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第９期第４回岸和田市文化振興審議会会議録 

１．審議会の名称 第９期第４回岸和田市文化振興審議会 

２．開催日時 平成２７年１月２９日（木）午後２時から 

３．開催場所 岸和田市立文化会館 創作実習室２ 

４．公開・非公開の別 公開 

５．出席者 金森委員、松本委員、藤田委員、塚本委員、吉野委員、

木津川委員、川﨑委員、新谷委員、藤原委員、肥田委員、 

                   以上１０名 

６．欠席委員 長田委員                以上１名 

７．事務局 大西文化国際課長、田宮担当長、佐原担当員、 

畑部担当員         以上４名 

８．傍聴者 なし 

９．次第 
１．開会 

２．案件 

  （１）文化振興計画について 

    －１ 庁内作業部会作業部会・同連絡会議の開催状

況・意見 

    －２ 政策決定会議 

    －３ （仮称）文化 花 咲かそう推進プラン 

（素案） 

  （２）文化振興事業について 

    －１ 平成２６年度事業 

    －２ 次代を担う子どもたちへの支援事業 

    －３ 文化会館３０周年記念事業 
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    －４ 庁内における文化振興事業の実施状況（平成

２５年度） 

３．その他 

４．閉会 

 

 

１０．その他  

会議録承認  
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【会長】 

案件の説明を事務局からお願いする。 

 

【事務局】 

（１）‐１庁内連絡作業部会と庁内連絡会議の開催状況・意見 

資料１ 計画策定にあたって市民・団体・行政の３つの組織が意見交換・検討をしており、

それぞれの会議の開催状況を一覧にしたもの。 

 

資料２ 

庁内作業部会・連絡会議で出た意見を、簡単にまとめたもの。 

 

公民館は特定の人が利用しているイメージがあり、もっと多くの人が利用し交流するため

には、仕掛けづくりが必要であるとの意見が作業部会であった。 

子どもの文化活動について、学校の先生より今の学校の話があった。授業時間の確保によ

り、行事が激減している。また生徒・教員数の減少により、クラブ活動の運営が困難にな

っているという話を聞いた。 

 

庁内連絡会議は部課長による意見交換の場だが、生涯学習課長から食文化は含まないのか、

学校教育部長から学校現場の負担について心配という意見があった。また表現について、

文化が崇高なものと読めるとの意見があった。小中学校の記載が多いが、産業高校の記載

もしてほしいとの要望もあった。 

 

政策決定会議が１２月に２回あり、計画の基本理念と基本目標を話し、最終的には了承を

得ている。各学校・園で文化活動の推進をしているので、この計画ができることによって

お互いに協力していきたい。在宅児童の取り組みを記載していたが、子育て計画や庁内の

他の分野の計画などとの整合性を十分取るように注意するよう指示を受けた。 

 

資料３ 

文化振興計画の名称を仮称ではあるが、「文化 花 咲かそう推進プラン」とした。前回の

審議会の資料から変更した箇所には下線を引いている。 

 

【会長】 

資料２ 「図書館は自由に行けるイメージがあるが、公民館は限定された人だけが利用し

ているイメージがある。」とあるが、公民館が限定された人にしか利用されていないのはな

ぜかが一番大事なことである。 

公民館が地域に支えられて市民が活発に行動しているかは、館長の姿勢一つである。公民
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館長が地域の中に溶け込もうとし、地域の人の創造性や意欲を燃え上がらせようと働きか

けをしている館長の公民館は、実に活発である。そうでない館長の公民館では、館が死ん

でしまう。それでも何人かは行くが、限定された人の利用になる。公民館長の資質だけが

公民館を活発にするものではないが、地域住民がそういう姿勢を持ってくれるように仕掛

けていく公民館長の役割・資質がものすごく大事と思っている。 

限定された人が利用しているのはなぜかということを、もう少し一緒に考えることが大事

ではないか。 

 

【委員】 

岸和田の公民館全部に行ったわけではないが、各地区の公民館は地域と密着していると思

うが、中央公民館は官僚然としている。私らでも敷居が高く入りにくく、入っても何をす

るところか分からない。他は中学校区ごとだが中央公民館は総括しており、全市的な公民

館という役割を担い、地区公民館ではないというよく分からない立場である。 

 

【会長】 

年に一回、公民館長対象の研修会を持つ必要があると思う。館長としての役割、資質は何

なのか、館長の働きかけ、姿勢一つで地域が活発にもなるとそういう事例を心得た研究者

は何人もいるから、そういう専門家に研修をぜひやってもらいたい。そうすると、一部の

限定された人の利用という公民館ではなくなると思う。 

 

【委員】 

公民館で講座を立ち上げるには、１０名必要との要件があったと思う。最初から１０名必

要というのは、やりやすくはない。 

公民館祭りに必ず参加しなくてはいけないので、やめるということもある。無料にするか

ら１０名としているのかもしれないが、それなら有料にするのも一つの案かもしれない。 

 

【文化国際課長】 

庁内で施設のあり方や、受益者負担のあり方など議論がされている。何らかの情報が出れ

ば伝えたい。 

 

【会長】 

案件の１－３ 文化花咲かそう推進プランについて説明をお願いする。 

 

【文化国際課長】 

資料３の構成どおりに整理をしているので、資料４と合わせて見ていただきたい。 
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第１章 １．プラン策定の趣旨 

文化振興条例の趣旨に基づき、岸和田市の文化振興に関する施策を総合的かつ計画的に推

進していくためにプランを作る。 

 

２．文化の定義 

このプランで取り扱う文化の定義・範囲は、国の文化芸術振興基本法で示された文化を対

象としつつも、それらを取り巻く様々な資源や財産を含めた総合的な文化振興をはかると

記載している。 

 

３．プランの位置づけ 

本市には岸和田市まちづくりビジョン（第４次岸和田市総合計画）があり、そこで示され

た施策を踏まえて、文化芸術振興基本法及び岸和田市文化振興条例に基づくプランと位置

づけしている。 

 

４．プランの期間 

プランの重点的な取り組みについては２７年度を起点にし、８年間を重点的な推進期間と

している。平成３０年度までの４年間は種まき、「きっかけ」の期間として様々な取り組み

の種を蒔きたいと考えている。平成３１、３２年度の２年間については、地域に芽を出す

期間として「はぐくみ」と位置づけをしている。平成３３、３４年度に花を咲かせていき

たい。そして平成３５年度から未来につないでいく。 

 

５．プラン策定の体制 

アンケート調査、庁内の検討体制や審議会で意見をいただく体制を整備。 

 

第２章 岸和田市の文化の現状と課題 

１．岸和田市の文化の背景とあゆみ 

先人たちが築いてきたことを整理。 

 

２．文化振興の現状と課題 

（１）現状と課題を、アンケート結果を踏まえて整理。 

（２）アンケート調査概要 

 

第３章 プランの基本的な考え方 

１ 文化振興の意義 

まちづくりビジョンが目指すまちづくりに、文化振興を通じて貢献していくことを整理。 
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２ 文化活動の形態と振興のあり方 

文化活動は、創造・発表・鑑賞・参加の形態がある。それらが一体的に発展していく必要

があると記載。 

 

３ 文化の担い手と役割 

市民・団体・市の役割を整理。 

 

第４章 文化振興の目的とプランの体系 

誰もが心豊かに暮らせる文化のまち、岸和田を目指すということを基本理念に掲げている。 

 

２ 基本目標 

基本理念の実現のために、４つの基本目標を掲げている。 

「Ⅰ．創造する力と生きる力、感性豊かな子どもを育む」、「Ⅱ．輪を広げる」、「Ⅲ．まち

の魅力を高める」、「Ⅳ．未来へつなぐ」という目標に沿って施策を展開。 

 

３ 施策体系 

総合計画の基本目標に対して、文化振興計画はどのような項目に影響を与えていき、関連

して施策を進めるのかを整理。 

例えば、基本目標の「Ⅰ．創造する力と生きる力、感性豊かな子どもを育む」という施策

推進では、まちづくりビジョンの基本目標、「生涯にわたって、能力を伸ばすことができて

いる」、「誰もが活躍することができる」という施策を意識し展開しようと考えている。 

 

第５章 施策の推進 

一番大きな柱になるが、基本目標に対する考え方と施策をどういう形で推進していくかを、

まとめている。 

 

第６章 文化施設、公共施設のありかた 

浪切ホール・マドカホール・自泉会館の役割とあり方に関して整理。 

浪切ホールは、文化活動の拠点として地域活性化の中核的な役割を担い、特に伝統芸能を

含む優れた舞台芸術を地域住民に提供すること、既存文化施設のネットワークを推進し地

域の文化力を高める活動を行うこと、まちの魅力や地域の活性化をはかる必要がある施設

として整理。 

マドカホールについては、市の文化振興施策の推進の拠点として、様々な行政施策と連携

した事業の推進をはかるという大きな役割を担っている。地域住民の目標や創造の中核的

な施設としての役割を果たすこと、特に子どもたちの活動を支え、鑑賞や体験の機会を充

実させるべき施設という役割を整理。 



7 

 

自泉会館については、国の登録有形文化財である建物を保存・継承し、音楽堂としての特

性を活かしたクラシックコンサートの開催や、小規模な展覧会の場を提供する役割を担う。 

さらに地域の魅力作りの向上や、文化活動を行う個人・団体の交流拠点としても館の役割

は大きいと考え整理した。 

 

３．公共施設の活用 

公民館、図書館や自然資料館などの生涯学習機能を充実させて、子どもたちや多くの市民

が文化活動をする機会の充実をはかると整理。 

また他の公共施設についても、市民や文化団体が主体的に行う創造活動や、発表活動の提

供の機会の充実に努めていき、今後も庁内と連携を取りながら拡充をしていく。 

 

第７章 評価・進行管理 

プランの進捗状況は、市が中心となり状況を把握していくことを考えている。結果は文化

振興審議会で報告をするので、今後の取り組みについて審議いただきたい。また市民から

意見を聞いたり、現場で課題の把握をしたり、必要に応じてアンケートも取っていく。文

化振興審議会の役割については、プランの進捗管理の点検・方向性の確認をしていただき

たいと考えている。プランの見直しが必要になれば、この審議会で審議いただくと考えて

いる。 

 

３．庁内文化振興連絡会議の設置 

行政内部において幅広い連携体制を構築し、プランの推進をはかる。文化振興の状況の確

認など、様々な施策の文化活動視点の事業連携のあり方について、連絡会議で議論しなが

ら、文化的な要素を取り入れた施策をしていきたい。 

 

４．浪切ホール・自泉会館指定管理者との連携・協力 

浪切ホールと自泉会館と連携を図ることと、定期的に事業のあり方や構成について協議し

ていきたい。また、それぞれの文化施設に対応する評価手法も考えていきたい。 

 

５．数値目標の設定 

まちづくりビジョンで示された資料を掲載。事業推進にあたっては、別途目標を設定する

必要があると考えている。 

 

第８章 資料 

各法令や組織の設置要項などを記載。 

資料４の２９ページは、三館の特色等、文化施設概要を記載する予定。 
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【会長】 

資料４の２６ページに記載の文化振興審議会、すなわちこの会議だが、年に数回開催しプ

ランの進捗状況や方向性の確認を行う。プランの見直しなどが必要となった場合に、審議

会に諮る。素案の見直しが必要となれば、審議会が審議するわけである。ここがそれだけ

頼りにされているわけである。 

 

この素案は、非常に正確な日本語で分かりやすく書いている。詩的な表現を役所は入れて

はいけないが、そうすると文章は面白くなく、豊かに膨らんでこない。反面、悪く言うと

味も素っ気もなく、潤いがない。正確な日本語で表現しながら潤いを、そして具体的な内

容を盛り込んでいきたいというのが、私からのお願いである。 

 

【委員】 

第６章 公共施設のあり方で、私は自泉会館の指定管理に関わっているが、山手にある「む

くの木ホール」、岸和田駅裏の喫茶店「のだて」、東岸和田の「ありがとさん」で、民間の

人が自由に使ってコンサートをしている。それらを共通に使う音楽家がいる。そういう場

所と自泉会館はどうつながるのだろう、どうあればいいのだろうと悩んでいる。市民が自

分で活動できるスペースを持って、そこがかなり重要な文化の生み出し場所になっていて

これからも増えそうな感じである。自分の持っているスペースに誰でも来ることができ、

暇な時にお茶でも飲んで何かをするために開放したいと考え、相談に来る人がいると聞い

ている。 

 

【会長】 

何人くらい集まれるのか？ 

 

【委員】 

「のだて」は約４０人集まれて、自泉会館のホールの約半分のスペースである。規則が厳

しくないから自由に使えるようである。民間の場所の位置づけを、プランに入れた方がい

いのではないか。市民活動の一つという考え方を、謳った方が良いのではと思うのが一点。 

もう一点は、７ページの現状と課題で、「情報網が乏しい」や「情報が手に入りにくい」な

ど否定的な要素が書かれているが、これは主観的な問題である。私は劇団をしている人間

なので知らせようとムキになるが、受け手にその気がなかったらどんなに耳元で囁いても

受け取らない。そこをうまく的確に示すような文章にならないかと思うが、無理な注文か？ 

 

【会長】 

庁内連絡会議で「文化を非常に崇高なものとして捉えている」との意見があったが、これ

が指しているのは文化振興条例の文章か、素案の文章に対してか？ 
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【文化国際課長】 

文化の範囲は、文化振興条例も文化振興についても国の文化芸術振興基本法に基づいてい

るとの話はしたが、その前に食文化はこの条例には含まないという話をした。それを受け

て、文化は崇高なものとのイメージがすると言われた。 

 

【会長】 

崇高なものとして文化を考えているわけではなく、身近に接している文化の問題を議論し

ているものである。 

 

【副会長】 

岸和田の計画は、子どもが前面に出るのが特徴でとても良いことである。基本目標の一番

目に、子どものことが出るのが誠に嬉しいし、自慢しても良いことである。 

それと並行して、前の審議会で女性のことを盛り込むべきではないかと、意見があったと

思う。 

子どものことを考えると女性、特に母親の文化の関わりが大事である。お母さんが子ども

を宿した時に、お母さんの文化度に影響され子どもの文化度が決まり、妊娠５ヶ月くらい

で子どもの人生が決まると言われているので、お母さんの文化度・文化体験が非常に大事

になる。市民の文化振興、文化活動の話をする時に、他の市に無い特徴として、分かりや

すく母親と表現していいと思うが、文言の中に「親子」とは出てくるが、もう少し具体的

にお母さんの文化体験をもっと活用していきましょうと書くといいと思う。 

 

【文化国際課長】 

「子育て世代が、子どもとともに文化活動ができる機会の充実」とは書いたが、母親の表

現を考えてみたい。 

 

【副会長】 

具体的に進めて行く時に、文化は市民が作るという考えは良いことだが、行政が主体的に

構築していく力をつけないことには、市民の文化度も上がらない。お金の問題になるが、

市としてしっかり種まきをすることをしてもらいたい。 

「行政の文化化」というが、文化は文化課という狭い範囲だけでなく、行政そのものが文

化という考え方がもっと全市に広がってほしい。庁内全体として文化をどう捉えるか、自

分たちの行政をするうえで文化が基本との考え方に立って文化に関わっているか、おざな

りになっているのであれば決して良いことではないので、市をあげて文化振興に取り組ん

でもらうことをより一層強めてほしいと希望する。このプランを考えていくうえで、その

辺をしっかり構築していかないと、どこかで市民任せのものになってしまう。 
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【文化国際課長】 

マドカホールが文化施策推進の拠点というイメージの中には、直営で運営してこれだけの

部屋を持っているということをフルに使わなくてはいけないのではないかとの思いはある

が、それを具体にどういう事業をするというのは今すぐに言えないが、もっと力を出すべ

きとは思っている。 

 

【委員】 

文章としては良くできているが、もう少し簡潔にまとめることが必要。「文化、文化」と書

いているが、タイミングも大事である。 

タイミングが大事というのは、ＮＨＫで「八重の桜」というドラマが放映されていたが、

八重も新島襄も岸和田に来たことがある。岸和田を宣伝する絶好のチャンスであると市に

言ったが、何もしてくれなかった。こういうチャンスの時期に、文章を作るのに力を入れ

ていたら困る。そして、またＮＨＫで「花燃ゆ」という吉田松陰のドラマが放映されてい

るが、吉田松陰も岸和田に来たことがある。岸和田藩の講習館の塾長である陽明学の権威

の相馬九方と話をしている。 

ということは、明治維新は岸和田藩からだとそれぐらいのことが言えないのかと。という

のは、明治時代の全国の文化の基盤のスタートは泉州である。岸和田煉瓦もあったし、い

とへんもあった、岸和田は大阪府下で３番、実際堺と一緒であるから２番である。 

今なら吉田松陰のドラマが放送されているので、岸和田は繊維産業の中心であったことを

上手に宣伝していく。それに乗れば非常に良い文化が発信できると考える。こういうきれ

いな文章と違って、生々しい事実がある。 

明治維新は岸和田からというキャッチフレーズを考えたら、非常に絶好のチャンスである。 

 

【委員】 

１７ページに「図書や楽器など文化活動に必要な学校備品の充実に努める」とあるが、現

役時代に一回だけ文部省が備品を調べに来た。台帳と楽器を見比べてあるか調べた。とこ

ろが市の監査は帳簿だけ、足らないものは無いかとか耐用年数を超えているから廃棄して

とかその程度、でもそれは仕方がない。 

今は家にピアノなどの楽器もあるので、家庭で豊かな音楽を聴きながら学校では耐用年数

が越えているピアノの音を聴く。きちんと調律していなくて音が狂っているとか、音楽の

先生は上に言えない。 

 

ある合唱部だが、音程が変だった。僕が音叉で調べたら音が狂っていた。これではどんな

に上手な合唱団もだめである。学校で修理してもらったら、とたんに上手になった。 

ダンスや演劇や美術は校内では盛んで、音楽に関しては興味ないと言われるが、子どもを

育てるうえで興味がないではすまされない。 
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貝塚の合唱コンクールは、親が来て静かに鑑賞している。市民会館がある時代には、子ど

もが騒いで叱ったことがあるが、今、浪切ホールで走る子はいない。そうやって時間をか

けて教育しているから、行儀の悪い子は減っている。 

 

【委員】 

孫が小学生の時は音楽会が学校の体育館であり、スペースも狭く保護者も学年ごとに入れ

替わって鑑賞していた。それでは音楽鑑賞でなくて自分の子どもを見にきているだけであ

った。また小学生の子どもは一生懸命しているのに、保護者の態度が悪かった。先生も子

どもも、いっぱい練習して本番を迎えているのに。 

中学生になり音楽会を浪切ホールですることになり、座席数も多く交代する煩わしさもな

く静かに聴かせてもらった。中学生の保護者だから小さい子を連れてくる人も少ないので、

場所のことだけでは決めつけることはできないが。 

マドカホールを鑑賞の場に提供するというのは、どんどんしていただけたらいいと思う。 

 

【委員】 

自分が考えている文化への思いが大きく広がり、生きる力のことまで書いているのがすご

いと思い読んだ。アンケートで「就労・子育て・介護をしているので、文化と接する機会

が少ない」という意見があったが、もう少しで定年という方との付き合いがあるが、これ

からは自分の生きがいをと考え、文化を模索している人が多い。探すときにまずどこに目

を向けるかと言えばチラシである。広告で入っている文化教室体験講座などを見るが、ほ

とんどが市外である。だからここにも書いてあるように、「地域と結びつく文化」この部分

を何とか、どうすればいいか具体的に分からないが、そういうニュアンスをあればいいと

思った。 

 

【委員】 

堺市は文化だけを別の冊子にまとめたものを、月に一度発行している。それを見れば市内

で何をするかは一目で分かる。 

 

【委員】 

これを読んで嬉しかったのは、「子ども」という文言がたくさんあり子どもが主体になり、

子どもを育てて行こうという所がたくさん出ているところ。少年少女合唱団を預かってい

る者としては、勇気が湧いてくる。支援してくれるところがあるということは、とても心

強い思いである。 

個々の子どもたちはいろいろな考え方を持っているが、その後ろには必ず親がいる。何か

をする時には、必ず親の意向が大きく関わってくる。具体的に言うとお金の問題で、バス

代がかかる、チケット代がかかるなどである。子どもだから親の力がすごく大きい。親の
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気持ちと子どもの気持ちが相反する時がある。子どもをなだめるのでなく、親の気持ちを

こちらに向いてもらえるように、いつもやってきている。やはり親の気持ち、考え方、環

境が少しずつ変わっている。１０年前はマドカホールで定期演奏会をするとなれば、親も

来ていた。今の親は入り口に子どもを運んでくるだけ。その時間子どもを置いておくだけ。

いろいろな考え方があるが、そういう親に対しても一緒に喜んでもらったり感動してもら

ったりしてほしい。それをどのようにしたらいいか日々頭を悩ましている。 

感性豊かな子どもに育てるのは、ものすごく大事なことだと思う。子どもはいろいろな刺

激をすぐに吸収し蓄えるので、すごく大きな力になる。それを後ろにいる親にどうやって

分かってもらえるかということが、大きな課題である。 

 

【委員】 

皆さんの意見を聴き、自分が一体何をすればいいのか悩む。 

これから岸和田のことももっと勉強して、自分が審議する立場でも教えていただくとの姿

勢を忘れないように常々思っている。これからも、自分がやれることはやっていきたい。 

 

【会長】 

○○委員からは良くできた文章であるが大学の論文のようだとの指摘と、文化的な施策を

やっていく場合、タイミングを逃してはいけないとの指摘があった。またテレビで紹介さ

れるという好機をなぜもっと活用しないのかという指摘もあった。カーネーション放映中

に、岸和田は何もしなかった。岸和田の観光産業、商売も含めてだがものすごく効果があ

ったが、本当にあれほど動かなかった市は珍しいと思うくらい何もしなかった。そういう

ことも含めて、やはりこういう機会はもっと活用していく必要があるとの意見をいただい

た。○○委員からは、良い演奏をするためには学校の楽器を点検する必要があるとの意見

が出た。そしてマドカ合唱祭で出場する合唱団の数が減っているのはどういうことかも含

めて、欠落部分を満たしていく必要があると思う。○○委員からは、子どもの発表会で親

は自分の子どもだけを見にくる。親の態度が感心できないとの意見をいただいた。子ども

にも辛いことである。市民会館の時代は子どもたちが走りまわっていたが、今はマドカホ

ール・浪切ホールで走る子はいない。以前は走っていたが今はいないというのは、教育の

力、影響が子どもに及んでいる。そうであれば必ず親にも影響及ぶので、働きかけが重要

である。昔は電車の車内で喫煙していたが、車内・構内は禁煙という放送を１０年くらい

続けると、今は駅で吸う人間はいなくなった。これは日本人の道徳性の非常に高いところ

だと思う。教育するということは上から目線だが、影響を及ぼしていく努力が我々の側に

も必要ではないか。 

○○委員からは、生きがいを見つけようという人が地域でも増えている。地域と結びつい

てその生きがいを見出してもらうのにどう行政が協力していくか、力になっていくかとい

うことを仰っていただいた。○○委員からは、子どもに重点を置いたプランなので読んで
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嬉しかった。ただ、子どもを大事にするのはいいが、後ろには親がいて親の意向が働く。

親の意向もはかりながら、親にこちらを向いてもらう努力をしていく必要があるとの意見

をいただいた。自分の子どもだけでなく、音楽全体を鑑賞してくれる親になってほしいそ

ういう働きかけも大事である。○○委員からは、これから岸和田の文化について自覚的に

関わっていきたいと仰ってくださった。そういう姿勢が、みんなに問われているものであ

る。 

私から一つ申し上げるが、次世代を育てるのは良いことだが、子どもより少し上の若者に

ついての視点が弱いのではないか。生涯学習については記述があるが、若者に対する文化

的アプローチも非常に大事である。女性の視点が弱いとの指摘があったが、女性も市民に

含まれているといえば含まれているが、行政がどのように我々を捉えていくかということ

は大事である。母親をどう考えるのかも案に盛り込んでもいいのではとの意見があったが、

それに関連して私は若者の視点も大事であると申し上げる。副会長から行政によるしっか

りした種まきが必要であり、行政が文化をどう捉えるのか、市民任せにはなってはいけな

いとの指摘があった。行政としての見解を出しながら一方的に引っ張るのではなく、行政

の無策にならないように、方針を出したら市民と検討し論議しながら良いものに協働して

練り上げていくことが必要である。それらをまとめて、素案についての全体の意見にさせ

ていただく。 

 

その次の文化振興事業について、事務局から説明していただく。 

 

【事務局】 

資料５ 

‐１①第５回アートマルシェは、これから実施する事業である。 

先程委員から何かをしたい時には市外にしかないとの話があったが、市内でも事業を組ん

でいるので、ぜひ興味のある講座には参加いただきたい。 

②自泉会館の指定管理者、岸和田文化事業協会に委託をしたもの。 

 

③３館合同事業としては、マドカホール、浪切ホール、自泉会館の３館の合同事業である。

今年度は影絵劇をする。 

 

－２ 次代を担う子どもたちへの支援事業 

大きく二つあり、①芸術鑑賞行事への支援で、市内小中学校が芸術鑑賞をマドカホールで

する場合は会場費と附属設備費を無料にする。平成２５、２６年度で一回ずつしか実績は

ない。 

②チャレンジ支援事業は、２５年度４回、２６年度は５回で昨年より増えている。昨年は

合唱だけであったが、今年は吹奏楽のコンクール参加のためにも利用があった。 
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‐３ 文化会館３０周年記念事業 

今年は文化会館が開館３０周年を迎えるため、さまざまな事業をしている。残っているの

が、Ⅰ．青少年鑑賞事業「かぶきのい・ろ・は」、Ⅱ．岸和田市文化協会創立６５周年記念

公演、３館合同事業の影絵である。影絵の素材、影絵の操作、朗読について市民が参加す

る。音楽はプロの演奏家で、少年少女合唱団も出演する。 

 

Ⅲ ３０周年記念誌発行事業は夏には発行できればと考えている。マドカホールの３０年

の歩みをまとめたものである。 

 

資料７は、昨年１０月に各課における文化芸術関係に関する調査を行った回答のまとめ。

各課の事務報告に基づいて依頼をした。事務報告の関係上、２５年度の事業結果となる。 

 

【委員】 

自泉会館は委託事業を請け負っているので、責任の重いことをしているのだなとしみじみ

と感じているところである。 

私が自慢するのは、高校生までが出場するジュニアコンサートである。その他には青年向

けのフレッシュコンサート、去年は一線を退いたがやっぱりやってみたいという年配の人

を集めてリフレッシュコンサートをした。非常に広い年齢層のコンサートをしているのは

多分他の館にはないと思う。 

 

【会長】 

岸和田が誇るイベントあるいは継承事業としては、だんじりが何と言っても岸和田の誇る

べき文化的、歴史的伝統である。大事にしていかないといけない。 

もう一つは濱田青陵賞である。青陵賞が持っている意義は大変大きい。濱田青陵賞は、歴

史的な古代のものに対する研究者に与えられる賞として、権威が年ごとに高まり岸和田の

見方が年々変わってきている。あのだんじりの岸和田がという驚きと、岸和田って良いこ

とするなあという評価になりつつある。だんじりだけの岸和田でなく、濱田青陵賞もある

岸和田と対になると思う。濱田青陵賞的文化的な事業がないかと、私もこれと言えないが、

文化的なものを満たすものができたらというのが私の希望である。 

 

２０ページ ⑦の「芸術家の活動拠点の創出の検討 芸術家が活動しやすい環境の整備に

努めます。芸術家の活動拠点の創出について短中期の規模から研究、検討進めます。」ぜひ

これを進めていただきたい。 

 

【副会長】 

芸術家の活動拠点の成功例で、淡路島の津名町がある。 
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津名町に世界中のビオラ奏者が集まりビオラコンクールをするが、世界中のビオラリスト

が民家に泊まる。言葉もお互いに通じない中で町の人と交流をし、「なんだ、普通の人やな

いか」という一方、舞台に立つととても上手で、そういうところから音楽の交流が始まり、

今や世界的にも津名町のビオラコンクールが有名になった。 

兵庫県でも美術家が集まり滞在し、展覧会に向けて作品作りをするところがある。村をあ

げて協力する。初めは大変であったらしいが、だんだん周辺の理解ができて、わが村の自

慢になっている。 

 

芸術家が滞在して浪切ホールでコンクールをして終わりではなく、町に定住をして市民と

関わって、片言で生活しながらも気心が知れてきて、コンクールの日は応援に行ったら昨

日は一緒に晩御飯を食べた人がすごい演奏をするなと、音楽ってすごいなとそういう事例

が、ぜひ岸和田でできればと思う。 

 

【会長】 

知恵を出していきたいと思いますね。 

今若い人がカニを食べなくなっており、城崎では将来カニだけでは山陰は持たないという

危機感が、イベントを開催することによっていろいろな人を集めようという試みになって

いる。 

その一端が城崎アートセンターの取り組みだが、岸和田ではそこまで危機感を持つことも

ないので心配することはないが、商店街が生き生きするような、浪切ホールがもっと外か

ら来てもらえるような魅力ある文化的岸和田にしていくための仕掛けが何か欲しいと思う。

これと言い出せないのが無念だが、これを編み出していく、あるいは編み出してきたもの

をすくいあげて評価して定着させて発展させていくというのが文化振興審議会の役割であ

ると思う。ぜひそのこともご理解いただき、これからもお力添えを頂きたいと思う。 


