
 
1班                               

第 2回の各班のまとめ 

タカラヅカダンスサークル 

◯活動内容 

・宝塚歌劇風のダンスを練習し、発表の場も作る 

◯場所 

・メインギャラリーやサブギャラリー 

◯活動する時間帯等 

・若い人も呼び込みたいなら、土、日、夕方以降 

◯ターゲット 

・市民、出演者の知人、友人。 

◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・アンケートでダンスの内容を決めていく 

市民ミニコンサート 

◯活動内容 

・水曜コンサートなどと銘打って毎週音楽会をする。 

◯場所 

・サブギャラリー、キューブホール 

◯活動する時間帯等 

・金曜夕方など決めておくと市民が楽しみにして来られる。 

◯ターゲット 

・市民、出演者の知人、友人。 

◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・アンケートで音楽の内容を決めていく 

◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・切符もぎりとか裏方が必要 

市民シェアカフェ 

◯活動内容 

・各部屋を毎月 30に分けてシェアし、安価に借りることができ、そこ

で自分のしたい事をし、友人を呼ぶ。その日はその人が主人公の日。

カフェでもよいし、講演会でも音楽会でも。 

◯場所 

・カフェスペース 

◯活動する時間帯等 

・365日うめるぐらいの気持ちで。 

◯ターゲット 

・市民、出演者の知人、友人。 

庭と施設の一体化（何かのテーマ）花の道の最終ステージ 具体的

なビジョン（必要） 

◯活動内容 

・何かのテーマ（市の施設は何なのか）に関わるかによって活動内容が

明らかになる。市民に答えられる内容。手塚記念館との連携。ベルバ

ラ館を作ってみては。 

◯場所 

・もし、美術館的構想があるなら（2F）前面テーマに（美術館）サポ

ートしたい。 

◯ターゲット 

・まわりの環境を巻き込む。 

◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・この先の活動は？宝塚歌劇団 OB に知っている人いますので。親族

に何人か画家を知っています。 

アニメの聖地化活動 

◯活動内容 

・人気アニメのマニアを全国から集い、コスプレ大会、撮影会等を実施

する。全国への情報発信で盛り上げる。 

◯場所 

・文化芸術施設の 2Fイベント会場と庭園ゾーン 

・（施設外）手塚治虫記念館・花のみち 

◯活動する時間帯等 

・対象アニメにより季節を考慮する。 

◯ターゲット 

・全国のアニメマニア  ・手塚治虫のファン 

◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・ヤング層への働きかけから、昔ヤングだった方々へのノスタルジーへ

プッシュ！ 

◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・アニメに詳しい情報を持っている人、団体等 

・アニメマニア及び手塚治虫ファンへの情報発信の方法を持っていない

人、団体等。 

・手塚治虫記念財団のハードルが高い。 

市民サポーター活動 

◯活動内容 

・美術展、陶芸展、アート、すべて展示 

・道半ばの人を輝かせる音楽プロでなくて良い 

・体験コーナー（手仕事）や遊び（昔からの遊び）折り紙を知ってもら

う、子どもに本の読み聞かせなど子ども向けの体験の場など 

・憩いの場所となるような取り組み 

◯場所 

・雨の日でもコンサートが出来る室内、喫茶、軽食コーナー 

・観光案内など人が集まる場所 

◯活動する時間帯等 

・日曜日、小学生など（年齢）シニアまで参加 

・1年中オープン 毎日 9：00～18：00 

◯ターゲット 

・手塚治虫記念館やニトリ、ユニクロに来るファミリー皆に足を運んで

もらう。若いファミリーが流れるように。 

◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・赤ちゃんからシニアまで皆一緒につどう。自然遊び 

◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・企画をしっかりさせる。一本筋が通って無い。これからの活動はどう

していくか。 



         

宝塚として本格美術施設はじめてのチャレンジ 

◯活動内容 

・メインギャラリーの活用 

◯場所 

・メインギャラリー 

◯活動する時間帯等・ターゲット 

・H28 年の基本プランによると、文化・芸術担当としては収入計

30,000（千円） 

・施設の看板としてのメインギャラリーをどのようにして造って（作っ

て）運営していくか。 

・400円の入場料で 50,000人／年、毎月 4,000人、毎日 160人

の集客の必要がある。 

 

◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・サポート、維持、賛助の寄付でカバーする。会費制 

◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・今回集まったサポーターが担当。（宝塚の美術に詳しい方（辻さん、

松尾さん）、市役所に学芸員の資格を持った市職員） 

美術作品の発表と美術に関する講座の開催 

◯活動内容 

＜下記の企画・運営＞ 

・宝塚の歴代の作家、作品の紹介 

・展覧会（市展、芸術展、個展、グループ展）の開催 

・芸術の講座（美術史など）の開催 

・子どもの創造活動（たからんまつりの発展形として） 

◯場所 

・メインギャラリーやサブギャラリー、アトリエ 

◯活動する時間帯等 

・項目によって異なるが、子どもの夏休み利用など 

◯ターゲット 

・一般市民（子どもから高齢者まで） 

◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・ボランティアは point 制の導入（薄謝：喫茶室でコーヒー一杯サー

ビスなど。） 

・Curatorを早く決めて全件をまとめよ。（管理運営の方式を早く決めよ） 

・開放性にするのか、柵をして時間で閉めるか。 

◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・ふるさと納税の導入などで資金の調達 

アニメ（ノーベル賞）（ルナ公園再現）月の公園（ルナ美術館） 

◯活動内容 

①日本文化伝統の啓蒙の場づくり、宝塚独自の文化。例えば、古墳文化

（公園としては時代のニーズに必要。創って時代の変動に流される文

化事業は経済優先のマイナス点になっている。 

②子どもの教育環境創り。特に世界に評価されるもの。市民やボランテ

ィアの新しい作業が目的をしっかり持っていなくては意味がない。子

どもや若者が興味を持つ政策創りにつながること。兵庫県の中の宝塚

市の役割を創るために。（目的明記） 

◯場所 

・館の中にアートから発信して上記をつないでいく。アート部屋のデザ

イン部屋、博物館をつくる。子ども無料。 

◯活動する時間帯等 

・テーマ、イベント、企画が出来てから考えていく追程 

◯ターゲット 

・世界のアーティスト、地元教育者、宝塚出身のアーティスト、日本の人達 

◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・ボランティア協会の立ち上げ。ボランティア精神の向上と実践。映像

を使うなどしてファミリーランドに変わるもの。夢、ルナ公園といわ

れた（月はロマンと科学）失った夢の再現。 

◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・ブラザーホテルの手塚治虫氏の天井画がなんともユニークでロマンチ

ック。宝塚をイメージできる。アニメのデザイン発展をはかる。 

のだひでき、（長の）コスプレ、アニメ、マンガ、チェンバロキュレーター 

文化 舞台芸術 パビリオンのようなユニークなホール 

◯活動内容 

・キャッツ、ベルバラ、2回公演。有名な演劇。ミュージカル、オペラ

等を招待し鑑賞するだけでなく、現地キャスト（舞台、音響、ライト、

その他大勢、日替わり）を募集。参加し、宝塚地元バーションを作り

出す。サウンドミュージック、キャッツ、etc 

・芸術を楽しむ実感。見学者大歓迎。宝塚ガールになりきる。当日は物

産展など。背景等、学生にも依頼。ふるさと納税。 

◯場所 

・大ホール、メインギャラリー 

・空地利用、使用料を出し（市民カフェ）喫茶、出し物、パフォーマー 

◯活動時間帯等 

・年に一度、市民も参加できる舞台を交渉し、半年がかりで舞台を作り

上げる。 

◯ターゲット 

・有名な劇団 etc 

◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・市民が大きな舞台に立つ経験、感動を味わってもらい、生きる喜びを

倍増してもらい、その喜びを外へ PR。 

◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・出演者を公募。      ・出演者の練習等サポート 

・PR等（チンドン屋）   ・舞台をつくりあげるサポート 

当日物品販売、喫茶コーナー（希望グループ） 

ボランティアグループの立ち上げ 

◯活動内容 

・市民参加を促進するために、老人会等と話し合い、今月はどの地区が

責任を持って、例えば草引きをするとか、困っている人のお手伝いと

か、トイレ掃除とか何でもやる、とにかく関わってもらう組織づくり

をする。どんな形でもいいから参加する。 

◯場所 

・全体 

◯活動する時間帯等 

・毎日誰か（どこかの団体）が活動する 

◯ターゲット 

・市内の老人会等、花と緑の会 

◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・誰とでも仲良くなれる憩いの場 

・各人が自分達の施設であるとの思いを持ってもらう 



2班                                      
  

◯活動内容 

・花と緑の相談所 

・花摘み花壇 

・上級者が園芸を教える  
◯施設内の使用場所 

・しっかりした建物（サマーハウス等）  
◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・閉園までに事務局をつくって PRをするなど、関心をもっても

らうための活動を行う。  
◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・園芸を教えられる人に入ってもらいたい。あるいは紹介しても

らいたい。 

◯活動内容 
・色々な人々が参加できるお花の植え替え 

・全シーズンを通して散策できるガーデンづくり 

・ガーデンフィールズのコンセプトの検証、実践（上級者） 

 

◯ターゲット 

・色々な世代の人（特に若い世代の人）  
◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 

・初心者でも学びながら参加できる場にする 

・若い園芸家のセンスが活きる・学べる機会にする 

・持続的に活動できるように、収穫し販売するなど、お金が稼げ

る方法も検討する 

・多様な人に園芸の良さが伝わるよう、園芸福祉の視点なども含

め、安全・安心の庭づくりをめざす 

・働いている人や時間の限られている人も参加できるよう、負担

のない範囲でできる取組みにする 

 

◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・園芸ができる人に教えてもらいたい 

◯活動内容 

・木工教室（木彫） 

・樹や虫に関する勉強会 

・バードウォッチング（野鳥の会）  
◯施設内の使用場所 

・活動内容に応じて（教室などは室内、木や鳥の観察は屋外や施

設の外）  
◯ターゲット 

・大人向け、子ども向けを分けて行う  
◯活動コンセプトを踏まえたアレンジポイント 
・木工教室の材料として、西谷の間伐材を採りにいくなど、宝塚

の自然の魅力を実感できる機会とする 

・シニアカレッジと連携により宝塚の豊富な人材が活きる機会と

する  
◯他のサポーターに協力をお願いしたいこと 

・先生を呼んでくる（リクルートをやっていく必要がある） 

（仮称）宝塚の自然に学ぶプロジェクト （仮称）みどりの活動拠点づくりプロジェクト （仮称）みんなで園芸プロジェクト 

色々な人に関心を持ってもらえるように･･･ 
3月に庭園を使い今後、どんな活動を進めていくかを PRする展示会の開催をめざす 
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オープンに向けた取り組みと並行して 工事前 

・思い出さがしをして、工事中の壁に写真などを貼る 

・プレイベントとして、市吹奏楽団の野外コンサート 

・「ここは昔○○やったんやで」や「ここはこれからこうなるんやで」をテーマとしたガイドツアー 

・ファミリーランドの思い出を懐かしむ（「大人形館 世界はひとつ」の世界など） 

・ファミリーランドの動画、音楽を集めて思い出見たい!！ 

・たからんの着ぐるみを着てアピール 

ボランティアの教育 

・プログラムづくり、サポーター（名称検討）の育成呼びかけ、連続講座 

・市民力のエンパワメントが重要 

・ボランティアの意味から勉強するような場をつくる 

人を巻き込む仕掛け 

・継続させることに価値がある 

・若い人が関われる、引き継ぐかたちをつくっていく 

・大学生にイベントしてほしい 

・子ども達の絵などの展示などをすると親が来る 

・北高の演劇を上演してもらって人を呼ぶ 

仕組みづくり 

・オープンまでの仕組みづくりが重要 

・いつでも思いついたときに参加できる、お休みもできる、仕組みづくり 

・ユースボランティアや社会人ボランティアの登録制度をつくる 

・ボランティアの人たちのための研修旅行などお楽しみがあると良い 

・ガイドの教育を行う 

・観光案内で施設への誘いをかける 

・地域通貨も考えてみてはどうか 

工事中 

◯認知度・機運を高める取り組み 

・工事中幕にぐるりペインティング 

・小中学校、保育園、自治体へのアウトリーチ 

・小中学校で樹木育てる→オープン後に植樹 

・地域のまつりとの協力 

・バラまつり（時期については工事前か工事中か要検討） 

・だんじり 

・メインイベントとして年間 2～4回実施 

・「仲間をふやそう！」仲間を増やすプレイベントの開催 

・西谷の花でアート 

・イベント時に宝塚ホテルにケータリング頼む 

◯情報発信ツールの活用 

・HPと SNSをつくって、情報発信 

・プロモーションビデオやパンフの作成 

◯名称などの検討・公募など 

・ロゴ、名称募集 

◯取り組みの進め方 

・分科会をつくろう！ 

・市民による実行委員会、定例会の開催 

・サポーターズはっぴをつくる 

・使用料を決める 
工事後 

◯年間スケジュールなど情報案内・PRの取り組み 

・年間スケジュールが必要 

・1年間のプラン作り 

・多言語ガイド－MAP－看板－web site 

・施設としての PRが必要 

・宝塚で行われるイベントの情報集約 

 

◯具体的な取り組み 

・出歩かない老人を出す方法を考える 

・スタンプラリー 

・ラジオ体操 

・武庫川とのかかわりのある取り組み 

・西谷など市内の PRを行う 

・バンケットを作る。歌劇茶会の実施 

◯施設の状況 
・色などが統一された看板サインの設置 

・日暮れに灯りがついている 


