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はじめに 

竹の丸の活用 ～小さな上質な器として～ 

 

私たち NPO法人スローライフ掛川が、指定管理者として携わった 5年間は、日々、竹の丸の魅力に気

づかされる 5年間でもありました。市民が貸室利用する文化施設として、また観光のお客様が訪れる観光

施設としても、竹の丸はゆっくりくつろげるだけでなく、居住まいをたださせるような『小さな上質な器』でし

た。 

自主事業の中で、私たちは多様な事業を仕立ててきました。近代和風建築としての魅力を発信する事

業、歴史文化的なことを土台とする事業、古典芸能や現代アート、どんな事業をしても竹の丸はそれぞれ

にピタリとおさまります。竹の丸には、趣きの異なる魅力を包み込んでしまう空間としての「包容力」がありま

す。これは、他の文化施設には無い魅力です。 

ときに、竹の丸が『小さな上質な器』であることで助けられたことがありました。竹の丸では、観光と貸室と

いう矛盾する二つの利用の仕方を同時に果たしているため、貸室使用している部屋は見学できず、逆に静

かな活動をしている部屋では、見学者の声が耳に入ります。しかしここは、貸室利用者と観光客の双方に

「少しの不自由さを受け入れる」「共存を受容する」という、小さな努力を思い出す施設なのです。このよう

な大切なことを「学べる場」なのです。掛川市にこうした文化財があることに、私たちは市民としての誇りを

感じています。 

そして今、この竹の丸の魅力を損なわないよう、また空間としてのポテンシャルを最大限に引き出すため、

私たちがしてきた様々な活動と、そこから見えてきた「場」としての可能性をまとめてみました。どうぞご拝読

いただければ幸いです。 

NPO法人 スローライフ掛川 

代表理事 石山有子 

竹の丸管理事務所 館長 
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■ 竹の丸活用の可能性 
私たちは、竹の丸という「場」の持つポテンシャルを、様々な切り口で引き出しました 

 

 

「竹の丸」

人と人を

つなぐ場

①地域を知る

②ツーリズム
提案

③文化財に

ふれる

④新たな活用

⑤上質な空間

⑥掛川から

発信

②の事業例 

・縁側カフェ  

・竹の丸、掛川城周辺ガイド 

・サイクルツーリズム 

・ガイドブック、冊子の設置 

③の事業例 

・地元４高校とのコラボレーション 

・地元小・中学校生の見学 

・市民参加型「年末大掃除イベント」 

・夏戸の衣替え 

・竹の丸館内ガイド 
④の事業例 

・サテイライトカレッジ的な利用 

・近代建築研究者、大学の先生等の講演 

・郷土史、[文化][歴史][建築]に興味を持つ市

民、市民活動に関わる人たちとのつながり 

・音楽、能、演劇での活用 

 

⑥の事業例 

・YouTube上で、全世界へ竹の丸動画

の配信 

・地域 SNS全国フォーラム in掛川 

の会場 

・紙媒体やインターネット上での 

情報配信 

 

①の事業例 

・郷土の歴史や文化を再確認する講座 

・文化、講演など気軽に楽しめる講座 

・掛川の歴史展示、写真展 

・葛布に関する展示、体験会 

 

 

 

⑤の事業例 

・観月会、夜間庭園の利用 

・迎賓館的な利用 

・様々な市民活動団体が貸室として利用 
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①地域を知る 
市民と、地域の「歴史」「文化」「暮らし」をつなぐ 

 

 

◎郷土の歴史や文化を発信 
 ⇒市民が教養を深めたいというニーズ 

 

「竹の丸塾」「てらこや竹の丸」「企画展示」は、郷土の歴史や文化を再確

認する場となっています。 

 

 

◎暮らしの中で貸室活用 
⇒場の持つ魅力が、ファンをつくる ⇒ 貸室のリピーター率の高さ 

 

市民が活躍する催事、会議、講演会、絵手紙、俳句、謡の稽古、ヨガ等

など暮らしの中での貸室活用で使われています。 

 

  

◎防災拠点としての試み  
⇒震災支援の会と協働事業 

 

竹の丸が防災拠点として可能性も視野にいれ、東日本震災支援掛川市

民の会と協働活用を試みています。９月に発生した台風１４号の時は、ホー

ムページなどインターネット上で竹の丸の開館情報を掲載し、防災に対応し

ています。 

 

  

◎葛布の織り体験、葛布展 

達人に学び伝える会との共同葛布展、月２回は達人に学び伝える会の葛

苧作りの作業場になっており、掛川の伝統工芸の発信を行っています。  

 

竹の丸塾「掛川城を巡る戦い」 
 

てらこや竹の丸「蕎麦打ち体験」 

 
企画展示「昭和の掛川 写真展」 

 
てらこや竹の丸「和室の作法」 

 
市民の貸室利用「歴史教室の民話劇」 

 
震災支援の会とのコラボ企画 

達人に学び伝える会との共同葛布展 葛布の織り体験 
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②ツーリズムの提案 
  訪れるお客様を、おもてなしする場、癒しの場として 

 

 

◎おもてなしする場、癒しの場 
滞在時間が長くなる  ⇒ 竹の丸から発信する観光の拠点へ 

 

静岡県内の観光情報冊子や掛川市施設のパンフレットをおくことで、 

掛川の案内どころ、ゆっくり休める場所としての役割があるように考えられます。

縁側カフェの運営、竹の丸ガイド、竹の丸見どころ動画の再生により、 

滞在時間が長くなり、おもてなしする場として環境を整えています。 

 

 

◎サイクルツーリズムの拠点 

 

既にサイクルツーリズムの拠点にもなっており、自転車で掛川市内をめぐる 

ツアーを企画しています。 

 

 

◎掛川城周辺ガイドツアー 

 

掛川城周辺をめぐるツアーのスタート・ゴール地点として、ソフトの整備（ガイド 

ツアー、パンフレットなどの充実）をすすめています。 

 

縁側カフェ 

 
名物の復活「あめのもち」 

 
静岡県内の観光情報冊子など設置 

 
竹の丸見どころ動画マップ 

 
サイクルツーリズムの拠点 

 
市内小学生の見学・郷土学習 

 

掛川城周辺の学習 

 

館内ガイド 
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③文化財にふれる 
 文化財に触れ合う場、本物の中で活動する場として 

 

 

◎文化財の中を身近に感じる 
⇒文化財の知識を深める 

 

竹の丸の建物、文化財の知識を深める場として、近代和風建築の講座、大

掃除イベント、夏戸の入れ替え、竹の丸見どころ動画の再生などを実施してい

ます。 
 

 

 

 

◎地元高校生とのコラボレーション企画 

⇒次世代につなぐ  

将来、「竹の丸で踊ったよね」「竹の丸で活けたよね」 

 

日頃の部活動を発表する場として市有形文化財「掛川市竹の丸」を提供

することで、高校生たちに地域の文化財を身近に感じてもらうとともに、私たち

大人も地元の若者たちとの新たなつながりを生みだそうというものです。 

 

  

 

年末の大掃除イベント 

 
年末の大掃除イベント 

 
夏戸の入替え 

 
近代和風建築のワークショップ 

 
高校生コラボ「ものづくり講座」 

 
高校生コラボ「呈茶」 

 

掛川祭「かんからまち」 

 

掛川祭「奴道中」 
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④新たな活用 
様々な切り口で人が集まり、新しい動きを創出する場として 

 

 

◎文化の発信 
⇒竹の丸施設の設置目的「市民文化の発展に寄与」に含まれる 

 

多くの市民に楽しんでいただけるよう 掛川祭・能・演劇・観月会・室内管弦

楽・企画展示・ライブなど、多方面で活用しています。 

「竹の丸ゼミ」は、市民向けのサテライトカレッジです。静岡文化芸術大学の先

生達を講師に迎え、高い教養・講座を受けられる機会です。 

 

 

 

◎専門家たちによる講演 
⇒近代和風建築の知識を深める 

 

近代和風建築研究者、大学の先生、職人さんなど、それぞれの立場から見

える竹の丸の良さを講演していただき、市民に伝えています。 

 

 

 

◎郷土史、文化や歴史や建築に興味を持つ市民、 

市民活動に関わる人たち 

 

竹の丸塾、女性史編纂、高校生とのコラボ企画、写真展、郷土歴史展など

開催し、市民の皆さんが楽しみ、勉強する場、成長する場として提供することで、

質の高い交流が生まれています。 

  

 

能 

 
名工「櫛」の展示 

 
観月会 

 
室内管弦楽 

 
高校生コラボ「ものづくり講座」 

 
高校生コラボ「三社祭礼囃子」 

 
 

常葉大学 土屋和男准教授に 

よる近代和風建築講座 

 
 

企画展示「年表にみる近代掛川

の発展に尽した人々」 
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⑤上質な空間 
空間の持つ力が、貸室空間を“上質なもの”へ 

 

 

◎貸室、リピートの高さ 
⇒竹の丸自体の空間の場の魅力 

 

竹の丸自体の雰囲気、場が魅力となり、貸室や催事の利用で高い評価を

いただいています。 

 

 

 

◎迎賓館のような役割 
⇒文化財でありながら、休憩やのんびりできる 

 

市民、企業が来客を接待する場としても利用されています。平成２４年 全

国お茶祭りの際には、静岡県知事の休憩場所としても使用されました。 

 

 

 

◎竹の丸の魅力発信 
⇒建物や庭園のご案内 

 

 

 

 

 

場のもつ魅力（貸室イベント） 

 
場のもつ魅力（貸室イベント） 

 

リピートによる貸室（華道展） 
 

リピートによる貸室（煎茶会） 

 
のんびりできる場所として 

 

 
美しい竹の丸で 

入館者をもてなす 

 

紅葉の庭園 夜間を開放 

 

２階から望む掛川城は見どころ 
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⑥掛川から発信 
全国、全世界へ発信する場として 

 

 

◎掛川の「文化、歴史、教養ゾーン」の発信拠点として 

 ⇒多様な媒体を活用できるスキル、全国に広がる多彩な人脈を活かす 

 

◎掛川城周辺のめぐり方提案 

 

 紙媒体  

・TAKENOMARU くちこみ通信の発行  ※掛川城、大日本報徳社等と連携 

・市民主体で制作した「まち本！（掛川のここがいいじゃんガイドブック）」の活用 

 

 インターネットで情報配信  

・竹の丸ホームページ、ブログ、地域 SNS「e-じゃん掛川」、Facebookで発信 

・「竹の丸見どころガイドマップ（動画 QR コードつき）」で制作した動画の上映 

 ※日本語版と英語版を制作し、YouTube上で全世界に発信 

 

 ガイドツアーの実施  

・竹の丸をスタート、ゴール地点とし、様々なテーマでめぐり方の提案、ガイドツ 

アーを実施 

 

◎全国規模のつながりを活かし、つながる人脈、交流の拠点として活用 

・地域 SNS全国フォーラム in掛川の会場として、掛川城御殿、大日本報徳社、

竹の丸を活用 

・歴史的建築群の中で、ネット環境を整え、ユーストリーム中継等を実施 

・全国に掛川の歴史文化を発信 

・地域 SNS全国フォーラムが縁で「日本社会情報学会」「地域 SNS研究会」

等、全国規模の会議の会場となっています。 

 

広報・回覧を使った催事の案内 

 
ホームページによる情報配信 

 
Ｆａｃｅｂｏｏｋなどによる 

情報配信 

 
掛川のここがいいじゃん 

ガイドブック「まち本 

 

掛川城周辺ガイドツアー 

 

掛川城周辺ガイドツアー 

 

日本社会情報学会の全国会議 

地域SNS全国フォーラム 

 

地域SNS全国フォーラム 

（掛川城御殿会場） 
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■今までの催事で協力いただいた方たち（順不同） 

 

大城手揉み保存会、掛川手揉み保存会、関七郎氏（郷土史家）、岡本春一氏（郷土史家）、浅井保秀氏（郷土史家）、 

石川進氏（郷土史家）、伊藤鋼一郎氏（伊藤蘭牛美術館 館長）、飛鳥工務店、ポラリス、小泊重洋氏（元お茶の郷博物館の館長） 

夏目不比等氏（掛川市職）、戸塚和美氏（掛川市職）、黒田淳之助氏（元菊川市長）、山崎昌弥氏、田中興平氏（遠州祭研究会会長）、 

大竹宣夫氏（遠州祭研究会事務局）、木曽忠義氏（元掛川市教育長）、大庭捷三朗氏（大庭松風 子孫）、武藤勝彦氏（浮世絵美術館 夢灯 館長）、 

長谷川晴彦氏（能楽師）、土屋和男氏（常葉学園大学 准教授）、和田厚氏（常葉大学 非常勤講師）、谷部真吾氏（名古屋大学 助教）、 

村木とも子氏（表千家 教授）、梅津通男氏（河井弥八記念館 副運営委員長）、栗田民雄氏、郷土歴史研究グループ、 

宮川正夫氏（報徳社）、貝嶋良晴氏（報徳社）、戸塚鐘山氏（庭園華道）、松山順一氏（はままつ櫛）、掛川市瓦町、紺屋町、西町、城内 

掛川市民オーケストラ、レイニーズ、ＳＰＡＣ、ＴＯＭＯ☆ＰＲＯＪＥＣＴ、郷土新聞社、達人に学び伝える会、広山流 

Ｃ１カロムグランプリ西静岡支部、近藤由美氏、廣住直美氏、名波一巳氏、友引ストリートカフェ実行委員会、 

歴史教室、臥龍館、読み聞かせ会 ひまわり、竹の丸倶楽部の皆さま 

掛川西高校、掛川東高校、横須賀高校、掛川工業高校、掛川蕎麦研究会、掛川茶ブランド委員会、東日本大震災支援掛川市民の会 

冨田晋司氏（静岡文化芸術大学 文化・芸術研究センター）、静岡文化芸術大学の先生方、遠江歴史文化ネットワーク 

  

http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/kankou/spot/art/yumeakari.html
http://e-jan.kakegawa-net.jp/c.phtml?g=156976
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■竹の丸これまで取り上げられた新聞記事   

実施記事 ６１件、   イベント情報掲載  ２７件 、  広報イベント情報掲載 ３５件 

 

掛川大祭 かんからまちの舞 （平成２１年１０月１４日 中日新聞） 
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郷土の歴史を再発見する講座 竹の丸塾の開催 ※講師 関七郎氏 （平成２１年８月３０日 中日新聞） 
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葛布のあるくらし展  ※共催 達人に学び伝える会 （平成２２年２月２８日 静岡新聞） 
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縁側カフェをＯＰＥＮ、飴の餅のサービスや展示 ※協力 戸塚鐘山氏 （平成２２年１１月６日 静岡新聞） 
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座敷で木管五重奏 演奏会  ※協力 掛川市民オーケストラ （平成２４年９月３０日 静岡新聞） 
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市内４高校とのコラボレーション企画、掛川東高 筝曲部による演奏会 （平成２５年８月４日 静岡新聞） 
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竹の丸アーカイブズ 平成 21年 6月から平成 26年 3月まで （2009-2014） 

5月 15日 竹の丸塾｢掛川城のこと」(講師 関七郎氏) 

6月 5日 竹の丸塾｢里道稲荷について」(講師 浅井保秀氏) 

12日 竹の丸ゼミ「まちづくりの美～日本とヨーロッパ」 （講師 根本敏行氏） 

⇒静岡文化芸術大学の先生方を迎えた講座 

20日 上棟記念日 掃除イベント 

7月 3日 竹の丸塾「伊藤嵐牛について」 (講師 伊藤鋼一郎氏) 

24日 竹の丸ゼミ「現代日本の美観 ～屋外彫刻のある街並」(講師 谷川真美氏) 

8月 7日 竹の丸塾「浮世絵師が描いた日坂、小夜の中山、掛川について」 

  (講師 武藤勝彦氏) 

9月 4日 てらこや竹の丸「掛川祭のこと」 (講師 大竹宣夫氏) 

22日 観月会 

25日 竹の丸ゼミ「日本人のピアノ演奏 ～明治・大正期における 

日本人らしさの模索」  （講師 小岩信治氏） 

10月 2日 てらこや竹の丸「お香を楽しむⅡ」(講師 栗田民雄氏) 

10日 掛川祭 紺屋町 「木獅子」 

16日 竹の丸ゼミ「古兵（ふるつわもの）たちの美学～戦場（いくさば）の鹿をめぐって」 

（講師 二本松康宏氏） 

11月 5～8日 特別展[掛川銀行の資料] (協力 関七郎氏) 

11月 5～8日 縁側カフェ（あめのもち と 掛川茶 

11月 5～8日 庭園華道（協力 戸塚鐘山氏） 

6日 竹の丸塾「掛川城についてⅡ」(講師 関七郎氏 

27日 竹の丸ゼミ「地域とデザイン」（高山 靖子氏） 

12月 4日 竹の丸塾「石川依平について」(講師 岡本 春一氏), 

１１日 竹の丸ゼミ「飾る美と飾らない美～室町から桃山時代を中心に」 

（講師 片桐弥生氏） 

23日 大掃除イベント（協力 掛川蕎麦研究会） 

1月 10日 鏡開き（お汁粉の振る舞い） 

2月 19日 竹の丸塾「掛川城を巡る戦い」（講師 関七郎氏） 

3月 11～13日 葛布展「葛のあるくらし（衣食住）展」（共催 達人に学び伝える会） 

平成 21年度   

6月 6日 手揉み茶実演 （協力 大城手揉み保存会） 

7日 手揉み茶実演 （協力 掛川手揉み保存会） 

28日 竹の丸リニューアルオープン記念 「竹の丸蕎麦」 （協力 掛川蕎麦研究会）  

7月 12日 竹の丸巡りツアー「竹の丸の建築と歴史を知る」 （協力 飛鳥工務店、ポラリス） 

8月 1日 てらこや竹の丸「お茶の国・中国の人々が飲んでいるお茶」（講師 小泊重洋氏） 

⇒体験など気軽に楽しめる講座として、てらこやシリーズを開催 

29日 
竹の丸塾「竹の丸と松本家」（講師 関七郎氏） 

⇒郷土の歴史や文化を再発見、再認識する講座として、人気講座となる 

9月 5日 てらこや竹の丸「祭文化」 （講師 田中興平氏、大竹宣夫氏） 

26日 竹の丸塾「天保掛川と宇洞山眺望図考について」（講師 浅井保秀氏） 

10月 3日 竹の丸観月会（協力 小池裕二郎氏、吉野白雲氏） 

10日 掛川大祭 瓦町 「かんから獅子」 

⇒「かんから獅子」は３００名ほどの見物客が入る 

31日 てらこや竹の丸「お香を楽しむ」（講師 栗田民雄氏） 

11月 21日 てらこや竹の丸「くちきり」（協力 吉野白雲氏） 

29日 竹の丸塾「竹の丸と報徳社」（講師 宮川正夫氏） 

12月 23日 大掃除イベント（協力 掛川蕎麦研究会） 

⇒竹の丸苦楽部の皆さんに協力いただき、大掃除イベントを開催 

1月5～15日 写真展 「松本家時代の竹の丸」 

11日 鏡開き（お汁粉の振る舞い） 

2月 27日～ 

3月 7日 

葛布展「葛布のあるくらし展」 （共催 達人に学び伝える会） 

⇒葛布展期間中は、約 900人がご来館 

3月 6日 てらこや竹の丸「三熊野神社大祭と掛川城」（講師 田中興平氏） 

  

平成 22年度   

4月 29日～ 

5月 5日 

特別展「徳行多き松本家の人々」 

庭園華道 （協力 戸塚鐘山氏） 

縁側カフェ「あめものも と 掛川茶」 

5月 2日 ガイドシアター＆リーディングカフェ at竹の丸 (協力 SPAC) 
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平成 23年度   

4月 23日 竹の丸塾「日本左右衛門と掛川」（講師 石川進氏） 

4月 29日～ 

5月 5日 

庭園華道 （協力 戸塚鐘山氏） 

縁側カフェ（あめのもち と 掛川茶） 

5月 22日 リーディングカフェ（協力 SPAC） 

28日 竹の丸塾「太田竹城とその書」（講師 浅井保秀氏） 

6月 11日 竹の丸ゼミ「移り変わる方位観 

  ～戌亥（いぬゐ）から鬼門（うしとら）へ～」（講師 二本松康宏氏） 

25日 竹の丸塾「掛川銀行のこと」（講師 関七郎氏） 

7月 9日 竹の丸ゼミ「世界の中の日本映画～小津安二郎を中心に～」 

（講師 木下千花氏） 

23日 竹の丸塾「近代和風住宅の姿と美意識」（講師 土屋和男氏） 

8月 27日 竹の丸塾「大庭松風と漢詩」（講師 山崎昌弥氏） 

9月 10日 竹の丸ゼミ「日本の建築とグローバリズム」 （講師 花澤 信太郎氏） 

23日 竹の丸 能 （協力 長谷川晴彦氏） 

23～25日 庭園華道（協力 戸塚鐘山氏）/櫛の展示（協力 松山氏） 

23～25日 縁側カフェ（あめのもち と 掛川茶） 

10月 22日 竹の丸ゼミ「「クラシック音楽」のエコロジー 

－21世紀の日本における「室内楽」の可能性」 （講師 小岩信治氏） 

1１月 12日 竹の丸ゼミ「言語運用や習得の視点からみる日本の英語教育」 

 （講師 杉浦 香織氏） 

11月 26日 竹の丸塾「掛川の山城」（講師 戸塚和美氏） 

12月 10日 竹の丸ゼミ「日本的とは何か - 絵画史にみる外来美術の影響」 

 （講師 片桐弥生氏） 

23日 大掃除イベント（協力 掛川蕎麦研究会） 

1月 9日 鏡開き（お汁粉の振る舞い） 

3月 3～5日 葛布展「葛布のあるくらし展」（共催 達人に学び伝える会） 

  

平成 24年度  

4月 21日 竹の丸塾「旧掛川藩主太田資美と慶應義塾」（講師 木曽忠義氏） 

4月 29日～ 

5月 5日 

高校生コラボ 掛川西高校による華展と呈茶 

庭園華道（協力 戸塚鐘山氏）      

縁側カフェ（あめのもち と 掛川茶） 

5月 26日 竹の丸塾「先祖の旅日記に誘われて」（講師 大庭捷三朗氏） 

6月 9日 竹の丸ゼミ「近代化遺産・産業遺産の世界」 （講師 四方田雅史氏） 

23日 竹の丸塾「松ヶ岡・山崎家について」（講師 岡本春一氏） 

30日 高校生コラボ 横須賀高校による三社祭礼囃子 

7月 21日 竹の丸塾「掛川鉄道と遠美線」 （講師 関七郎氏） 

22日 演劇鑑賞会「父と暮せば」 （協力 TOMO☆PROJECT） 

25日 高校生コラボ 掛川工業高校による「ものづくり講座」 

28日 竹の丸ゼミ「近代オリンピックの変還と社会」 （講師 冨田晋司氏） 

8月 18日 高校生コラボ 掛川東高校による筝曲演奏会 

25日 竹の丸塾「明治天皇行幸」（講師 和田 厚氏） 

9月 8日 竹の丸ゼミ「幕末の鼓笛隊はどこへいったか～民俗芸能になった西洋音楽」 

(講師 奥中康人氏) 

9月21～23日 縁側カフェ（あめのもち と 掛川茶） 

9月21～30日 

 

展示「掛川市内の歴史や伝説、遠江の伝説と秘話」 

（協力 遠江歴史文化ネットワーク） 

23日 木管五重奏 （協力 掛川市民オーケストラ） 

10月 10日 掛川大祭 西町 「奴道中」 

27日 竹の丸ゼミ「静岡とジャポニズム」 （講師 立入正之氏） 

11月 10日 竹の丸ゼミ「日本語が面白い」 （講師 広瀬英史氏） 

17日 竹の丸塾「御茶屋嶺偕楽園と松崎慊堂」（講師 浅井保秀氏） 

23日 高校生コラボ 横須賀高校による三社祭礼囃子 

12月 8日 竹の丸ゼミ「神仏と信心」 （講師 西田かほる氏） 

22日 大掃除イベント （協力 掛川蕎麦研究会） 

3月 15～20日 展示展「葛布のあるくらし展」 （共催 達人に学び伝える会） 
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      自主事業 （平成 21年 6月１日～平成 26年 3月 31日） 

参加者数  合計  15,593人 

実施数    合計    133回 

   
 

平成 25年度   

4月 20日～ 

5月 19日 
展示「昭和の掛川 写真展」（協力 郷土新聞社） 

4月 21日 竹の丸塾「昭和から平成へ  掛川の鉄道史」 （講師 関七郎氏） 

4月 28日～ 

5月 6日 
高校生コラボ 掛川西高校による華展 

4月29～30日 高校生コラボ 掛川西高校による呈茶, 

5月 3～6日 春カフェ（あめのもち と 掛川茶） 

5月 25日 竹の丸塾「大井川の川越制度とその顛末」（講師 岡本春一氏） 

6月 8日 竹の丸ゼミ「日本のラッパ文化」 （講師 奥中 康人氏） 

9日 てらこや竹の丸「和室の作法入門」 （講師 村木とも子） 

22日 竹の丸塾「八木美穂のこと」 （講師 夏目不比等氏） 

29日 高校生コラボ 横須賀高校による三社祭礼囃子 

30日 てらこや竹の丸「蕎麦打ち体験」 （講師 掛川蕎麦研究会） 

7月 6日～ 

8月 18日 
展示「年表にみる近代掛川の発展につくした人々」 

6日 てらこや竹の丸「近代和風建築入門」 （講師 和田厚氏） 

7日 てらこや竹の丸「香の楽しみ入門」  （講師 栗田民雄氏） 

13日 竹の丸ゼミ「韓国の食文化」 （講師 林在圭氏） 

25日 高校生コラボ 掛川工業高校による「ものづくり講座」 

27日 竹の丸塾「河井弥八のこと」 （講師 梅津通男氏） 

8月 3日 高校生コラボ 掛川東高校による「筝曲演奏会」 

31日 竹の丸塾「西町の町人から学者になった海野豫介について」 

（講師 浅井保秀氏） 

9月 14日～ 

10月 16日 
展示「大正から昭和初期の掛川祭写真展」（協力 石川進氏） 

14日 竹の丸ゼミ「日本野球の近現代史」 （講師 冨田晋司氏） 

28日 竹の丸塾「掛川の報徳について」 （講師 貝嶋良晴氏） 

28日 秋の音カフェ～夜の庭園を楽しもう （協力 レイニーズ） 

10月 19日 竹の丸ゼミ「江戸時代の宗教と信仰」 （講師 西田かほる氏） 

26日 竹の丸塾「掛川版 外国人襲撃事件」 （講師 石川進氏） 

11月９日 竹の丸ゼミ「のりものの故郷から未来ののりものを」 （講師 羽田隆志氏） 

16日 竹の丸塾「遠州の祭礼と掛川祭 -祭から見る遠州（拡大版）」 

（講師 谷部真吾氏） 

11月 22日～ 

24日 
紅葉の庭園 夜間ライトアップ 

12月 1日 てらこや竹の丸「いっしょに「門松づくり」 (講師 戸塚鐘山氏) 

8日 てらこや竹の丸「正月のしつらえ折形教室」 (講師 近藤由美氏) 

１０日 てらこや竹の丸「古武術に学ぶ身体づかい！」 (講師 廣住直美氏) 

14日 竹の丸ゼミ「イタリアにおける日本文化」 （講師 土肥秀行氏） 

15日 てらこや竹の丸「カロムであそぼう！」 （共催 C1カロムグランプリ西静岡支部） 

22日 大掃除イベント （協力 掛川蕎麦研究会） 

1月 19日 てらこや竹の丸「カロムであそぼう！」 （共催 C1カロムグランプリ西静岡支部） 

1月 30日～ 

2月 9日 
展示「掛川駅木造駅舎」 （協力 関 七郎氏） 

2月 11日 友引カフェ in 竹の丸 （共催 友引ストリートカフェ実行委員会） 

16日 てらこや竹の丸「カロムであそぼう！」 （共催 C1カロムグランプリ西静岡支部） 

2月 16日～ 

3月 2日 
油彩展 （協力 名波一己氏） 

3月 5～9日 葛布展「葛布のある暮らし展 -今から昔へ-」（共催 達人に学び伝える会） 

3月 14～31日 展示 「天守閣のできるまで」 （協力 関 七郎氏） 

3月 31日 感謝祭 （協力 臥龍館 / 歴史教室 / 読み聞かせ会 ひまわり ） 



添付資料 1 

■竹の丸におとずれたお客さまの声 （アンケート）    期間：平成21年6月から平成26年3月まで 

 

 

■建物・施設について 

・りっぱなお庭と住宅におどろきました、開放間もあってよかったです。（豊橋２０代女） 

・よく整備され庭園と建物は気持ちよく観賞できた。トイレも清潔で気持ちよかった。（浜松６０代女） 

・日本家屋の落ち着いた建物に心がすがすがしくなりました。お庭の手入れも行き届き、目の保養になりました。（静岡６０代男） 

・押し車の高齢者への配慮を頂き 感謝しております。温かい雰囲気で迎えて戴きました。（市内８０代女） 

・雨戸のなつかしさを感じ、昔の建築技術のすごさを知りました。また来てみたいです。（市内６０代男） 

・館内上映の「竹の丸のおすすめ見どころガイド」はわかりやすく、大変参考になりました。（市内３０代女） 

・歴史ある文化財で素敵な一時を過ごせた。市内をめぐる冊子や観光雑誌が置いてあるのが嬉しかった。（浜松５０代女） 

・２階のステンドガラスの景色がきれいでした。風とおしが良く居心地がよく、何度もきてみたいと思います。（愛知５０代男） 

・素晴らしい建物を１００円（入館料）で見学でき、こんなに安くて良いのかと思いました。（岐阜４０代男） 

・会議で利用しました。とても素晴らしい環境で、普段でない意見などが出て、会議が進みました。（市内４０代男） 

 

 

 

■自主事業（催事）について 

・文化面で中央から遅れることが多い地方の為、竹の丸ゼミはとても素晴らしい企画で市民として大変うれしい。（市内７０代女） 

・掛川市に住んで１０年余、自分の住んでいる所の歴史をもっと知りたい。今後も継続し竹の丸塾して欲しい。（市内６０代男） 

・「てらこや竹の丸」は素晴らしい内容で、遠くからでも参加してみたいと思った。（名古屋５０代男性） 

・西高校生の呈茶に参加しました。若い子達が活動している姿はとてもよかった。こうした機会はもっと作ってあげてほしいです（森町３０代女） 

・西高校生の華展は、竹の丸の雰囲気にピッタリでとても良かった。（静岡４０男） 

・「昭和の掛川 写真展」は今と昔をくらべて、懐かしい気持ちで見ることができました。興味深いものでした。（静岡４０代男） 

・あめのもちはとても美味しく、お茶も最高でした。あめのもちの歴史も勉強になりました。（市内３０代女） 

・竹の丸には余韻があります。竹の丸で文化や歴史を学ぶことは、その時代の余韻を感じます（市内６０代男） 

 

 

 

 

 

 

施設全体の満足度 

 

86%

13%

1% 0%

満足

やや満足

やや不満

不満

清潔さ（清掃状況など） 

 

88%

12%

0% 0%

満足

やや満足

やや不満

不満

スタッフの対応 

 

87%

13%
0% 0%
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不満
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■竹の丸 5年間の推移 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                     

 

 

    

 

＊上記入館者数には、無料開放期間（平成 21 年度 6 月 1

日～15日）の入館者 4378人は数値に含まれません。 
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■入館 

 

 

■貸室 

 

 

■入館と貸室使用料 

 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

入館数 

(平均人数) 

9,412人 (941人) 

※無料入館者 4378人含 
4,943人 (411人) 4,162人 (346人) 3,905人 (325人) 5,325人 （443人） 

入館料金額 416,450円 410,680円 354,490円 339,820円 479,510円 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

貸室利用人数 15,271人 7,530人 6,636人 7,506人 11,677人 

貸室利用数 415回 523回 519回 731回 1,340回 

貸室利用金額 319,820円 463,310円 533,160円 670,230円 679,200円 

 
平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

入館料金額 416,450円 410,680円 354,490円 339,820円 479,510円 

貸室利用金額 319,820円 463,310円 533,160円 670,230円 679,200円 

施設収入 

（入館と貸室） 
736,270円 873,990円 887,650円 1,010,050円 1,158,710円 


