
　　堺の文化創造の推進母体である堺市文化振興財団の各種事業について企画検討を行い

堺市における芸術文化の向上に資するため、下記の事業を実施いたしました。

１．文化事業の企画及び実施

(１) 各種ホール公演

1 「はばたけ堺！歓びを歌声に」第九コンサート (4/29)

2 第13回チャイコフスキー国際コンクール優勝記念

神尾真由子ヴァイオリン・リサイタル (6/10)

3 みはら浪曲サロン (7/12)

4 第38回堺市民能 (7/19)

5 ジョイフル・オーケストラ～オリンピック・イヤー～ (8/3)

6 第37回堺市新人演奏会 (8/24)

7 阪本順治　シネマ・グラフィティ (8/16・17)

8 堺シティオペラ生誕30周年記念　

オペラ　ガラ　マラソン（共催事業） (9/6・7）

9 音楽物語「銀河鉄道の夜」 （12/21）

10 ニューイヤージャズin栂　

(1/18)

11 太田雅音と仲間たちコンサート （2/8）

12 堺市民参加型演劇「ドラマシアターＳＡＫAI」 （2/14）

13 (3/8)

14 「はばたけ堺！歓びを歌声に」第九コンサート

（平成21年度開催）準備事業

(２) 「自遊空間SAKAI」

・ 井村隆作品展「『カラクリン』の原点は堺の風」 （9/23～10/7）

カラクリン対談（平田オリザ氏と井村隆氏） （9/25）

(３) その他

① 「VIEW２１コンサート」に参画（毎月第２金曜日）

※９・12月は市役所本館1階エントランスホールで開催

② 第66期名人戦　七番勝負第2局　前夜祭 （4/21）

第66期名人戦　七番勝負第2局（実行委員会事業） （4/22・23）

財団法人　堺市文化振興財団
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市役所本館エントランスホール

Ｍ・Ｃみはらホール

市役所本館エントランスホール

市役所高層館
21階展望ロビー

市民会館 大ホール

リーガロイヤルホテ
ル ３階 春慶の間

大仙公園内茶室 伸庵

栂文化会館 ホール

市民会館 大ホール

栂文化会館ホール

市民会館 大ホール

栂文化会館 ホール・全室

堺フィルハーモニー交響楽団　スプリング・コンサート

ウェスティ ホール

～アロージャズオーケストラwith坂本スミ子

市民会館 小ホール

ウェスティ ホール

栂文化会館 ホール

市民会館 大ホール

栂文化会館 ホール



２．文化に関する事業の受託・実施

(１) 第21回 阪田三名人杯将棋大会 (5/18)

(２) 堺自由都市文学賞

① 第20回 堺自由都市文学賞の選考 最終選考（7/1）

第21回 堺自由都市文学賞の募集 （8/1～1/15）

② 第20回 堺自由都市文学賞

　「表彰式」および「文学フォーラム」 (11/15)

(３) 第62回 堺市展 （11/12～30)

「表彰式」 （11/29）

「特別展」 （12/1～10）

(４) ヒストリックカー維持管理・活用事業

① 泉北倉庫でのヒストリックカー維持・管理 通年 泉北倉庫

② 当財団または堺市主催イベント等における出展

・ 堺南交通安全フェアー （4/13） 阪和鳳自動車学校

・ 東区民まつり (5/11) 初芝体育館

・ 泉州にぎわいフェスタ (8/17）

・ 北区域交流まつり (11/1) 金岡運動公園

・ 南区ふれあいまつり （11/9） 南区役所

・ みはら区民まつり (11/24)

・ ヒストリックカー見学会 (3/15) 泉北倉庫

・ ヒストリックカー本庁展示 （3/23～27）

③ ヒストリックカーの貸出展示

・ ＢＭＷディーラーイベント （1/9～13）

(５) 堺市立文化館展示事業

① アルフォンス・ミュシャ館　企画展

・ 画家としてのミュシャ　－絵画と素描－ （3/15～7/13）

・ ミュシャが出会った美神（ミューズ）たち （7/19～11/9）

・ ミュシャと世紀末芸術 （11/15～3/8）

・ 挿絵の魅力―ミュシャのブック・デザイン― （3/14～７/5）

② 与謝野晶子文芸館　常設展及び記念展

・ 常設展「与謝野晶子　生涯と作品」（第1期） （5/15～7/13）

・ 常設展「与謝野晶子　生涯と作品」（第2期） （9/19～11/9）

※3/28　ミュシャ館ワーク・ショップ「ミュシャの世界にふれてみよう」を開催

文化館 ギャラリー全室

市民会館 大集会室

ウェスティ ホール

千里阪急ホテル（吹田市）

与謝野晶子文芸館

市立美原中学校

市役所本館エントランスホール

※7/24　堺シティオペラのコンサートとお話「ミュシャとその時代」を開催

市役所高層館21階

関西国際空港

市立陵西中学校 体育館

アルフォンス・ミュシャ館

丸三楼 雪陵庵



・ 常設展「与謝野晶子　生涯と作品」（第3期） （1/17～3/8）

・ 常設展「与謝野晶子　生涯と作品」（第4期） （3/14～5/10）

・ 企画展「晶子さんの一日」 （7/19～9/15）

・ 特別展「生誕130年記念与謝野晶子と故郷堺」 （11/15～1/12）

※3/21に与謝野晶子文芸館セミナー「百首屏風を読む」を開催　講師：沖良機氏

３．文化団体等の育成・支援

　堺市文化団体連絡協議会及び堺美術協会等の文化活動に対する助成並びに文化事業

への後援・協力

(１) 堺市文化団体連絡協議会

① 堺市民芸術祭 （9月～11月）

特別企画「堺市いけばな展-堺市いけばな協会60周年記念」 （11/2～3）

(２) 堺美術協会

① 第47回堺美術協会展 （4/2～4/13）

② 堺美術協会「企画三人展」 (7/2～7/6)

(３) 後援名義

① 〈チャリティコンサート〉大正琴で奏でる愛と希望の交響曲 の後援　他（合計　22件）

４．文化活動の振興に資する普及・啓発事業

(１) ホール情報紙「＠S（アットエス）」の発行 （9・12・3月発行　計30,000部）

(２) チケットシステム

(３) ホームページでの情報発信

※随時更新により、迅速な情報発信を実施

※月1・2回のペースでホール公演情報をメールマガジンで配信

(４) マスコミ、文化団体等との情報交換

５．文化施設等の管理・運営事業（指定管理）

(１) 堺市立文化館（与謝野晶子文芸館、アルフォンス・ミュシャ館及びギャラリー）

(２) 堺市立西文化会館

(３) 堺市立栂文化会館

(４) 堺市民会館

※特別展開催に合わせ12/14に与謝野晶子生誕130年記念講演会を開催
　　講師：北野庸子氏、大浦一郎氏、古澤夕起子氏

堺市立文化館
ギャラリー

ホテル第一堺

栂文化会館　他

※当財団事務局・市民会館・栂文化会館・ウェスティの4ヶ所にチケットシステム端末を
設置し、販売。

　新聞、各業界紙への取材協力・情報提供、また催事に招待するなど、積極的にマス
コミ等との情報提供に努めた。



６．文化施設等の自主事業（指定管理）

(１) 堺市立文化館（与謝野晶子文芸館、アルフォンス・ミュシャ館及びギャラリー）

① アルフォンス・ミュシャ館

堺シティオペラのコンサートとお話「ミュシャとその時代」 （7/24）堺シティオペラ会員

ワーク・ショップ「ミュシャの世界にふれてみよう」

② 与謝野晶子文芸館

生誕130年記念講演会

「晶子が歩いた山之口商店街ほか」 （12/14）ギャラリーいろはに北野庸子氏他

セミナー「与謝野晶子と百首屏風」 （3/21）京都八幡高校講師沖良機氏

③ ミュージアムショップ

(２) 堺市立西文化会館

① 文化講座 （4～3月）

「ヨガ教室」　「パッチワーク（初心者・経験者）」　「手作りパン（初級・中級）」

「絵手紙」　「ししゅう教室」　「さき織り教室」　「カントリーラインダンス」　「健美操」

「民謡」　「わりばしで描くはがき絵」　「初夏のガーデニング」　「夏糸の編み物」

「夏休み講座（親子で体験）キッズクラフト＆ラッピング」　「ハワイアンフラ」

「秋の行楽弁当」　「小中学生の囲碁講座」　「わりばしで描くはがき絵（秋編）」

「パッチワークのテディベアー」　「ペン習字（年賀はがき）」　「コーラス」

「木目込人形（干支）」　「アートクレイシルバー」　「クリスマスケーキ」

「シフォンケーキ」　「シュトーレン」　「おせち料理」　「クラフト一日体験講座」

「フラワーアレンジメント」　「お雛様の献立」　「朗読」

② 文芸講座「芭蕉と旅する」 （4～6月）

③ 優秀映画鑑賞事業

ウェスティ優秀映画鑑賞会「櫻の園」他 (10/11・12）

④ ダ・カーポふれあいコンサート (11/16）

⑤ 舞台発表会

2009年あなたが主役！ダンス＆踊りinウェスティ（2/11）

⑥ 天羽明惠＆吉田浩之デュオコンサート （3/14）

(３) 堺市立栂文化会館

① 文化講座 （4～3月）

「鉄道模型を楽しむ講座（初級編）」　「パソコンで映像編集講座（朝・昼コース）」

「ガーデニング講座」　「初級　男性料理講座」　「季節の家庭料理講座（春・夏編）」

「手作りケーキ講座」　「パン講座」　「初めての陶芸講座（朝・昼コース）」

「絵手紙講座（朝・昼コース）」　「書道講座」　「プリザーブドフラワー講座」

「たのしいコーラス講座（混声コーラス）」　「パッチワーク講座（花の絵キルト）」

ウェスティ ホール

（通年）

ウェスティ ホール

ウェスティ ホール

ウェスティ ホール

（3/28）



「フランス刺しゅう講座」　「銀粘土＆七宝＆レジン講座（Ａ・Ｂコース）」

「フラワーアレンジメント講座」　「手描き友禅体験」　「シャドーボックス（デコパージュ）」

「浴衣の着付（朝・夜）」　「暑中見舞いを絵手紙で」　「親子で！万華鏡つくり講座」　

「ベネチアンペンダントと指輪を作ろう」　「はじめてのヨーガ」　

「太極柔力球をはじめよう」　「1日で作るトートＢＡＧポーチ付き」　「押し花体験教室」

「初心者のための水彩画講座」　「陶芸でえと作り」　「季節の家庭料理（秋・冬編）」

「パソコンで素敵な年賀状とカレンダー作成講座」　

「銀粘土・七宝焼のアクセサリー作り体験講座」　「楽しい手品体験講座」

「年賀状を絵手紙で」　「おせち料理」　「毛筆で年賀状」　「ペン習字で年賀状」

「クリスマス・リース」　「迎春フラワーアレンジメント」　「クリスマスケーキ」　「シュトーレン」

「おしゃれな陶のインテリアを手作りで」　「バレンタインケーキ」　「恵方巻き寿司作り」

「軽量樹脂粘土で花冠ひな人形作り」　「ひな祭りケーキ」　「ひな祭りすし」

「魔法の1本針で編もう」　「～写真で綴る物語～ＰＣでアルバム作り」

② 栂文寄席 （7/26）

③ 優秀映画鑑賞会

（11/21・22）

④ 洋画鑑賞会　「哀愁」　「誰がために鐘は鳴る」 （2/20）

⑤ 創作ミュージカル「GHOSTS」 （2/21）

⑥ 舞台発表会

栂文化会館利用サークル 舞台発表会 （2/22）

⑦ 作品展示会

栂文化会館利用サークル 作品展示会 （2/20～22）

※④～⑦は「フェスティバルin栂」と名付けた関連事業

(４) 堺市民会館

① ホール事業

1 レニングラード国立バレエ華麗なるクラシック

バレエ・ハイライトwith草刈民代 （8/23）

2 もう一度見たい映画見逃した映画「フラガール」 (9/18）

3 桂米朝一門会 (10/1）

4 もう一度見たい映画見逃した映画

「しゃべれども しゃべれども」 (12/11）

5 もう一度見たい映画見逃した映画「誰も知らない」 （3/12）

栂文化会館 ホール

栂文化会館 ホール

堺市民会館 大ホール

堺市民会館 大ホール

堺市民会館 小ホール

栂文化会館第1～
第3講座室・ 第1～
第2会議室・3階廊
下

堺市民会館 小ホール

堺市民会館 小ホール

栂文化会館 ホール

栂文化会館 ホール

栂文化会館 ホール

平成20年度 優秀映画鑑賞会「小津安二郎の世界」


