
Ⅰ．事業概要 

 

平成 27 年度は岡垣サンリーアイの指定管理者として 2 期 10 年間の最終年度で

あり、また、平成 5 年の施設開館から 22 年目を迎えた年でした。本年度も、当財

団は設立の目的である学習・文化・スポーツ・レクリエーションの促進と岡垣サン

リーアイの施設の利用増進に努めてまいりました。これからも、岡垣サンリーアイ

が地域住民に愛され親しまれる施設としてあり続けるためには、地域住民との協働

の文化づくりを推し進めることが重要です。このため本年度は人材育成事業の 2

年目となる「ステップアップ講座」の実施や、各実行委員会との協働による事業展

開など、生涯学習の拠点としての活動を展開しました。 

 一方、昨夏の台風ではハミングホールに甚大な被害が生じましたが、岡垣町が行

う復旧作業が進む中、利用予定の皆様への情報提供や利用相談など、安全で安心し

て利用できるよう調整に努め、影響を最小限にとどめることができました。 

このように台風による被害という不測の事態が生じましたが、複合文化施設の利

点を活かしながら、利用者に「時間と空間」、「場と機会」を提供でき、その結果、

今年度は年間利用者が 42 万人を超えるまでになりました。このことは、町内外の

多くの方から、利用しやすい施設として評価を頂いているとともに、岡垣サンリー

アイが地域住民の皆様の居場所として定着しつつあると確信しております。 

当財団は、現在そして未来の利用者ニーズを探り、またこれに応えることができ

るように次年度以降も努めて参ります。 

 

自主事業では、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。」を基本理念として、文化講演会、文化

講座、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。また、クラシックを身近に体感していただくことを目的に加藤由紀子バレ

エ教室と岡垣ミューズオーケストラの出演による「くるみ割り人形」公演を開催し、

チケットは完売し、当日は満席となりました。 

更に、平成 26 年度に開催した「アーツ・スポーツカレッジ」の修了生を対象に

「ステップアップ講座」を開講しました。受講生たちは、２つの卒業発表企画を自

らが企画立案、実施するとともに、ソーシャルネットワークサービスを利用した広

報活動にも取り組みました。事業の企画立案から実施までを実践形式で学習するこ

とを通して、受講生たちは事業実施に必要な経験を積みました。今後、受講生の中

から、新たに整備した「人材バンク」に登録し、「企画提案型事業」に取り組む文

化ボランティアが生まれることが期待できます。 

 

 

 



 公共図書館は、法律により図書等の資料を収集・整理保存し、広く利用に供し、 

利用者の教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とした施設とし

て定められています。岡垣サンリーアイ図書館は、図書館法に基づき、公共図書館

として利用者の多様なニーズに対応しながら図書資料の貸出や閲覧、情報提供、  

文化活動等の各サービス提供に努めています。 

その取組として、今年度は、普段貸出の少ない図書にテーマを持たせて紹介する

「企画本コーナー」を設置し、利用者に対する蔵書情報の提供と利用促進を図りま

した。また、今年度から夏季休暇を利用した「夏休み期間の子供達への読書支援事

業」として、子供向けの事業を実施しました。年間の図書館事業の柱として位置づ

けしている「図書館まつり」では、恐竜をテーマとした原画展やワークショップ、

人形劇やおはなし会等の親子で楽しめる催し物を実施しました。さらに、図書館の

魅力を高める取組として、岡垣町が寄贈を受けた絵画を館内に常時展示するように

しました。 

蔵書は、毎年度の更新や寄贈図書の受入により目標の 9 万冊に達しました。 

蔵書の住民一人当たりの貸出冊数は 5.6 冊で他の自治体図書館と比較するとやや

高い数値を示していますが、近年減少の傾向にあります。蔵書の貸出の他にも、図

書館資料の閲覧や調査研究、読書会、ボランティア活動等で来館する利用者も多く、

今後もより多くの人たちに利用していただけるよう、図書館サービスの充実と図書

館の魅力創出に努める必要があります。 

 図書館の運営にとって 5 つのボランティアグループは、なくてはならない貴重な

存在で、年間を通じて多大なご協力をいただいています。今年度は、福岡県の補助

事業「アンビシャス運動」に参加し、おはなし会で必要な知識を得るため研修会を

開催しました。また、助成金による絵本の購入や乳幼児向けの「おはなし会スペシ

ャル」を行う等活動の活性化を図りました。 

 

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、今年度も「中長期営繕計画」に沿った大規模改修について町と協議

を行い実施しました。 

財団の運営については、理事会・評議員会を適宜開催するとともに、役員及び評

議員の研修を実施し、先進地である「おりなす八女」及び「八女市総合図書館」や

「八千代座」などの視察を行いました。職員においては、接遇マナー研修や消防訓

練等を行い、資質向上に努めました。また、貸館事業については、新規のスポーツ

団体の誘致活動やリピーターの確保に努め、利用者の増を図りました。 

 

 

 

 



Ⅱ．事業活動 

 

１.自主事業 

（自主事業総括） 

平成 27 年度は、音楽 32、演劇 3、演芸 2、講演会 8、美術展 4、スポーツ 5、そ

の他 9、合計 63 事業を実施しました。 

鑑賞事業では、「いっこく堂ボイスイリュージョン with マギー司郎」を企画・実

施し、チケットは完売となりました。「いちご塾」は昼講演を 7，8 月の 2 回に増や

し、会員券 570 枚を販売しました。「カンタービレ・サロン・コンサート」では、

初めての試みとして、世界記憶遺産の山本作兵衛の原画を展示した中でのコンサー

トを実施しました。また、新規事業として、「大道芸バラエティーショー」を実施

し、満席となりました。 

参加事業では、平成 26 年度より開講している、地域の人材発掘と育成を目的と

した「サンリーアイ アーツ・スポーツカレッジ『ステップアップ講座』」を実施し

ました。卒業発表として、受講生が企画・運営した「北斗七星コンサート」と「ノ

ルディックウォーキングを始めよう!!」を実施しました。また、新規事業として“ク

ラシック”をより身近に感じていただくために「くるみ割り人形」公演を実施しま

した。加藤由紀子バレエ教室と岡垣ミューズオーケストラの協力により、チケット

は完売となり、当日は満席となりました。また、イベント企画集団『さんりん舎』

によるシニア演劇初心者を対象とした「演劇入門ワークショップ」を実施しました。 

スポーツ事業では、「第 16 回アジアバドミントンジュニアクラブ選手権 in 岡垣」

の試合形式を 1 試合 1 ゲームから 3 ゲームに増やし、ルールの変更を行った結果、

チーム数が前回より 20 チーム増え、79 チームが参加しました。 

 

【事業数推移】                      （単位：回数） 

事業ジャンル 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

音楽 34 32 32 31 32 

演劇 4 4 4 3 3 

演芸 1 2 0 0 2 

講演会 8 8 9 8 8 

映画 2 1 1 1 0 

美術展 2 3 5 4 4 

スポーツ 9 5 5 5 5 

その他 0 0 0 5 9 

合計 60 55 56 57 63 

 
※平成 27 年度事業ジャンルの「その他」は、「サンリーアイこどもキャンプ２」、「サンリーアイ アーツ・スポーツカレッジ『ステップアップ

講座』」、「北斗七星コンサート」、「ノルディックウォーキングを始めよう!!」、「新聞記者が語る報道最前線（全 3 回）」、「NHK 公開生

放送旅ラジ！」、「演劇入門ワークショップ」です。 
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【入場者数推移】                      （単位：人） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

入場者数 20,382 20,343 19,885 20,191 20,104 
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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、伝統芸能を紹介

する「大道芸バラエティショー」などの新規事業、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、6,247 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 19 

（全 3回） 

平成 27 年 4月 11 日(土) 

平成 27 年 5月 9日(土) 

平成 27 年 6月 13 日(土) 

19 時開演 

小ホール 

5,000 円（会員券） 

2,500 円（1回券） 

4月:久保田浩ﾄﾘｵ with深町宏ｼﾞｬ

ｽﾞｺﾝｻｰﾄ 

北部九州出身のﾐｭｰｼﾞｼｬﾝによる、 

ｼﾞｬｽﾞのｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾅﾝﾊﾞｰを中心とした 

演奏 

5 月:八尋三菜子ﾋﾟｱﾉ･ﾘｻｲﾀﾙ 

大宰府市在住の気鋭ﾋﾟｱﾆｽﾄ。来場 

者からのﾘｸｴｽﾄによる演奏ｺｰﾅｰを 

設けた。 

6 月:緒方もも ｳﾞｧｲｵﾘﾝ ﾘｻｲﾀﾙ 

飯塚市出身の若きｳﾞｧｲｵﾘﾆｽﾄ。曾祖 

父の炭鉱記録画家・山本作兵衛の 

作品を会場に展示。 

222 人 

(4 月 69 人) 

(5 月 83 人) 

(6 月 70 人) 

ふれあいコンサート 

in おかがき 

（共催事業） 

平成 27 年 7月 3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 

福岡教育大学の教員と 

学生によるコンサート 

～モーツァルトの残像～ 

平成 27 年 9月 13 日（日） 

14:00 開演 

小ホール 

1,000 円（当日 500 円 UP） 

｢文化の薫るまち｣を岡垣ｻﾝﾘｰｱｲ

より発信することを目的とした、

気軽にｸﾗｼｯｸ音楽を楽しむことが

できるｺﾝｻｰﾄ。福岡教育大学の協

力により開催。演奏：原田大志(ｳﾞ

ｧｲｵﾘﾝ)他、福教大学生 

133 人 

劇団飛行船 

マスクプレイミュージカル 

｢赤ずきん｣ 

「３びきのこぶた」 

平成 28 年 2月 20 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「赤ずきん」

とイギリス民話「３びきのこぶ

た」を題材にしたマスクプレイミ

ュージカル。 

1,016 人 

①530 人 

②486 人 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

いっこく堂 

ボイスイリュージョン 

with マギー司郎 

平成27年11月15日（日） 

14:00 開演 

ハミングホール 

3,000 円（当日 500 円 UP） 

最高のボイスイリュージョン、天才

腹話術師「いっこく堂」と抱腹絶倒

のお笑いマジシャン「マギー司郎」

のスペシャル・ライブ。舞台にスクリ

ーンを設置し、後方座席からでも楽

しめる内容。 

548 人 

大道芸ﾊﾞﾗｴﾃｨｼｮｰ 

お笑い玉手箱 

～ゆかいな仲間たち～ 

平成 28 年 3月 13 日（日） 

14:00 開演 

ハミングホール 

無料（要整理券） 

岡垣在住の伊賀氏を中心とした大

道芸人たちが全国から集結し、親

子で楽しめる猿回しやパントマイム

などを演じる。抽選会を実施。 

483 人 

いちご塾 

文化講演会 

Vol.22 

（全 8回） 

平成 27 年 4月 25 日(土) 

平成 27 年 5月 23 日(土) 

平成 27 年 6月 27 日(土) 

平成 27 年 7月 25 日(土) 

平成 27 年 8月 22 日(土) 

平成 27 年 9月 26 日(土) 

平成27年10月24日(土) 

平成27年11月28日(土) 

18 時 15 分開演 

(7・8 月のみ 13 時 30 分) 

ハミングホール 

10,000 円（会員券） 

4 月:増田明美(ｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ) 

5 月:ヨネスケ(落語家･ﾀﾚﾝﾄ) 

6 月:新垣勉(声楽家) 

7 月:香山リカ(精神科医) 

8 月:原口元秀(かえる寺如意輪寺住職) 

9 月:桂吉弥(落語家) 

10月:片山善博(慶應義塾大学法学部教授) 

11 月:小島慶子(ﾀﾚﾝﾄ･ｴｯｾｲｽﾄ) 

3,016 人 

(4月402人) 

(5月382人) 

(6月381人) 

(7月406人) 

(8月366人) 

(9月367人) 

(10 月 348 人) 

(11 月 364 人) 

新聞記者が語る 

報道最前線 

（全 3回） 

平成 27 年 9月 6日(日) 

平成 27 年 10 月 4 日(日) 

平成 27 年 11 月 8 日(日) 

13 時 30 分 

視聴覚室 

1,500 円(3 回セット券) 

800 円(1 回券) 

9 月:食卓の向こう側に見えるもの 

～口は命の入り口 心の出口 

佐藤弘(西日本新聞社編集企画委員) 

10月:振り込め詐欺からどう身を守るか 

伊藤完司(西日本新聞編集局社会部･「狙わ

れる老後～振り込め詐欺」取材班ｷｬｯﾌﾟ) 

11 月:ホークス選手の素顔 

久保安秀(西日本新聞編集局ｽﾎﾟｰﾂ本部 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ･ﾎｰｸｽ担当ﾃﾞｽｸ) 

134 人 

(9 月 48 人) 

(10月49人) 

(11 月 37 人) 

ＮＨＫ公開生放送 

旅ラジ！ 

（共催事業） 

平成 28 年 1月 21 日（木） 

午後 0時 30 分 放送開始 

ふれあい広場 

見学無料 

NHK ラジオ第一・FM「旅ラジ！」。

ラジオイベントカー「90（きゅうま

る）ちゃん号」が福岡県内 5 ヶ所（岡

垣町、筑後市、筑前町、宗像市、北

九州市）を訪れ、公開生放送を実施。 

100 人 

（計 20 回）  計）9件 6,247 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 16 件実施。「サンリーアイ アーツ・スポーツカレッジ ステップアッ

プ講座」のほか、町委託事業の「核兵器廃絶平和の町宣言事業」などを開催しまし

た。新規事業は、地域で活躍するバレエ教室とオーケストラの協力による「くるみ

割り人形」を実施しました。参加事業全体で 8,497 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 

岡垣町民吹奏楽団 

第 16 回定期演奏会 

（共催事業） 

平成 27 年 6月 21 日（日） 

14 時 

ハミングホール 

無料 

岡垣サンリーアイを活動拠点に地域

の音楽文化醸成に取り組む、岡垣町

民吹奏楽団の第 16 回定期演奏会。共

催事業として支援。 

 

473 人 

ぴあのリレーマラソン 13 

平成 27 年 7月 18 日（土） 

      ・19 日（日） 

①10 時②13 時③15 時 

※7/18（土）は 2 部まで 

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。209

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。 

 

727 人 

岡垣サンリーアイ PRESENTS 

加藤由紀子バレエ教室と 

岡垣ミューズオーケストラによる 

くるみ割り人形 

平成27年12月13日(日） 

14 時開演 

ハミングホール 

500 円（当日 100 円 UP） 

“クラシックをより身近に”をコン

セプトに、加藤由紀子バレエ教室と

平成26年6月に結成されたばかりの

岡垣ミューズオーケストラとの連

携・協力イベント。 

538 人 

いちご畑のコンサート 

(計 23 回) 

平成 27 年 4月 

～平成 28 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：23 団体、129 人 

682 人 

こどももおとなも 

ゆめフェスタ 

･サンリーアイ 

平成27年12月20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：マジック・バンバンハート 

2 部：北九州市少年少女合唱団 

3 部：サンリー村のモミの木物語 

 

333 人 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

第 14 回 

岡垣ふるさと物語 

～民話の劇とかたり～ 

平成 27 年 7月 5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：太鼓演奏 玄海古賀太鼓 

2 部：長助、旅の見聞記 

3 部：海、果てる先 

 

236 人 

演劇入門ワークショップ 

～あなたも岡垣の演劇人～ 

平成 27 年 4月 4日(土) 

       11 日(土) 

       18 日(土) 

       25 日(土) 

      5 月 2 日(土) 

イベント企画集団「さんりん舎」に

よる、演劇初心者（概ね 60 歳以上）

を対象としたワークショップ。 

(全 5回) 

5 人 

平成 27 年度 岡垣町 

核兵器廃絶平和の町宣言事業 

｢わたしたちのふるさと 

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 27 年 8月 9日（日） 

13 時 45 分開演 

ハミングホール 

無料 

岡垣町より委託を受け実施。町内小

学校5校の児童11名が出演者として

参加した。町外研修（長崎市）を実

施。『さんりん舎』のサポートを受

け、子どもたちが主体的に作品をつ

くり、発表。岡垣手話の会による手

話通訳。今回から町民参加の千羽鶴

コーナーや参加児童 OB･OG が参加。 

611 人 

第 18 回 

おはようスケッチ大会 

(共催事業) 

平成 27 年 7 月 20 日（月）

岡垣サンリーアイ 

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 

540 人 

第 14 回岡垣アート 

フェスティバル 2015 

（共催事業） 

平成 27 年 9 月 11 日（金） 

    ～21 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。 
1,500 人 

川原和彦 遺作展 

（共催事業） 

平成 27 年 10 月 8 日（木） 

    ～16 日（金） 

展示コーナー・ギャラリー 

無料 

岡垣美術家連盟、岡垣ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

実行委員として活動された画家・川

原和彦（岡垣出身・在住）の遺作展。

2013 年 12 月没。 

1,350 人 

第 7回教師による美術展 

（共催事業） 

平成 28 年 3月 17 日(木) 

～27 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。 
812 人 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

サンリーアイ 

こどもキャンプ２ 

平成 27 年 8月 19 日（水） 

・20 日（木） 

岡垣サンリーアイ全館 

2,500 円(参加費) 

地域の子ども達に、岡垣ｻﾝﾘｰｱｲに親

しんでもらい、文化ｽﾎﾟｰﾂ活動のきっ

かけを創ることを目的に実施。ﾊﾞｯｸ

ｽﾃｰｼﾞﾂｱｰ、文化･ｽﾎﾟｰﾂのﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、

調理体験、星空観察、きもだめし、

ｳｴｰﾌﾞｱﾘｰﾅでの宿泊などを行った。 

30 人 

サンリーアイ 

 アーツ・スポーツ 

カレッジ 

ステップアップ講座 

平成 28 年 4月 

～平成 28 年 3 月 

(計 20 回) 

小ホールほか 

1,000 円(資料代) 

26 年度修了生を対象に、事業の企

画・立案・運営をより実践的に学ぶ。 

卒業発表として、3月に 2本イベン

トを実施。 

のべ 

379 人 

北斗七星コンサート 

-目と耳と心で感じて- 

平成 28 年 3月 20 日(日） 

14 時開演 

小ホール 

500 円 

波津海岸から見ることができる「水

を汲む北斗」をテーマとしたコンサ

ート。 

1 部：ミニプラネタリウム 

～北斗七星のお話～・松田悠志 

2 部：銀河鉄道の夜 

～星の音楽物語～ 

朗読；松崎佐奈恵、演奏；GINGA 

3 部：星空コンサート 演奏；SION 

86 人 

ノルディックウォーキ

ングを始めよう!! 

平成 27 年 3月 27 日(日） 

10 時開始 

小ホール・ふれあい広場 

500 円（参加費） 

福岡ノルディックウォーキング協会

より講師を迎え、健康づくりの軽ス

ポーツとして注目されているノルデ

ィックウォーキングの解説と体験実

習。 

講師；福岡ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ協会 

   角洋一郎 

   波多江敦子 

   関孝成 

   川原洋子 

45 人 

（計 38 回） 計）16 件 8,497 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、5,360 人の入場者がありました。「アジアバド

ミントンジュニアクラブ選手権 in 岡垣」は、より参加しやすいように大会ルール

を一部変更しました。 

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 58 回全国大会予選 

第 35 回 

福岡県空手道選手権大会 

(共催事業) 

平成 27 年 4月 19 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

大会を同時開催。参加選手は、700

人。 

1,500 人 

2015 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 27 年 9月 6日（日） 

平成27年12月13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回開催。 

参加者 夏：215 人（41 ﾁｰﾑ） 

    冬：250 人（41 ﾁｰﾑ） 

530 人 

(夏 250 人) 

(冬 280 人) 

ときめきｶｯﾌﾟ in FUKUOKA 

2015 

(共催事業) 

平成 27 年 9月 19 日（土） 

～21 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 選手 667 人･ｺｰﾁ 182 人 

(48 チーム) 

800 人 

第 16 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27年10月10日（土）

～12 日(月) 

ウエーブアリーナ 

小低 6,000 円 

小高 10,000 円 

中男女 12,000 円（参加費） 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの普及発展とジュニア

の育成と交流を目的に、全国各地

の精鋭ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞが集い競い合う

選手権大会を開催。 

参加者 445 人（79 チーム） 

2,530 人 

（計 5回） 計）4件 5,360 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。」

を人づくりの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 27 年度は、昨年度

開講した「サンリーアイ アーツ・スポーツカレッジ」修了生を対象に、イベント

企画・運営の実践を学ぶ「ステップアップ講座」を開講しました。卒業発表として

2 本のイベントを企画し、実行委員会にて月 2 回以上の打合せを重ねるなど、充実

した活動を行いました。 

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) 

・5 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。 

 
25 回 

ｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ･ｻﾛﾝ･ｺﾝｻｰﾄ 

実行委員会 

(会議) 

・3 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。 

 

6 回 

ぴあのﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ 

実行委員会 

(会議等) 

・3 回実施 

(本番) 

・7 月 18 日(土)、 

19 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。 

 

 

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 11 日(金) 

～21 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 

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)6 回実施 

(組合せ)1 回 

(準備)1 回 

(本番) 

・10 月 10 日(土) 

～12 日(月) 

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。 

 

11 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)2 回 

(準備)2 回 

(本番)9/6(日) 

・12/13(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。 

 

6 回 

岡垣ふれあい文化塾 

『さんりん舎』 

(会議)毎月 1回 

(練習)23 回 

(本番) 

・7/5(日)ふるさと物語 

・8/9(日)平和事業 

・9/26(土)ﾌﾟﾗｻﾞ風と波 

・12/20(日)ゆめﾌｪｽﾀ 

(平和事業指導)14 回 

(ｶﾚｯｼﾞ)20 回 

(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)5 回 

(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。新規事業として「演劇

入門ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」を実施。平和事業に

は、協力団体として企画に深く関わ

り、ｻﾝﾘｰｱｲｶﾚｯｼﾞ「ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座｣

についても協力団体として参加。 

 

81 回 

加藤由紀子ﾊﾞﾚｴ教室と 

岡垣ﾐｭｰｽﾞｵｰｹｽﾄﾗによる 

「くるみ割り人形」 

実行委員会 

(会議)4 回 

(オケ練習)18 回 

(ﾊﾞﾚｴ練習)2 回 

(合同練習)5 回 

文化講座｢ｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴ｣講師が主宰す

るﾊﾞﾚｴ教室と岡垣初の市民ｵｰｹｽﾄﾗに

よる、地域住民に“ｸﾗｼｯｸ”に親しむ

機会を提供することを目的としたｺﾗ

ﾎﾞﾚｰｼｮﾝ企画のための実行委員会。 

 

29 回 

ｻﾝﾘｰｱｲ・ｱｰﾂ・ｽﾎﾟｰﾂ 

ｶﾚｯｼﾞ受講生による 

実行委員会 

(会議) 

・ｱｰﾄ  13 回 

・ｽﾎﾟｰﾂ 14 回 

・ﾒﾃﾞｨｱ 4 回 

ｻﾝﾘｰｱｲｶﾚｯｼﾞ「ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座」の卒

業発表として企画された「北斗七星

ｺﾝｻｰﾄ」と「ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ」事業の

ための実行委員会。活動内容はﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑの作成、当日の運営（全般）など。 

 

31 回 

  計）9団体 208 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、主催事業チケットの割引購入や抽選による招待

など「友の会」の特典を共有化し、機関紙での事業周知を相互に行うなど、会員の

増を図りましたが、会員数は 120 人と減少しました。 

 

【会員数状況】                           （単位：人） 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

会員数 226 169 164 167 120 

前年対比 107.6% 74.8% 97.0% 101.8% 71.9% 
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２．講座事業（公益目的事業３） 

【レギュラー講座】 

受講者数の増のため、新規講座の開講と既存講座の体験会実施に取り組みました。

新規講座を 7 講座開講し、旅行などで役立つ語学の講座（みんなの韓国語、海外旅

行のためのスペイン語）や団塊世代の方向けの趣味の講座（カービング、ハーモニ

カなど）をより充実させました。一方で、講座の廃講（舞踊(藤間流)）やダンス系

講座(タヒチアンダンス、ハワイアンフラダンス等)の受講者数減などの理由により、

全体として受講者数が前年比減となりました。 

（単位：講座／月平均） 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

講座数 104 104 102 101 105 

前年対比 107.8% 100.0% 98.1% 99.4% 103.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人／月平均） 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

受講者数 723 744 742 709 694 

前年対比 104.7% 103.0% 99.7% 95.5% 98.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【スポット講座・有料体験会】 

時節に応じたスポット講座を企画・実施し、またレギュラー講座受講者数の増の

ため、既存講座及び開講を目指す新規講座の体験会を実施しました。新規スポット

講座･有料体験会 7 講座（ひと夏のゆかたと帯の着つけ教室、空の旅 ＬＣＣ講座、

たのしい色鉛筆画、カルトナージュなど）を実施し講座数は増加しましたが、既存

の料理講座（すてきなおもてなし料理、パティシエの洋菓子レッスン）などの受講

者数が減少しており、全体の受講者数は前年比減となりました。 

（単位：講座／年） 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

講座数 108 104 88 87 91 

前年対比 108.0% 96.3% 84.6% 98.9% 104.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人／年） 

 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

受講者数 680 619 479 579 460 

前年対比 91.3% 91.0% 77.4% 120.9% 79.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【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 

サ
ン
リ
ー
ア
イ

・
カ
ル
チ
ャ
ー

・
フ
ェ
ス
タ 

第 7回 

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） 

平成 27 年 5 月 17 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」の受講生によ

る合同発表会。 

50 人 

第 26 回 

金丸歌謡教室発表会 

（共催事業） 

平成 27 年 7 月 12 日（日） 

ハミングホール 

無料 

「歌謡教室」講座の金丸講師が主宰

する金丸歌謡教室による発表会。 

ゲストとして舞踊(英流)が出演。 

350 人 

サンリーアイ 

０８７４
お は な し

クラブ発表会 

（共催事業） 

平成 27 年 8 月 22 日（土） 

視聴覚室 

無料 

｢読んで伝える」朗読トレーニング講

座の受講生による、絵本や紙芝居な

どの朗読会。 

30 人 

子どもたちによる合奏団 

ドリームジュニア合奏団 

第 15 回演奏会 

（共催事業） 

平成 27 年 8 月 23 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」講座の

貞国講師が主宰するドリームジュニ

ア合奏団による演奏会。 

300 人 

『たのしい色鉛筆画』講座 

大嶋拓司 作品展 

（共催事業） 

平成 27 年 9 月 22 日（火） 

～9 月 25 日（金） 

ギャラリー･展示コーナー 

無料 

「たのしい色鉛筆画」講座の大嶋講

師による作品展示会。後日、講座体

験会を実施 

300 人 

光田師追善演奏会・ 

おさらい会 奥本社中 

（共催事業） 

平成 27 年 9 月 27 日（金） 

和室 

無料 

「お琴教室」「尺八教室」講座の奥本

講師が主宰する奥本社中による演奏

会。 

50 人 

日本伝統工芸「能面」打 

麻生能忍展 

（共催事業） 

平成 27 年 11 月 27 日（金） 

～11 月 29 日（日） 

ギャラリー 

無料 

「日本伝統工芸「能面」打」講座の

麻生講師による作品展示会。11 月 28

日（土）にはオランダとの国際文化

交流を実施。 

250 人 

SOUL FO”NKY CUP 

（共催事業） 

平成 28 年 1 月 17 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。 

250 人 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者/参加者数 

サ
ン
リ
ー
ア
イ

・
カ
ル
チ
ャ
ー

・
フ
ェ
ス
タ 

西川幸夫スケッチ淡彩 

「四季彩」木屋瀬教室 

「遠賀川 61 キロの旅」 

（共催事業） 

平成 28 年 1 月 11 日（月） 

～1 月 21 日（木） 

ギャラリー 

無料 

「スケッチ淡彩画入門」講座の西川

講師が主宰する淡彩画教室「四季彩」

による作品展示会。 

300 人 

サンリーアート作品展 

（共催事業） 

平成 28 年 1 月 29 日（金） 

～2 月 7 日（日） 

ギャラリー・展示コーナー 

無料 

「油絵・水彩画」「はがき絵」講座の

原田講師と受講生による作品展示

会。 

770 人 

版画小品展 

（共催事業） 

平成 28 年 3 月 29 日（火） 

～4 月 5 日（火） 

ギャラリー・展示コーナー 

無料 

「小さな版画づくり」講座の田尻講

師による作品展示会。4 月 4 日（月）

には講座体験会を実施。 

350 人 

第 22 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！2016 

平成 28 年 3 月 4 日（金） 

～3 月 6 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；28 講座 

◇生花展示会；4 講座 

◇体験会；17 講座 

◇呈茶席；4 講座 

◇即売会；12 講座 

◇芸能祭；37 講座 

8,000 人 

サンリーアイ文化講座 

視察研修 

平成 27 年 9 月 30 日（水） 

山口県萩市 

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 

133 人 

いちご塾（文化講演会） 

舞台花制作 

平成 27 年 4 月 

～平成 27 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、平田講師)のご協力により、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。 

 

サンリーアイ伝統文化 

いけ花こども教室 

（共催事業） 

平成 27 年 4 月 

～平成 28 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；いけ花池坊講座  

講師）との共催事業。 

参加者 

30 人 

計）14 件 11,163 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 294 日でした。（このうち 5/25～5/29 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 28 年 3 月

31 日時点、登録者は 8,805 人でした。 

 

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

区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

一般書 

児童書 

ＹＡ書 

63,489 

22,317 

846 

63,836 

22,781 

1,441 

63,937 

23,454 

1,544 

64,517 

23,755 

1,603 

64,324 

24,321 

1,706 

合計 86,652 88,058 88,935 89,875 90,351 

前年度比 103.2％ 101.6％ 101.0％ 101.1％ 100.5％ 
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①図書貸出・情報提供事業 

多様なニーズに応えることで利用者の増を図るため、企画本コーナーの設置と絵

画の展示を行い、読書するために快適な空間の整備を行いました。 

しかし、貸出冊数及び貸出者数は引き続き減少し、年間貸出冊数は 182,125 冊、

年間貸出者数は 52,200 人となりました。なお、人口１人当たりの貸出冊数は  

5.6 冊でした。 

 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

貸出冊数（冊） 214,939 202,326 197,505 187,024 182,125 

前年対比 102.2％ 94.1％ 97.6％ 94.7％ 97.4％ 

貸出者数(人) 63,962 59,462 55,749 53,908 52,200 

前年対比 102.5％ 93.0％ 93.8％ 96.7％ 96.8％ 
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【平成 27 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) 

利用者数

(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 7,513 3,266 172 11 1,576 1,781 56 14,375 599 4,244 177 75 11,829 

５月 8,015 3,434 298 11 1,664 1,625 99 15,146 658 4,307 187 63 11,516 

６月 7,766 3,459 221 14 1,423 1,552 97 14,532 581 4,188 168 79 12,216 

７月 8,245 5,212 302 11 1,592 2,035 102 17,499 673 5,026 193 96 14,336 

８月 8,867 6,188 399 23 1,571 2,261 106 19,415 747 5,524 212 151 17,167 

９月 7,297 3,481 177 5 1,421 1,437 99 13,917 580 3,948 165 95 12,153 

10 月 7,979 3,737 269 19 1,607 1,523 133 15,267 587 4,335 167 65 12,457 

11 月 7,396 3,517 233 16 1,421 1,473 93 14,149 566 4,122 165 86 12,416 

12 月 6,991 3,090 266 14 1,341 1,363 100 13,165 572 3,757 163 70 9,739 

1 月 7,728 3,711 257 15 1,427 1,497 110 14,745 641 4,113 179 95 10,550 

2 月 7,634 3,706 268 18 1,509 1,575 83 14,793 616 4,181 174 145 12,363 

3 月 7,973 3,339 271 19 1,629 1,788 103 15,122 601 4,455 177 110 12,987 

合計 93,404 46,140 3,133 176 18,181 19,910 1,181 182,125 619 52,200 178 1,130 149,729 

構成比 51.2% 25.3% 1.7% 0.1% 10.0% 10.9% 0.6% 100.0%      

 

前年度 94,740 48,107 3,110 164 19,955 19,862 1,086 187,024 636 53,908 183 980 154,505 

増減 △ 1,336 △ 1,967 23 12 △ 1,774 48 95 △ 4,899 △ 17 △ 1,708 △ 5 150 △ 4,776 

 

H27 年度 

登録者数総数 

うち広域 倶楽部 

H26 年度 

登録者数総数 

うち広域 倶楽部 対前年比 

8,805 960 17 9,518 1,085 20 92.5% 
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【平成 27 年度 図書館利用状況表（指標別）】 
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平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 県平均(H26) 

人口一人当たり 

貸 出 冊 数（冊） 
6.6 6.2 6.1 5.8 5.6 4.9 

登録者一人当たり 

貸 出 冊 数（冊） 
22.0 20.7 20.0 19.6 20.7 14.6 

人口一人当たり 

蔵 書 冊 数（冊） 
2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 3.1 

登 録 率（％） 30.0 30.0 30.4 29.3 27.3 46.3 

回 転 率（回） 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.6 



②読書、図書館活性化事業 

 図書館事業は、本年度から夏季休暇を利用した「夏休み期間の子供達への読書支

援事業」を開催し、子どもの読書推進を目指した取り組みを行いました。 

また「図書館まつり」では恐竜をテーマにした原画展やワークショップの実施、

また人形劇やおはなし会等の親子で楽しめる催し物を開催しました。 

 

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 

「こま＆人気キャラクター

を折ろう！」 

平成 27 年 4月 26 日（日） 

10：00～11：30 

視聴覚室 

無料 

子ども読書の日にちなみ、

手軽で楽しめる折り紙の教

室を開催し子どもの読書推

進を図る。 

30 人 

夏
休
み
期
間
の
子
供
達

へ
の
読
書
支
援
事
業
～
図
書
館
を
遊
び
つ
く
そ
う
！
～ 

スタンプラリー 

「読書を楽しもう！」 

平成 27 年 7月 2日（木） 

～8月 31 日（月） 

10：00～18：00 

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。 

368 人 

西日本読書感想画 

コンクール優秀作品展示 

平成 27 年 7月 18 日(土） 

～24 日（金） 

9：00～22：00 

展示コーナー・ギャラリー 

無料 

九州、山口の小、中、高校

生が対象の西日本新聞社に

よる読書感想画コンクール

の優秀作品（77 点）を借用

し、展示することで読書普

及を図る。 

 

 

840 人 

 

 

夏休みＤＶＤ上映会 

平成 27 年 7月 23 日（木） 

30 日（木） 

14：00～ 

視聴覚室 

無料 

夏休み期間中の子ども達を

対象に身近で親しみ易さを

周知するため、図書館の視

聴覚資料（DVD）の上映会を

開催。 

60 人 

子ども料理教室 

「絵本に出てくる食べ

物をつくろう！」 

平成 27 年 8月 8日（土） 

10：00～11：30 

調理室 

無料 

夏休み期間を利用し、絵本

に出てくる料理をつくるこ

とで、子どもの読書推進を

図る。 

15 人 

ＷＯＲＫ ＳＨＯＰ 

「岡垣の自然を考える 2015」

アートで子どもと地域をつなぐ 

（工作教室） 

平成 27 年 8月 23 日（日） 

13：00～14：30 

展示コーナー 

 

岡垣の民話の朗読後に作品

を作成し、作成した作品を

展示する。 

郷土への関心を深め、関連

本の紹介を行い、子どもの 

21 人 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

  

（展示会） 

平成 27 年 8月 24 日（月）

～28 日（金） 

9：00～21：00 

無料 

読書推進を図る。 

 

職場体験受入 

平成 27 年 

9 月 11 日（木）、12 日（金） 

9：50～16：00 

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。 

3 人 

小、中学生読書感想文、 

感想画展示 

平成 27 年 11 月 5 日（木） 

～23 日（月） 

10：00～18：00 

図書館内 

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（94 点）を図書館に

展示。 

2,729 人 

図
書
館
ま
つ
り
～
と
び
だ
せ
！
も
の
が
た
り
！
～ 

ＷＯＲＫ ＳＨＯＰ 

「恐竜をつくろう！」 

平成 27 年 11 月 3 日（火） 

13：00～14：30 

ギャラリー 

無料 

子供達がクラフト紙を使用

し、原画展に関した恐竜を

作成し、展示。 
18 人 

「小泉澄夫」原画展 

平成 27 年 11 月 5 日（木） 

～8日（日） 

10：00～17：00 

ギャラリー 

無料 

絵本作家 小泉澄夫氏の恐

竜のイラストの原画を展

示。 280 人 

雑誌・本のリサイクル 

平成 27 年 11 月 5 日（木）、 

6 日（金） 

展示コーナー 

10：00～17：00 

無料 

ボランティア「虹の会」の

協力によって、保存期間の

満了し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。 

411 人 

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 27 年 11 月 7 日（土）、

8日（日） 

10：00～16：00 

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」

による布のおもちゃ作りの

講習(29 人) 

 

239 人 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

 

ポップアップおはなし会 

平成 27 年 11 月 7 日（土） 

12:20～13:40 

ギャラリー 

無料 

絵本原画展に関した絵本や

しかけ絵本の読み聞かせと

ポップアップカードの工作

教室を開催。 

32 人 

おはなし会スペシャル 

第 1弾 

平成 27 年 11 月 7 日（土） 

14：00～15：00 

小ホール 

無料 

人形ボードヴィル「ドラ」

による音楽に合わせて人形

たちが動きだす子供も大人

も夢中になるステージを開

催。 

125 人 

おはなし会スペシャル 

第 2弾 

平成 27 年 11 月 8 日（日） 

13：30～14：50 

小ホール 

無料 

①ボランティア「くすの木

の会」によるブラックシア

ター「およめさんにばけた

きつね」②劇団ぱれっと人

形芝居「ピノキオ」 

116 人 

本の福袋 

「図書館で「福」を手に入れよう」 

平成 28 年 1 月 4日（月）

～11 日（月） 

10：00～18：00 

図書館内  無料 

テーマ別に３冊セットで新

年の催しものである福袋と

して貸し出し、利用促進及

び読書普及を図る。 

108 人 

ボランティア懇談会 

平成 28 年 2月 18 日（木） 

11：00～12：00 

視聴覚室 

無料 

図書館ボランティアとの意

思疎通と各ボランティア間

の交流を図り、今後の図書

ボランティア活動の活性化

と連携を深めることを目的

に開催。 

38 人 

子ども図書館員 

平成 28 年 3月 26 日（土）、 

27 日（日） 

13：00～15：30 

図書館内 

無料 

図書館事業への理解を深め

るため、小学生による図書

館体験実習。本等の貸出や

返却、配架等を行う。 

16 人 

星空探検隊 

～春の星を探してみよう！～ 

平成 28 年 3月 21 日（月） 

18：30～20：00 

201・202 会議室 

ふれあい広場 

季節の星の説明を受けた後

実際に観測することで興味

を誘い、関連本の紹介を行

い子どもの読書推進を図

る。 

28 人 



事業名 開催日・会場・料金 内容 入場者数 

読書会 

毎月最終金曜日（全 12 回） 

10：00～12：00 

ミーティングルーム 

無料 

同一の図書を読み、その感

想を述べ合う。 
12 人 

おはなし会 

毎月第 2・4 土曜日、毎週

日曜日（全 74 回） 

14：30～15：00 

図書館内 

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。 

641 人 

          計）22 件 6,130 人 

 

 

③ボランティア活動 

図書館ボランティア5グループが1年を通しての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。今年度は福岡県教育委員会が取り組む「アンビシャ

ス運動」に参加し、福岡県から補助金を受け、おはなし会で必要な知識を得るため

研修会を開催するとともに絵本の購入をし、乳幼児向けに「おはなし会スペシャル」

を行い、活動の活性化を図りました。 

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」 

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。 

34 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 



ボランティア名 活動日・場所 内 容 活動回数 

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。 

36 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。 77 回 

計）5 団体 200 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、職員とアシスタントの育成を目的に「接遇マナー研修～

おもてなしの心～」や「ホールマナー研修」などを実施するとともに、職員を全国

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も積極的に参加させ、専門

的な知識の向上を図りました。また、危機管理意識を高めるために、年 2 回の消防

訓練やＡＥＤを使用した普通救命講習会を職員及び委託業者全員参加のもと実施

しました。 

施設管理面においては、今年度も経年劣化に伴う施設の改修などが多く見られる

ため、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。なお、施設の利用促進を図ることを目的に利用率の低かった視聴覚室を 8 月に

多目的施設として全面改修を行いました。また、過去 3 年間の省エネルギー対策が

評価され、今年度「九州地方電力利用効率化協議会長賞」を初めて受賞しました。 

 

 

 

 

【利用者数及び利用率について】 

①利用者数 

 平成 27 年度の総利用人数は 432,599 人（前年対比 154.0％）となり、目標であ

る 420,000 人は達成しました。前年度と比較して 151,696 人の増でした。内訳は次

頁のとおりです。 

 ウエーブアリーナの利用人数増の主な要因は、新規で 7･8 月に「第 52 回福岡県

中学校卓球大会とバドミントン大会」が行われたことや、8 月に「第 60 回福岡県

公民会大会」が開催されたことが挙げられます。 

 ハミングホールの利用人数増の主な要因は、10 月と 12 月に「中学生の未来に贈

るコンサート」が開催されたためです。また小ホールでは、利用人数が減となって

います。その主な要因は平成 26 年度に貸館で「さくらコンサート（ミニ箏）」「登

録販売者セミナー（コスモス薬局）」「20 周年記念コンサート（混声合唱オクトー

バー）」などが開催されたためです。展示・ギャラリーコーナーの利用人数減の要

因は、平成 26 年度にカルチャーフェスタ「創花フレール・クレール」や共催事業

の「教師による美術展（2 回）」などが開催されたためです。 

 

 

 

 

 



（利用者数）                           （単位：人） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

ｳｴｰﾌﾞｱﾘｰﾅ 52,377 47,937 51,510 46,362 53,611 

ﾊﾐﾝｸﾞﾎｰﾙ 35,697 38,553 36,142 33,900 34,588 

ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ 25,887 28,469 30,963 33,653 37,354 

小ホール 16,108 16,446 16,987 18,591 16,453 

展示・ｷﾞｬﾗﾘｰ 21,501 19,300 22,773 24,274 20,334 

図書館 63,962 59,462 55,749 53,908 149,729 

会議室など 43,679 45,681 47,471 48,064 46,406 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ ― ― ― ― 52,759 

ふれあい公園 13,643 27,428 18,633 22,151 21,365 

合計 272,854 283,276 280,228 280,903 432,599 

前年対比 100.0% 103.8% 98.9% 100.2% 154.0% 

 

 

 

②利用率 

  平成26年 平成27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 63% 74% 11% 

小ﾎｰﾙ 97% 92% △5% 

全 体   60% 60% 0% 

 

■岡垣サンリーアイの施設全体の

利用率は前年と同様となっていま

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 

３０７日 ２２６日 ７４％  

  音楽 講演会 演芸 演劇 その他 合計 

利用件数(件） 58 11 186 12 17 284 

うち練習(件) 37 0 168 10 11 226 

 うち本番(件) 21 11 18 2 6 58 

利用割合(%) 20.4 3.9 65.5 4.2 6.0 100.0 

音楽

20% 講演会

4%

演芸

66%

演劇

4%

その他

6%

【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 

３０７日 ３０７日 １００％  

  大会 イベント 練習 その他 合計 

利用件数（件） 64 15 1,278 16 1,373 

利用割合（％） 4.6 1.1 93.1 1.2 100.0 

大会

5% イベント

1%

練習

93%

その他

1%

【ウエーブアリーナ】
 

  

■ウエーブアリーナの利用内訳

は、大会 4.6％、イベント 1.1％、

練習 93.1％、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 386 件、バレー

ボール 147 件、バスケットボール

184 件、卓球 370 件等です。 

※その他･･･空手・運動教室など 

■ハミングホールの利用内訳（練

習含む）は音楽 20.4％、講演会

3.9％、演芸 65.5％、演劇 4.2％、

その他 6.0％となっています。演芸

（練習含む）の主な内訳としては、

太鼓 32 件、舞踊 35 件、文化講座

58 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 10,247 355 1,014 2,151 13,767 

利用割合 27.4% 1.0% 2.7% 5.8% 36.9% 

１
時
間 

利用件数 18,991 2,463 1,146 987 23,587 

利用割合 50.8% 6.6% 3.1% 2.6% 63.1% 

計 

利用件数計 29,238 2,818 2,160 3,138 37,354 

利用割合計 78.2% 7.6% 5.8% 8.4% 100.0% 

 

２時間

一般

28%

２時間

中高生

1%

２時間

身障者

3%

２時間

互助会

6%
１時間

一般

51%

１時間

中高生

7%

１時間

身障者

3%

１時間

互助会

3%

【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 23 年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

利用者数 25,887 28,469 30,963 33,653 37,354 

二時間券 15,631 13,418 13,516 12,960 13,767 

一時間券 10,256 15,051 17,447 20,693 23,587 
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■フィットネスジムの利用内訳

は一般 78.2％、中高生 7.6％、身

障者 5.8％、各事業所の互助会

8.4％となっています。1時間及び

2時間の利用率は1時間が63.1%、

2 時間が 36.9%となっている。ま

た、男女の内訳としては、全体が

男 71.5%、女 28.5%で、２時間利

用（男 62.3％、女 37.7％）で１

時間利用（男 76.9％、女 23.1％）

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、目標の 33,600,000 円に達成しました。また昨年と比較して

も1,496,178円の増となりました。内訳は施設使用料（備品・空調代含む）は624,128

円の増で、フィットネスジムも 872,050 円の増です。 

 

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

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

施設使用料 17,356,290 17,460,260 18,011,170 18,363,770 17,904,668 

冷暖房・備品 9,544,760 9,700,790 9,439,690 8,913,010 9,996,240 

ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ 7,350,600 7,511,250 7,994,300 8,143,700 9,015,750 

合計 34,251,650 34,672,300 35,445,160 35,420,480 36,916,658 

前年対比 97.9% 101.2% 102.2% 99.9% 104.2% 
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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 80 件で、その内訳として

は、本館側は 38 件で主な内容は「空調機ダンパ操作器交換工事」や「展示コーナ

ー柱破損補修工事」「図書館用高性能フィルター交換」など、アリーナ側は 34 件で

主な内容は「バスケットゴールアルミ枠の修繕」や「アリーナボイラー修繕」など、

外構・屋外は 8 件で主な内容は「風除室外のダウンライト修繕」などです。また、

岡垣町の長期営繕計画に基づき「視聴覚室・創作室・調理室等 空調設備更新工事」

や「視聴覚室改修工事」「非常放送設備更新工事」などを行いました。更に今年度

より町によるＬＥＤ照明改修工事によって、本館側の会議室等の照明をＬＥＤに交

換しました。 



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 28 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 27 年 5 月 25 日 

副理事長   山田 敬二 平成 27 年 5 月 25 日 

専務理事   渡辺 一郎 平成 27 年 5 月 25 日 

理事   田中 智子 平成 27 年 5 月 25 日 

理事   占部 久美子 平成 27 年 5 月 25 日 

理事   山下 重美 平成 27 年 5 月 25 日 

理事    原  憲司 平成 27 年 5 月 25 日 

監事   二宮 良則 平成 27 年 5 月 25 日 

監事   中村 好伸 平成 27 年 5 月 25 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 27 年 6 月 12 日 

評議員   小野 元次 平成 27 年 6 月 12 日 

評議員   花田 敏彦 平成 27 年 6 月 12 日 

評議員   中村 樹里 平成 27 年 6 月 12 日 

評議員   秀島 義視 平成 27 年 6 月 12 日 

評議員  明石 浩一郎 平成 27 年 6 月 12 日 

評議員   田口 龍子 平成 27 年 6 月 12 日 

評議員   門司 晋 平成 27 年 6 月 12 日 

② 登記事項    

平成 27 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 27 年 5 月 25 日 福岡法務局 理事２名退任 平成 27 年 6 月 12 日登記 

平成 27 年 5 月 25 日 福岡法務局 監事１名退任 平成 27 年 6 月 12 日登記 

平成 27 年 5 月 25 日 福岡法務局 理事２名就任 平成 27 年 6 月 12 日登記 

平成 27 年 5 月 25 日 福岡法務局 監事１名就任 平成 27 年 6 月 12 日登記 

平成 27 年 5 月 25 日 福岡法務局 理事５名重任 平成 27 年 6 月 12 日登記 

平成 27 年 5 月 25 日 福岡法務局 監事 1名重任 平成 27 年 6 月 12 日登記 

平成 27 年 5 月 25 日 福岡法務局 評議員８名退任 平成 27 年 6 月 19 日登記 

平成 27 年 6 月 12 日 福岡法務局 評議員８名就任 平成 27 年 6 月 19 日登記 



③ 会議に関する事項 

（理事会の開催） 

年７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 27 年 5 月 21 日 

 

1. 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 27 年 6 月 2 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 

第 3 回 平成 27 年 6 月 2 日 

 

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 4 回 

 

平成 27 年 9 月 28 日 

 

1.平成 27 年 4 月から 8 月までの職務執行の

状況について 報告事項 

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 28 年度事業方針（案）

について 協議事項 

第 5 回 平成 27 年 10 月 20 日 

 

9.平成 28 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 

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 6 回 

 

平成 28 年 3 月 15 日 

 

2. 平成 27 年 9 月から平成 28 年 3 月までの

職務執行の状況について 報告事項 

11. 公益財団法人岡垣サンリーアイ文化ス

ポーツ振興財団職員の給与及び旅費規程

の一部を改正する規程 

第 7 回 

 

平成 28 年 3 月 24 日 

（書面表決） 

12.事務局長の任免について 

 

（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 27 年 5 月 25 日 

 

1.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 27 年 6 月 26 日 11.公益財団法人岡垣サンリーアイ文化スポ

ーツ振興財団評議員長の選任について 

第 3 回 平成 27 年 11 月 16 日 

 

12.平成28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 

 

 

（評議員選考委員会の開催） 

評議員 8 名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 平成 27 年 6 月 12 日 

     

1.委員長選出について 

2～9 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 

1 回目 平成 27 年 4 月 23 日 

       24 日 

･全国公立文化施設協会九州支部 

 業務マネジメントセミナー 

①演題：「企業への支援依頼のコツ」 

講師：萩原 康子（企業ﾒｾﾅ協議会） 

②演題：「天井の耐震設計と耐震施工」 

 講師：塩入 徹 

2 回目 平成 27 年 6 月 17 日 ･職員研修 

ワールドカフェ形式 

 「大道芸フェスティバルの PR 方法」 

3 回目 平成 27 年 6 月 25 日 ・福岡県公立文化施設協議会研修 

演題：「地域に生きる劇場」 

講師：衛 紀生 

4 回目 

 

 

平成 27 年 11 月 25 日 

 

 

･消防総合訓練（実地訓練） 

遠賀郡消防及び日本消防機材   

5 回目 平成 27 年 11 月 26 日 

 

･福岡県公立文化施設協議会研修 

演題：「文化ホールにおける“攻め”

と“守り”～創客戦略への実践」 

講師：衛 紀生 

6 回目 平成 27 年 12 月 9 日 ･接遇マナー研修 おもてなしの心 

講師：栗原 景子  

7 回目 平成 28年 2月 16～19日 ･ステージラボ北九州セッション 

「ホール入門コース」 

講師：能祖 將夫 

8 回目 平成 28 年 2 月 17 日 

 

･ホールマナー研修 おもてなしの心 

 講師：栗原 景子 

9 回目 平成 28 年 2 月 24 日 

       

･消防訓練（机上及び実地訓練） 

遠賀郡消防及び日本消防機材 

･心肺蘇生及びＡＥＤ実践研修会 



 

 

 

 

 

 

附 属 明 細 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 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。 


