
事　業　名 開　催　日 会　　場 内　　容

(1) 自主事業

　第22回ふれあいみんなの芸術祭 文化会館　　　　　3,000人

　　芸能大会　音楽会　舞踊
桜ヶ丘ミュージアム
　　 　　　　　　12,555人

　　茶席　華展　文芸大会　茶会 勤労福祉会館　　　1,396人

　　作品展　詩吟　他 その他  　   　　　 1,300人

　　計　   　　　 18,251人

(2) 主催事業 入場者総数　   4,011人

①イルカコンサート 　　7月1日（土） 豊川市文化会館 １回公演      　1,086人

②舞台 ミッドナイト・イン・バリ   　10月１9日（木） 〃 １回公演　　　1,034人

③三遊亭好楽・林家たい平　二人会 平成30年2月4日（日） 〃 １回公演   　　1,017人

④川井郁子・秋川雅史クラシックコンサート 平成30年2月25日（日） 〃 １回公演　　　　874人

（１）講座事業

事　業　名 開　催　日 会　　場 内　　容

①楽しい川柳講座 ３回講座　各回（水曜日）

 講師  豊川やしの実会
　　　　　鈴木太（他３名）

4月5日～　4月26日

②茶道講座Ⅰ（抹茶） 5回講座　各回（土曜日）

 講師 宗徧吉田流　水野清枝（宗清）
４月8日～　５月13日

③はじめてのフラダンス ５回講座　各回（土曜日）

 講師 ハーラウ フラ オ カプアノホマーリエ
　　　　　高木よし子

4月22日～　5月27日

④日本の心を歌おう-童謡・唱歌を通して- 5回講座　各回（水曜日）

 講師 ふるさと童謡の会　村上律子 5月10日～　7月5日

⑤陶芸はじめて講座 5回講座　各回（金曜日）

 講師 豊川作陶協会　金田貴子（他5名） 5月12日～　7月21日

⑥歌おう、弾こう 大正琴 3回講座　各回（木曜日）

 講師 琴伝流 大正琴 桜洲会 阿部和子（洲月） 6月1日～6月29日

⑦書道講座 5回講座　各回（金曜日）

 講師　本宮書道会 権田智昭（穂園） 6月30日～　8月11日

⑧茶道講座Ⅱ（煎茶） 5回講座　各回（土曜日）

 講師 煎茶松月流　鈴木正子（翠正） 7月22日～　8月26日

⑨茶道親子講座（抹茶） 2回講座　各回（日曜日）

 講師 宗徧吉田流　原　和美（宗美） 7月30日、8月6日

⑩華道初級講座Ⅱ　薫風流 5回講座　各回（土曜日）

 講師 薫風流　畑　美恵子（恵華） 　9月9日～ 11月3日（金）

⑪茶道講座Ⅲ（抹茶） 5回講座　各回（土曜日）

 講師　裏千家　内藤みどり（宗緑） 9月30日～　10月28日

⑫つるし飾り講座 5回講座　各回（木曜日）

 講師 つるし飾り「ひなクラブ」杉本洋子 10月19日～　12月7日

⑬茶道講座Ⅳ（抹茶） 5回講座　各回（日曜日）

 講師　表千家　鋤柄君代（宗君） 11月12日～　12月17日

１　文化・芸術に触れる機会を提供する事業

　桜ヶ丘ミュージアム
　会議室

　桜ヶ丘ミュージアム
　茶室 心々庵・和室

　ハートフルホール
　第2リハーサル室

　一宮生涯学習会館
　談話室

　受講者　　  8名

　受講者　　17名

　受講者　　20名

　受講者　    10名

　受講者　　12名

　受講者　　  9名

平成２９年度　事業実績書

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

　〔事業内容〕　文化に接する機会を提供しました。

　勤労福祉会館　音楽室

　受講者　　13名

　桜ヶ丘ミュージアム
　茶室　心々庵

　受講者　　  9名

　桜ヶ丘ミュージアム
　茶室　心々庵

　受講者　　10名

　受講者　　11名

11月３日（金・祝）の
｢文化の日｣を中心に開催

 豊川市文化会館、
桜ヶ丘ミュージアム他

２　文化・芸術に関する知識・技術の習得を目的とした講座及び体験活動を行う事業

〔事業内容〕　文化・芸術活動を行う環境を整備するため文化・芸術分野に関する知識技術の習得を図る機会を提供しました。

　桜ヶ丘ミュージアム
　第1実習室

　桜ヶ丘ミュージアム
　第2実習室・会議室

　桜ヶ丘ミュージアム
　第2実習室

　受講者　　15名

　桜ヶ丘ミュージアム
　和室（さつき・黒松）

　桜ヶ丘ミュージアム
　茶室 心々庵・和室

　受講者      12名

　桜ヶ丘ミュージアム
　茶室　心々庵

　受講者　　11名



（２）体験活動等

事　業　名 開　催　日 会　　場 内　　容

　　6月13日(火)
 
京都・御所、二条城 　参加者　 　44名

　 11月16日(木)
京都
相国寺、旧三井家下鴨別邸

　参加者　 　44名

　平成29年12月6日(水) 　参加者　　 28名

　平成29年12月8日(金) 　参加者　　 28名

　（１）活動助成事業

　（２）活動支援事業

　（３）協賛事業

事　業　名 開　催　日 会　　場 内　　容

  桜ヶ丘ミュージアム

  勤労福祉会館

　ウイズ豊川

　第２9回豊川市民まつり

　　「おいでん祭」

　第30回豊川市民まつり 駐輪場整理

　　 「手筒まつり」 (翌朝)会場清掃等で参加

事　業　名 発　行　日 発行部数 内　　容

　　［事業内容］　文化協会の活動を中心に、文化・芸術関する情報を会員等に提供しました。

　　　［事業内容］　地域文化の振興のため、加盟団体等の各種文化事業に後援等の側面支援を行いました。

　年３回発行
（１月・５月・９月）

　　　　・後援支援団体　　30団体

豊川市桜まつりイベントに 協
賛で参加

　　　［事業内容］　市及び商工会議所等の各種イベントに協賛し、参加しました。

桜花吟詠大会、
市老連短歌大会・俳句大会、
狂俳大会、市民川柳大会、
お茶コーナー

ステージ参加2団体、抹茶コー
ナー、盆栽展、
ゴミを持ち帰りまショー、
駐輪場整理で参加

３　文化・芸術の振興に関する助成等を行う事業

　　　［事業内容］　文化芸術活動を行う団体等への助成支援を行いました。

 豊川市野球場周辺

　　　　・ふれあいみんなの芸術祭参加団体　　21団体

４　文化の保存・伝承普及を図るため、地域文化に係る調査・資料収集を行い、その情報を市民に提供する
　事業

　利用者  　420名

 桜ヶ丘ミュージアム
 ロビー

 岐阜市・三甲美術館
 小牧市・メナード美術館

 豊川市野球場周辺8月26日(土)

　４月2日（日）～
　　　　４月20日（木）

　桜まつり

5月27日(土)・28日(日)

④美術館めぐり事業

③文化財めぐり事業

①市民呈茶事業

②お茶コーナー（ロビー呈茶）事業

 桜ヶ丘ミュージアム
 茶室　心々庵

(1)　機関紙｢豊川文化｣発行 　　３，0００部

イベント、講座情報等の充実(2)　広報事業 ホームページ「豊川文化」

機関紙の発行

　利用者  　169名
　　 8 回
（桜ヶ丘ミュージアム展、風景
の会絵画展、県美移動美術展）

　　18 回



事　業　名 開　催　日 会　　場 内　　容

（１）新年懇親会 　1月12日（金） 　市民プラザ 　参加人数　　172人

（２）愛知県文化協会連合会

　    県文連東三河部連絡協議会 　4月27日(木） 　蒲郡市
　
　東三河部の連絡協議出席

　    県文連東三河部芸能大会 　7月9日(日） 　蒲郡市（市民会館） 　東三河部の芸能大会参加

　    第42回県文連美術展
　9月27日（水）～
　　　　10月1日（日）

　愛知県美術館 　県文連の美術展参加

　    県民茶会 　10月15日（日） 　東郷町（総合体育館） 　県文連の県民茶会視察

　　[事業内容]　会員・文化団体相互の連携、協力を図る事業を実施しました。

５　その他この法人の目的を達成するために必要な事業


