

ような工夫を加える。 

2,196 人 

(目標 1,000 人) 

主要事業  

図書イベント 

○本の福袋 

○おはなし会 SP 

  （七夕、クリスマス） 
令和元年度 

図書館内 

ギャラリー 

キッズコーナー 

無料 

読書習慣のきっかけづくり

を行い、読書の普及を通し

て図書館の活性化を図る事

業。 

課題：イベントの実施により、

子どもの読書習慣が身につく、

あるいは一般の図書館利用が

増加するようになること。 

対策（方向性）：町内の関係機

関や文化ボランティアとも連

携しながら、一過性のものでは

なく、ある程度持続した効果が

期待できるようなイベントを

企画し、実施する。 

177 人 

(目標 150 人) 

展示イベント 

○西日本読書感想画 

ｺﾝｸｰﾙ優秀作品展示 

   

令和元年度 

展示コーナー・ 

ギャラリー 

無料 

子ども達による感想文、感想画

を展示し、読書普及を図る事

業。 

780 人 

(目標 600 人) 

計）10 件 3,153 人 
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（２）図書ボランティアによる活動主要事業 

図書館ボランティア 5 グループが 1 年を通した活動として、各々の特色を生かした継続

的な事業を行いました。 

またグループの会長、副会長を中心に実行委員会を結成し、ボランティア活動発表の場

と読書普及に向けた「図書館まつり」事業を実施しました。 

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」 

（14 人） 

毎月第 2・第 4 日曜日 

第 1・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

った。 

40 回 

読み聞かせ 

「なしのはな」 

（11 人） 

毎月第 1・第 3 日曜日 

第 2・第 3土曜日 

14:30～15:00 

図書館内おはなしのへや 

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・ｷｯｽﾞ・ｽﾍﾟｰｽ 

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

った。 

44 回 

布の絵本制作 

「ひまわり」 

（10 人） 

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

本の制作を行った。 

18 回 

布の絵本制作 

布のおもちゃ作り 

「さつきの会」 

（8人） 

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

ンリーアイ館内のｷｯｽ ・゙ｽﾍﾟ

ｰｽの布のおもちゃの制作を

行った。 

32 回 

書棚整理・本の修理 

「虹の会」 

（23 人） 

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っ

た。 
73 回 

ボランティア懇談会 

令和 2年 2月 20 日（木） 

10:30～12:30 

視聴覚室 

図書館ボランティアとの意

思疎通と各ボランティア間

の交流を図るとともに、活

動の活性化と連携を深める

ことを目的とした懇談会。 

1 回 

計）５団体（66 人） 208 回 

  課 題  ：各ボランティアグループの指導者の高齢化と後継者づくり。 

対策(方向性)：ボランティアグループとの話し合いにより、年次計画を立てて後継者育

成のための研修や講演会、先進地視察などを実施する。 
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４．施設管理運営（公益目的事業６、収益事業等２、法人会計） 

① フィットネス関連事業 

健康について専門的知識を有したトレーナーによる適切な指導を行うとともに各種

スポーツ教室などを実施し、利用の促進を図りました。 

                  （単位：人） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用者数 37,354 39,089 40,837 41,694 38,021 

(目標 40,000) 

前年対比 111.0% 104.6% 104.5% 102.1% 91.2％ 

 

  課 題  ：安全で利用しやすい環境の整備。 

対策(方向性)：フィットネスジムの南側窓に遮熱フィルムを設置し、ランニングマシー

ンの熱による誤動作を防止した。 

 

② ランニングコース管理事業 

空調管理を適切に行うために日々温度と湿度を測定し、安全・快適な運動環境を確保

することで利用の促進を図りました。 

                  （単位：人） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用者数 52,759 51,828 52,574 55,349 47,951 

(目標 52,000) 

前年対比 ― 98.2% 101.4% 105.3% 86.6％ 

 

  課 題  ：コースが混雑したときの利用者の安全対策 

対策(方向性)：コース中央にラインを引き、ランニングゾーンとウォーキングゾーンに

区分けして安全性の向上を図った。 
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③ 施設管理全般 

 令和元年度の施設全体の総利用者数は363,277 人で、前年度と比べて51,972 人(12.5%) 

の大幅な減少となりました。これは、床改修工事に伴うアリーナの休館(2 月 1 日～3 月 15 

日)、新型コロナウイルス感染予防対策によるスプリングフェスタ Happy カルチャー! 2020 

の中止(2 月 28 日～3 月 1 日)と臨時休館(3 月 12 日～同月 31 日)が主な要因です。 

（利用者数）                              （単位：人） 

（利用率） 

  平成 30 年度 令和元年度 増 減 

ｳｴｰﾌﾞｱﾘｰﾅ 85% 88% 3% 

ﾊﾐﾝｸﾞﾎｰﾙ 61% 61% 0% 

小ﾎｰﾙ 92% 89% △3% 

全 体 59% 56% △3% 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

ｳｴｰﾌﾞｱﾘｰﾅ 53,611 52,883 48,489 42,631 46,130 

ﾊﾐﾝｸﾞﾎｰﾙ 34,588 33,522 35,378 34,856 26,789 

ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ 37,354 39,089 40,837 41,694 38,021 

小ホール 16,453 16,981 16,263 18,088 14,676 

展示・ｷﾞｬﾗﾘｰ 20,334 19,497 21,002 19,894 13,123 

図書館 149,729 148,594 143,736 137,739 123,954 

会議室など 46,406 48,080 43,514 41,286 32,384 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ 52,759 51,828 52,574 55,349 47,951 

ふれあい公園 21,365 27,562 18,418 23,712 20,249 

合計 432,599 438,036 420,211 415,249 363,277 

(目標 420,000) 

前年対比 154.0% 101.3% 95.9% 98.8% 87.5% 

■施設全体の利用率は56%で前年

度と比較して3%減少しています。

主要施設のウエーブアリーナ、ハ

ミングホール、小ホールの利用率

及び増減は、左表のとおりです。 
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（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 

２８９日 １７６日 ６１％  

  音楽 講演会 演芸 演劇 その他 合計 

利用件数(件） 42 10 121 12 10 195 

うち練習(件) 20 2 106 10 3 141 

 うち本番(件) 22 8 15 2 7 54 

利用割合(%) 21.5 5.1 62.1 6.2 5.1 100.0 

■ハミングホールの利用内訳（練習含む）は音楽 21.5％、講演会 5.1％、演芸 62.1％、演

劇 6.2％、その他 5.1％となっています。演芸（練習含む）の主な内訳としては、太鼓 23

件、舞踊 15 件、文化講座 54 件などです。※その他･･･町関連団体主催事業など 

【ウエーブアリーナ】 

開館日数 利用日数 利用率 

２８９日 ２５５日 ８８％  

  大会 イベント 練習 その他 合計 

利用件数（件） 44 10 998 13 1,065 

利用割合（％） 4.1 0.9 93.8 1.2 100.0 

■ウエーブアリーナの利用内訳は、大会 4.1％、イベント 0.9％、練習 93.8％、その他 1.2％

となっています。練習の主な内訳としては、バドミントン 289 件、バレーボール 91 件、バ

スケットボール 151 件、卓球 291 件等です。※その他･･･大会・催し物準備など 

【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 7,917 351 646 1,454 10,368 

利用割合 20.8% 0.9% 1.8% 3.8% 27.3% 

１
時
間 

利用件数 24,104 1,599 738 1,212 27,653 

利用割合 63.4% 4.2% 1.9% 3.2% 72.7% 

計 

利用件数計 32,021 1,950 1,384 2,666 38,021 

利用割合計 84.2% 5.1% 3.7% 7.0% 100.0% 

■フィットネスジムの利用内訳は一般 84.2％、中高生 5.1％、身障者 3.7％、各事業所の

互助会 7.0％となっています。1 時間及び 2 時間の利用率は 1 時間が 72.7%、2 時間が 27.3%

となっています。また、男女の内訳としては、全体が男 66.9%、女 33.1%で、２時間利用

（男 59.8％、女 40.2％）で１時間利用（男 69.6％、女 30.4％）となっております。 
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（施設使用料収入） 

 施設使用料収入は、工事に伴う休館や感染症予防対策のための事業中止、臨時休館の影響な

どにより、前年度より 3,068,395 円少ない 33,386,565 円となりました。収入の内訳は下表の

とおりとなっています。 

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

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

施設使用料 17,904,668 18,146,365 16,894,005 16,434,930 15,302,075 

冷暖房・備品 9,996,240 10,578,960 10,027,505 10,119,730 9,265,890 

ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ 9,015,750 9,349,250 9,841,250 9,900,300 8,818,600 

合計 36,916,658 38,074,575 36,762,760 36,454,960 33,386,565 

前年対比 104.2% 103.1% 96.6% 99.2% 91.6% 

 

 

【施設の改修・修繕状況】 

当財団が行った 100 万円以下の改修・修繕は 82 件です。そのうち本館部分は 40 件で、

主なものは「自動制御器電源ユニット交換」や「館内誘導灯交換」、「小ホールスポットラ

イト修繕」などとなっています。また、アリーナ部分は 17 件で、主なものは「ボイラー制

御修繕」や「ランニングコースライン引き」などです。外構・屋外は 11 件で「埋込アッパ

ーライト修繕」など、フィットネスジムは 14 件で「ガラス面遮熱フィルム貼り」などを行

いました。岡垣町が実施した工事では、長期営繕計画に基づいて令和 2 年 2 月から 3 月ま

での 1 ヶ月間アリーナを閉鎖して「アリーナ床改修工事」がありました。 
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３．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 

令和 2 年 3 月 31 日現在の役員及び評議員は次のとおりです。 

 （役員） 

役職名 氏名 就任年月日 

理事長 滝 純一 令和元年 6 月 13 日 

副理事長 門司 晋 令和元年 6 月 13 日 

専務理事   渡辺 一郎 令和元年 6 月 6 日 

理事   占部 久美子 令和元年 6 月 6 日 

理事   岩藤 秀一郎 令和元年 6 月 6 日 

理事   宮原 眞弓 令和元年 6 月 6 日 

理事   神谷  昌宏 令和元年 6 月 6 日 

監事   二宮 良則 令和元年 6 月 6 日 

監事   中村 好伸 令和元年 6 月 6 日 

（評議員） 

役職名 氏名 就任年月日 

評議員長 城戸 由紀夫 令和元年 6 月 17 日 

評議員   木原 大輔 令和元年 6 月 17 日 

評議員   佐々木 敏幸 令和元年 6 月 17 日 

評議員   秀島 義視 令和元年 6 月 17 日 

評議員   明石 浩一郎 令和元年 6 月 17 日 

評議員   平野 裕子 令和元年 6 月 17 日 

評議員   小早川 敬義 令和元年 6 月 17 日 

② 登記事項 

令和元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 

令和元年 6 月 6 日 福岡法務局 理事２名退任 令和元年 7 月 11 日登記 

令和元年 6 月 6 日 福岡法務局 代表理事２名退任 令和元年 7 月 11 日登記 

令和元年 6 月 6 日 福岡法務局 理事２名就任 令和元年 7 月 11 日登記 

令和元年 6 月 6 日 福岡法務局 理事５名重任 令和元年 7 月 11 日登記 

令和元年 6 月 6 日 福岡法務局 監事２名重任 令和元年 7 月 11 日登記 

令和元年 6 月 6 日 福岡法務局 評議員８名退任 令和元年 7 月 11 日登記 

令和元年 6 月 13 日 福岡法務局 代表理事２名就任 令和元年 7 月 11 日登記 

令和元年 6 月 17 日 福岡法務局 評議員７名就任 令和元年 7 月 11 日登記 
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③ 会議に関する事項 

（理事会の開催） 

年 5 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

に努めました。 

会議名 開催日 議案・議題等 

第 1 回 令和元年 5 月 21 日（火） 1.平成 30 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 令和元年 6 月 13 日(木) 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定について 

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定について 

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定について 

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考につい

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 令和元年 9 月 30 日(月) 1.平成 31 年 4 月から令和元年 8 月までの職務執

行の状況について 報告事項 

1.令和 2 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方針（案）について 

協議事項 

9.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポーツ 

振興財団育児・介護休業等に関する規程の制 

定について 

10.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポー 

ツ振興財団職員就業規則の一部改正について 

11.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポー 

ツ振興財団嘱託職員就業規程の一部改正につ

いて 
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12.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポー 

ツ振興財団アシスタント就業規程の一部改正

について 

13.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポー 

ツ振興財団臨時職員就業規程の一部改正につ

いて 

第 4 回 令和元年 11 月 12 日(火) 14.令和 2 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 

15.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポーツ

振興財団評議員会の招集について 

第 5 回 令和 2 年 3 月 14 日(土) 

（書面評決） 

2.令和元年 9 月から令和 2 年 3 月までの職務執 

行の状況について 報告事項 

※次回理事会にて報告 

16.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポーツ

振興財団職員の給与及び旅費規程の一部改正

について 

 

（評議員会の開催） 

  年 4 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いまし

た。 

会議名 開催日 議案・議題等 

事前説明会 令和元年 5 月 28 日(火） 第 1 回評議員会の議事内容について 

第 1 回 令和元年 6 月 6 日（木） 

（書面評決） 

1.平成 30 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 令和元年 6 月 27 日（木） 11.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポー

ツ振興財団評議員長の選任について 

第 3 回 令和元年 11 月 26 日（火） 12.令和 2 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 

 



27 
 

（評議員選考委員会の開催） 

  評議員が任期満了となったことにより開催した。 

会議名 開催日 議案・議題等 

第 1 回 令和元年 6 月 17 日（月） 1.委員長の選出について 

2～8 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ 

ーツ振興財団評議員の選任について 

 

（定例監査の実施） 

回数 開催日 内容 

第 1 回 令和元年 8 月 5 日（月） 令和元年度第 1 期（4/1～6/30）定例監査 

第 2 回 令和元年 11 月 7 日（木） 令和元年度第 2 期（7/1～9/30）定例監査 

第 3 回 令和 2 年 2 月 17 日（月） 令和元年度第 3 期（10/1～12/31）定例監査 

第 4 回 令和 2 年 5 月 1 日（金） 令和元年度第 4 期（1/1～3/31）定例及び決算 

監査 

 

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、技術向上及び職員の危機管理意識を高めるため、研修会を行いました。 

回数 開催日 内容 備考 

1 回目 平成 31 年 4 月 10 日（水） ・接遇マナー研修 

（会場：岡垣サンリーアイ） 

職員・アシス

タント対象

７名出席 

2 回目 令和元年 5 月 24 日（金） ･福岡県公立文化施設協議会監査 

（会場：岡垣サンリーアイ） 

専務理事 

及び職員対

象１名出席 

3 回目 令和元年 6 月 25 日（火） ・福岡県公立文化施設協会第１回理事

会及び総会 

（会場：北九州市立響ホール） 

専務理事 

及び職員対

象２名出席 

4 回目 令和元年 7 月 3 日（水） ・職員研修（広報・デザイン） 

（会場：岡垣サンリーアイ） 

 

 

 

職員対象 
９名出席 
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5 回目 令和元年 7 月 31 日（水） ・消防総合訓練 

（会場：岡垣サンリーアイ） 

職員・アシス

タント・委託

業者対象 
41 名出席 

6 回目 令和元年 8 月 8 日（木） ・岡垣町職員人権研修 
（会場：岡垣町役場） 

職員対象 

９名出席 

7 回目 令和元年 9 月 5 日（木） ･高圧ガス保安推進会議トップ 

セミナー 

（会場：アクロス福岡） 

事務局長 

出席 

8 回目 令和元年 10 月 23 日（水） ・高圧ガス保安活動促進集会 

自主保安促進大会 

（会場：福岡商工会議所） 

職員対象 
１名出席 

9 回目 令和元年 11 月 6 日（水） ･職員研修（クレーム対応） 
（会場：岡垣サンリーアイ） 

職員・アシス

タント対象 
16 名出席 

10 回目 令和 2 年 2 月 18 日（火） ･消防（机上）訓練：救急救命等 
（会場：岡垣サンリーアイ） 

職員・ｱｼｽﾀﾝ

ﾄ・委託業者 

41 名出席 

 

３．その他 

回数 開催日 内容 備考 

1 回目 令和元年 5 月 21 日（火） ・岡垣町工事監査（アリーナ LED 化

工事） 

（場所：岡垣サンリーアイ） 

事務局長 

出席 

2 回目 令和元年 7 月 15 日（月） ･職員採用一次試験：筆記 

（会場：岡垣サンリーアイ） 

受験者 

12 名 

3 回目 令和元年 8 月 2 日（金） ･第１回契約審査会（更新する業務に

ついて、対象業務（4 業務）の入札

方法及び契約期間について、今後

の契約審査会のスケジュールにつ

いて） 
（会場：岡垣サンリーアイ） 

副理事長 

専務理事 

神谷理事 

事務局長 

職員１名 

4 回目 令和元年 8 月 6 日（火） ･職員採用二次試験：面接 
（会場：岡垣サンリーアイ） 

 

受験者 

６名 
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5 回目 令和元年 10 月 15 日（火） ･第 2 回契約審査会（清掃･ビル管理

衛生、舞台技術者・設備管理業務の

指名選定、フィットネスジム業務

等委託業者の指名選定について） 
（会場：岡垣サンリーアイ） 

副理事長 

専務理事 

神谷理事 

事務局長 

職員１名 

6 回目 令和元年 11 月 26 日（火） ･第 3 回契約審査会（清掃･ビル管理

衛生、舞台技術者・設備管理業務の

入札結果、フィットネスジム業務

等の書類審査について） 
（会場：岡垣サンリーアイ） 

副理事長 

専務理事 

神谷理事 

事務局長 

職員１名 

7 回目 令和元年 12 月 17 日（火） ･第 4 回契約審査会（フィットネスジ

ム業務等の委託業者のプレゼンテ

ーション及び選考について） 
（会場：岡垣サンリーアイ） 

副理事長 

専務理事 

神谷理事 

事務局長 

職員１名 
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附 属 明 細 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元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。 


