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一般財団法人 熊本市社会教育振興事業団 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ 事業の概要 
 

Ⅰ 体育・スポーツの振興、指導及び助言 

 

１ スポーツ教室事業 （継続事業） 

 

  市民の皆様が、スポーツやレクリエーションへの関心を高めるとともに、心身の健全

な発達と健康増進に寄与するため次の事業を実施した。 

 

（１）スポーツ教室 

  各施設の特徴と機能を活かし、幼児から中高齢者、障がい者の方まで全世代における

市民のスポーツ活動への導入となる事業を実施した。 

   

施 設 H26 参加者数 H25 参加者数 比較 

熊本市総合体育館・青年会館 5,680 4,966 １１４％ 

田迎公園運動施設 7,187 7,006 １０３％ 

南部総合スポーツセンター 3,610 4,916  ７３％ 

熊本市総合屋内プール 19,022 19,417  ９８％ 

託麻スポーツセンター 1,943 1,547 １２６％ 

水前寺野球場・競技場 807 692 １１７％ 

熊本市子ども文化会館 1,285 714 １８０％ 

熊本市健軍文化ホール 109 108 １０１％ 

合計 39,643 39,366 １０１％ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）スポーツ相談・指導 

  各施設においてトレーニング方法や健康づくり等の体育・スポーツに関することにつ

いての相談・助言及び指導を実施した。 

内容

ニュースポーツに関する相談、助言、用具の紹介　　　　　　　　

施設名 利用者数

熊本市
総合体育館・
青年会館

プール 水泳のワンポイント指導（毎週火～金） 793 名

トレーニング室 ストレッチ、シェイプアップ、ウェイトトレーニング方法等の随時指導

弓道場
弓道連盟指導員による個人指導
（日、祝日以外の夜間２時間程度）

502 名

健康相談 血圧測定、体脂肪測定及び健康相談（毎週２回） 425 名

スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

田迎公園
運動施設

プール 水泳のワンポイント指導（毎週水曜日実施） 161 名

スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

南部総合
スポーツ
センター

プール 水泳のワンポイント指導（毎週火曜日実施） 152 名

弓道場 教室終了者向け弓道連盟指導員による個人指導 2,014 名

スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

名

エンジョイウォーキング（毎週火曜日） 110 名

トレーニング室 ストレッチ、シェイプアップ、ウェイトトレーニング方法等の随時指導

プール
水泳のワンポイント指導（毎週金曜日） 129

スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

熊本市健軍文化ホール スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

熊本市子ども文化会館 スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

水前寺野球場・競技場
スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

託麻スポーツセンター スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

熊本市
総合屋内
プール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）スポーツサークルの育成 

  スポーツ教室終了後、受講生を対象にクラブサークルづくりの指導・助言を行い、生

涯スポーツへの意欲と健康づくりへの意識の向上を図った。 

教室 活動事例 期日 参加者 
南部総合スポーツセンター 
「ボールになれようキッズサッカー」 

熊本市民スポーツフェスタ  
6人制サッカー大会 参加 

12/6 7名 

総合屋内プール 
「目指せ四泳法マスター」 

熊本市民ナイター水泳記録会参加 8/30 7名 

総合屋内プール 
「みんなで走ろう！ランニング」他 

サークルでの練習及び熊本城マラソンへの出場 

月２回 
練習会 
・大会
2/15 

－ 

託麻スポーツセンター 
「体力アップジュニア新体操」 

熊本RG発表会参加 3/14 9名 

水前寺競技場 
「なかよしサッカー」他 

熊本市民スポーツフェスタ「6人制サッカー」参加 12/6 １１名 

水前寺競技場 
「初めてのJｒサッカー１」他 

熊本市民スポーツフェスタ「6人制サッカー」参加 12/6 42名 

 

 

２ スポーツライフ推進事業 （継続事業） 

 

  すべての市民が健康づくりやスポーツ・健康・文化活動に参加できる場を提供した。 

 

３ 指導者派遣事業 （継続事業） 

 

  地域の青少年の健全育成を図るために、指導者派遣事業の拡充を行った。 

 

（１）スポーツ指導デリバリーサービス 

  熊本市内の小中学校の学級・学年活動、地域の子ども会などの行事に職員を派遣し、

各学校の体育館等において、主にニュースポーツの指導を実施した。 

派遣先 件数 参加者数  内容別 件数 

学級活動（PTA） 
小学校 34 2,706  ドッジビー 22 

中学校 1 25  キンボール 24 

子ども会 10 951  その他 4 

育成クラブ等 1 66   

成人対象 4 279  

合計 50 4,027  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 青年の活動に関する相談、指導及び助言 

 

 １ 健康文化教室事業 （継続事業） 

  

  市民の健康文化活動を支援するため、多目的ホールや会議室、料理室を持つ施設にお

いて、生涯学習としてライフスタイルに応じたプログラムを実施した。 

 

（１）健康文化教室 

  健康文化施設としての機能を活かし、市民の文化活動や学習活動の支援を目的に、各

施設の特色を活かした事業を実施した。   

施設 H26 参加者数 H25 参加者数 比較 

熊本市総合体育館・青年会館 465 402 １１６％ 

田迎公園運動施設 18 0  

熊本市総合屋内プール 805 451 １７８％ 

熊本市子ども文化会館 13,295 12,803 １０４％ 

熊本市健軍文化ホール 126 159 ７９％ 

合計 14,709 13,815 １０６％ 

       

 

 ２ 活動支援事業 （継続事業） 

 

  将来を担う青年たちの活動を支援する事業を実施するとともに、全世代の文化活動の

振興を図るために次の事業を実施した。 

 

（１）スポーツフォトコンテスト  応募作品数：128点 

  熊本県内各地で行われている身近なスポーツシーンや、心に残ったスポーツシーンを

募集した。一般の部 69 点、ジュニアの部 59 点の応募があり、専門家による審査会を実

施し、一般の部大賞 1 点、特選 1 点、入選 2 点、佳作 5 点、ジュニアの部優秀賞 2 点の

表彰を行った。事業団施設でのスポーツシーンを捉えたスポーツライフくまもと賞は該

当なしとなった。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 社会教育事業 （継続事業） 

 

特に熊本市健軍文化ホールにおいて「社会教育法」に規定する幅広い領域について研究 

し、市民の文化・芸術の振興を図るために、芸術・文化の情操涵養事業を実施した。 

 

「芸術文化団体への支援」 

舞台芸術活動を行う団体又は個人に対し、発表機会の充実と育成を図ることを目的とし 

て助成金事業を実施した。（申請計 3 団体） 

・助成団体 （伝統芸能） お笑い肥後にわか 座（ザ）・もっこす劇団 

 

「第３回くまもと水彩画コンクール」 

熊本市が主催する「わくわく江津湖フェスタ 2014」参加事業の一環として水彩画コンク

ールを実施した。 

 ・一般の部  応募：25 点 入賞：大賞 1 点、健軍文化ホール賞 1 点、入選 2 点、 

佳作 2 点、特別賞 1 点 

 ・高校生の部 応募：11 点 入賞：優秀賞 1 点、奨励賞 4 点 

 ・中学生の部 応募：3 点 入賞：奨励賞 1 点 

 ・小学生の部 応募：9 点 入賞：優秀賞 1 点、奨励賞 1 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ 児童の健全育成その他子育て支援に関する事業 

 

１ 子育て支援事業 （継続事業） 

 

（１）託児サービス 

  スポーツ・文化教室や大会等への女性の参加のみならず、保育士等の有資格者の積極

的な社会参画を促すものとして、有資格者登録制の「事業団託児サポーター制度」によ

る託児サービス事業を実施した。（H26 託児サポーター登録者数 10 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Ⅳ 熊本市から指定管理を受けた施設の管理運営 

 

 １ 施設の管理運営事業 （その他事業） 

 

（１）指定管理施設の管理運営、使用料の収入事務等 

 

ア） 指定管理期間：平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日 

指定管理施設名 所在地 

熊本市総合体育館・青年会館 熊本市中央区出水２丁目７番１号 

田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 熊本市南区良町４丁目８番１号 

南部総合スポーツセンター 熊本市南区白藤５丁目２番１号 

熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 熊本市南区荒尾２丁目１番１号 

託麻スポーツセンター 熊本市東区上南部３丁目２２番３０号 

水前寺野球場 熊本市中央区水前寺５丁目２３番２号 

水前寺競技場 熊本市中央区水前寺５丁目２３番３号 

 

イ） 指定管理期間：平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 

指定管理施設名 所在地 

熊本市子ども文化会館 熊本市中央区新町１丁目３番１１号 

 子ども文化会館では利用料金制度が導入されている。 

 

ウ） 指定管理期間：平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日 

指定管理施設名 所在地 

熊本市健軍文化ホール 熊本市東区若葉３丁目５番１１号 

 健軍文化ホールは、「健軍文化ホール事業推進共同企業体」として一般財団法人熊本市

駐車場公社との協働による指定管理となっている。利用料金制度が導入されている。 

 

（２）指定管理施設の利用人数実績 

指定管理施設名 Ｈ26 年度（人） 備考 

熊本市総合体育館・青年会館 451,268  

田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 233,235  

南部総合スポーツセンター 139,080 4 ヶ月プール閉鎖（工事） 

熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 310,874  

託麻スポーツセンター 82,251  

水前寺野球場・競技場 115,588  

熊本市子ども文化会館 350,909  

熊本市健軍文化ホール 55,309  

 



 

熊本市総合体育館・青年会館 

経営理念 健康で豊かな生活を目指し、笑顔が絶えないスポーツと文化の融合施設 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数合計 

一般 

らくらく水泳、 エンジョイアクアビクス 

ソフトヨガ、 モーニングフラダンス 

おはよう太極拳、弓道 

ランニングクリニック   ほか 149 3,969 

小学生 

小学生水泳 

キッズバスケットボール 

そうたいきっずクラブ 

小学生スポーツチャンバラ  ほか 22 506 

シニア 
はつらつシニアビクス 

シニア最適運動    26 546 

幼児 ちびっこスイミング  ほか 2 47 

親子 
ベビースイミング、 ベビーママアクア 

レッツ！親子ビクス   ほか 16 536 

その他 幼児・小学生体操 （年長～小２） ほか 2 76 

合計 217 5,680 

子育て支援事業 託児サービス 幼児参加 4 12 

全施設活用事業 ふれすぽ トランポリン、水泳 6 88 

                      

○主催大会・イベント（継続事業） 

№ 大会名 事業名 開催日 参加数 

1 親睦ミニバレーボール大会 スポーツライフ推進 6/12（木） 23チーム 

2 わくわく江津湖太極拳（わくわく江津湖ﾌｪｽﾀ） 行政施策推進 5/14（水） 4名 

3 第 17回くまもとカップハンドボール錬成大会 子どもの体力向上支援 8/29（金） 8チーム 

4 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2014 行政施策推進 10/13（月） 台風中止 

5 スポだめし！～多種目体験型フェスティバル～ 金の卵 

プロジェクト 

 4/12（土） 225名 

6 くまもとの子ども 足から元気教室 6/21（土） 70名 

7 スイミングフォームチェックスクール春 
スポーツライフ推進 

5/24（土） 0名 

8 スイミングフォームチェックスクール秋 10/25（土） 4名 

9 夏休み弓道体験 スポーツライフ推進 7～8月 11名 

10 第 5回卓球バレー交流大会 障がい者支援 9/14（日） 5チーム 

 

 



 

○青年活動支援 講習（継続事業） 

№ イベント名 開催期日 参加数 

1 レクリエーション指導者セミナー 2/18・25 27名 

2 キャンプリーダー入門 5/31～6/7 8名 

 

○健康文化教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数合計 

一般 

初めての無添加パン作り 

バラエティ無添加パン作り 

男の料理 

料理のいろは 

クリスマスリース作り 

フランス式アロマ 

四季の茶道体験 ほか 17 158 

小学生 

Ｊｒピザ作り 

Ｊｒ書道 

Ｊｒ紙工作 

がっきを作ってえんそうしよう 

Ｊｒ茶道体験        ほか 16 212 

幼児 楽しい歌とリズム リトミック 1 13 

親子 
夏休み親子リトミック 

ベビーマッサージ 4 82 

合計 38（1） 465 

（ ）内は中止件数で内数 

 

○大規模大会（西日本規模以上）・催事（その他事業） 

№ イベント名 開催期日 参加規模 

1 宮本武蔵旗全国小・中学生剣道大会 4/26（土）～4/27（日） 5,100名 

2 第 59回西日本ブロック体育大会 5/9（金）～5/10（土） 350名 

3 第 11回全国高校招待剣道大会「武蔵旗」 7/30（水）～7/31（木） 1,300名 

4 琉球少林流月心会第 20回全国空手道選手権大会 8/2（土）～8/3（日） 400名 

5 合気道国際大会 10/24（金）～10/26（日） 420名 

6 西日本レディース卓球フェスタ 2014熊本大会 11/12（水）～11/13（木） 2,280名 

7 第 19回「草枕」国際俳句大会（事業団共催） 11/22（土） 400名 

8 全国自衛隊バドミントン大会 2/27（金）～3/1（日） 500名 

 

 

 



 

田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 

経営理念 長生き健康宣言で心も身体もリフレッシュな活き活き公園 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数合計 

一般 

水泳クラブ、 

ナイトシェイプアップトレーニング 

楽しいリズムストレッチ体操 

気軽に健康体操 

リセットヨガ 

気軽にテニスレッスン 

楽しく歩こう健康ウォーキング ほか 207 4,354 

小学生 

小学生水泳 

Ｊｒクラブ空手  

第 1期ＧＡＰＳくまもと ほか 13 901 

シニア シニア卓球教室 3 41 

親子 親子ビクス  ほか 5 128 

その他 
おはよう！ラジオ体操（どなたでも可） 

Ｊｒクラブ トランポリン（年中～小６）ほか 5 1,763 

合計 233 7,187 

全施設活用事業 ふれすぽ ショートテニス ほか 6 88 

 

○主催大会・イベント（継続事業） 

№ 大会名 事業名 開催日 参加数 

1 親睦ミニバレーボール大会 スポーツライフ推進 12/4（木） 19チーム 

2 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2014 行政施策推進 10/13（月） 台風中止 

 

○健康文化教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数 

小学生 夏休み書道 2 18 

合計 2 18 

 

○大規模大会（西日本規模以上）・催事（その他事業） 

№ イベント名 開催期日 参加規模 

1 第 20回記念全国少年・少女野球教室 5/11（日） 400名 

 

 

 



 

南部総合スポーツセンター 

経営理念 目指そう東京オリンピックをスローガンに熊本アスリート育成支援 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数 

一般 

マスターしよう初心者水泳 

ヨガでリフレッシュ、 さわやか卓球教室 

ゆったり太極拳、いきいきテニスクラブ ほか  45 1,699 

小学生 
小学生水泳 

小学生ソフトボール   24 164 

シニア 
貯筋運動「みんなで健康・筋力アップ」 

いきいきシニアテニスクラブ 12 601 

幼児 
水になれよう「ちびっこ水泳」 

ボールになれよう！！キッズサッカー 9 79 

その他 

レベルアップ 小・中学生テニス（小 4～中 3） 

弓道クラブ（小 5以上） 

アーチェリークラブ（小 5以上） ほか 8 1,067 

合計 98（24） 3,610 

全施設活用事業 ふれすぽ 水泳、バドミントン 11（3） 41 

（ ）内は中止件数で内数 

 

○主催大会・イベント（継続事業） 

№ 大会・イベント名 事業名 期日 参加数 

1 4月 春の日スポーツスペシャル（バドミントン） 

スポーツライフ

推進 

4/27（日） 25名 

2 5月 母の日スポーツスペシャル（ミニバレー） 5/18（日） 0名 

3 6月 子どもスポーツスペシャル（サッカー） 中止 

4 7月 海の日スポーツスペシャル（水泳） 中止 

5 9月 敬老スポーツデー（グラウンドゴルフ） 9/17（水） 100名 

6 11月勤労者スポーツスペシャル（ソフトボール） 企画変更 Ｎｏ.11 として開催 

7 12月 クリスマススポーツ（バドミントン） 12/23（火） 23名 

8 1月 成人の日スポーツスペシャル（体力診断） 中止 

9 2月 バレンタインスポーツスペシャル（テニス） 3/26（木） 14名 

10 3月 ひなまつりスポーツスペシャル（卓球） 3/8（日） 49名 

11 親子で遊ぼうソフトボールベースボール 12/23（火） 4組 

12 スポだめし！ in 南部 SC 金の卵 PJ 8/10（日） 台風中止 

13 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2014 行政施策推進 10/13（月） 台風中止 

 



 

熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 

経営理念 ビギナーからエキスパートまで楽しめるスポーツ文化の拠点づくり 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数 

一般 

たのしい水泳サークル 

ＺＵＭＢＡ 

アロマヨガ 

フラダンス 

バドミントンサークル 

ノルディックウォーク 

ランニング教室 

気軽にアクアビクス、 気軽にエクササイズ  

いきいき体力測定  ほか 339 15,326 

小学生 

小学生水泳 

小学生体操 

Ｊｒヒップホップダンス 

ジュニアスポーツクラブ 

ジュニアフットサル体験 ほか 49 811 

シニア 

シニアエアロビクス 

いきいきシニア筋トレ 

シニアエアロ＆ピラティス 34 534 

幼児 

楽しいキッズスイミング 

幼児リズム体操 

はじめよう幼児スケート ほか 59 744 

親子 

ベビーママアクア 

親子フラ・タヒチアンダンス 

ママとエクササイズ    ほか 9 320 

その他 

ハートフルスイミング（障がいをお持ちの方） 

夏休み幼児・小学生水泳（年長～小６） 

幼児・小学生スケート（年中～小６）   ほか 31 1,287 

合計 521（30） 19,022 

子育て支援事業 託児サービス 幼児参加 14 30 

（ ）内は中止件数で内数 

 

 

 

 



 

 

○主催大会・事業（継続事業） 

№ 大会・イベント名 事業名 期日 参加数 

1 身体障がい者長水路水泳記録会 
障がい者支援 

6/29（日） 15名 

2 盲学校生徒招待アイススケート 12/20（土） 150名 

3 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2014 in アクア 行政施策推進 12/23（火） 4,914名 

4 熊本市民ナイター水泳記録会 

スポーツライフ 

推進 

8/30（土） 63名 

5 アクアフェスティバル 2014 7/13（日） 71組 

6 みんなで踊ろう！ジュニアヒップホップダンス 10/5（日） 36名 

7 シンクロナイズドスイミング体験会 11/23・30（日） 20名 

8 ランニングフォームチェック・アドバイス 1/31.2/1（土日） 32名 

9 飛びこみスタート練習会  年度内 5回 260名 

10 バックヤード見学ツアー 地域交流事業 8/8（金） 6名 

11 メタボ予防・改善サポート事業 行政施策推進 

（スポーツ医科学） 
通年 

0名 

12 いきいき体力測定でのソフト等活用 83名 

 

○健康文化教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数 

一般 
かんたんフラワーアレンジメント 

はじめての手話 15 157 

小学生 

はじめてのえいご 

レベルアップえいご 

夏休みスイーツデコ体験 38 578 

親子 ベビーマッサージ 5 70 

合計 58（2） 805 

（ ）内は中止件数で内数 

 

○大規模大会（西日本規模以上）・催事（その他事業） 

№ イベント名 開催期日 参加規模 

1 西日本年齢別選手権水泳競技大会 5/23（金）～5/25（日） 2,000名 

2 第 4回ひのくにマスターズ水泳競技長水路大会 8/3（日） 400名 

3 第 13回ひのくにマスターズ水泳競技大会 3/22（日） 600名 

4 
第 1回ジャパントロフィーショートトラックスピード 

スケート選手権大会 
3/26（木）～3/29（日） 300名 

 

 

 

 



 

託麻スポーツセンター 

経営理念 「生き生き・ウキウキ・わくわく」する地域スポーツ活動の拠点づくり 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数 

一般 

ナチュラルヨガ 

ＺＵＭＢＡ 

リンパマッサージ＆ヨガ 

ソフトエアロ＆骨盤体操 

卓球（硬式・ラージボール） 

ミニバレーボールサークル 

ナイター初心者テニス 

さわやか太極拳      ほか 35 1,726 

小学生 
ジュニアショートテニス 

体力アップ ジュニア運動遊び 6 76 

親子 マミー＆キッズビクス 2 20 

その他 
体力アップ ジュニア新体操（年少～小学生） 

託麻バスケットサークル（高校生以上） 4 121 

合計 47（2） 1,943 

全施設活用事業 ふれすぽ ジュニアいろいろスポーツ 6 21 

（ ）内は中止件数で内数 

 

○主催大会・イベント（継続事業） 

№ 大会・イベント名 事業名 期日 参加数 

1 親睦ミニバレーボール大会 スポーツライフ推進 11/27（木） 14チーム 

2 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2014 行政施策推進 10/13（月） 台風中止 

3 第18回わくわくふうせんバレーボール大会 障がい者支援 11/22（土） 5チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

水前寺野球場・水前寺競技場 

経営理念 火の国アスリートの聖地として選手育成と競技力向上をサポート 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象  主な教室名 教室数合計 参加者数 

小学生 始めよう！Ｊｒベースボール ほか 6 92 

親子 親子バッティング対決！ 1 16 

野球場合計 7 108 

小学生 

Ｊｒサッカー 

夏休みＪｒタグラグビー体験 

運動会直前対策かけっこ教室 

体力アップ！キッズスポーツクラブ      ほか 21 602 

幼児 なかよしサッカー 6 97 

競技場合計 27 699 

 

○主催大会・事業（継続事業） 

№ イベント名 事業名 期日 参加数 

1 ＯＹＡＪＩサッカー大会 スポーツライフ推進 11月 6チーム 

2 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2014  行政施策推進 10/13（月） 台風中止 

3 キッズかけっこ塾＆タイムトライアルＩＮくまもと 

子どもの 

体力向上 

支援 

2/21（土） 211名 

4 ランニング指導員講習会（JRPO) 2/21（土） 21名 

5 2014親子サッカーフェスティバル 8/9 （土） 台風のためＮｏ.6合同開催 

 6 親子で親睦交流サッカーフェスティバル 8/24（日） 21組 

7 ジュニアサッカー大会（フェスタ 6人制） 12/6・7（土日） 27チーム 

8 スポーツメンタルトレーニング教室 行政施策推進（スポーツ医科学） 通年 8名 

 

○大規模大会（西日本規模以上）・催事（その他事業） 

№ イベント名 開催期日 参加規模 

1 チャレンジ陸上大会 2014 4/20（日） 110名 

2 Ｊリーグ第 14節 ロアッソ熊本 ＶＳ 東京ヴェルディ 5/18（日） 350名 

3 Ｊリーグ第 16節 ロアッソ熊本 ＶＳ カターレ富山 5/31（土） 385名 

5 第 14回アメリカンフットボールフェスティバル in熊本 7/13（日） 105名 

4 なでしこリーグ アイナック神戸 ＶＳ 伊賀フットボールクラブ 7/27（日） 830名 

6 J リーグ第 40節 ロアッソ熊本 ＶＳ 愛媛ＦＣ 11/9（日） 395名 

7 サッカーキャンプ（韓国Ｋリーグ 城南ＦＣ） 2/3～13 760名 

8 Ｊリーグ第 2節 ロアッソ熊本 ＶＳ ザスパクサツ群馬 3/15（土） 281名 

 

 



 

熊本市子ども文化会館 

経営理念 肥後っ子の声がひびく、遊びと学びのわくわく広場 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数 

一般 
子育てママのリフレッシュヨガ 

子育てママのリフレッシュピラティス ほか 23 258 

小学生 

こどぶん逆上がり塾 

コーディネーショントレーニング体験 

スポーツチャレンジ塾 

Ｌｅｔ‘ｓ ニュースポーツ ほか 51 761 

親子 

コーディネーショントレーニング体験教室 

ベビーママヨガ 

親子フラダンス 13 266 

合計 87（3） 1,285 

（ ）内は中止件数で内数 

 

○健康文化教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数 

一般 
子育てママのリフレッシュゴスペル 

手づくりおもちゃをつくろう！ ほか 5 59 

小学生 

こどぶん書道 

作文教室～読書感想文を書こう～ 

こどもハワイアンウクレレ 

舞台のお仕事体験！、 編み物 ほか 38 493 

親子 

英語であそぼう Ｉn こどぶん 

べビーサイン体験、 カラーコミュニケーション 

みつばちタイム、わんぱくタイム、 

カンガルータイム、 

当月生まれの誕生会     ほか 97 11,641 

その他 

こどもいけばな体験（小 1～中 3） 

こども囲碁教室（小 1～中 3） 

夏色カラーでサンキャッチャー作り（4歳～小学生） 

砂絵にチャレンジ！！（18歳未満の子ども） 

コマまわし名人になろう！（18歳未満の子ども） 

ビーズアクセサリー（18歳未満の子ども） ほか 32 1,102 

合計 172（1） 13,295 

（ ）内は中止件数で内数 



 

 

○指定事業（その他事業） 

事業分類 主な事業名 事業数合計 参加者数 

ア）活動

体験支

援事業 

ふれあい・ 

交流事業 

夏休み納涼祭 

ちびっこ運動会 

1 日館長（初めての職業体験）  

ほか 16 3団体と 23,421 

歳時事業 

ジャンボこいのぼりづくり 

みんなでお月見 

こどぶんはクリスマス 

節分豆まき  ほか 8 5,927 

情操涵養 

事業 

映画    

舞台劇  

劇 10 3,121 

ふるさと 

発見事業 
伝承工作～昔あそび教室～ 

1 451 

教育活動

等支援事

業 

学校や幼稚園での教育活動や保育活動等を積極的に受け

入れます。市内の小学３年生を中心として、学校教育活動の

一環として社会見学等招致します 

イ）子育て支援事業 

救急法 

歯科健康講座 

おやつ作り 

こどもの病気について 8 427 

ウ）施設運営事業 

きんしこうのフロアー、みつばちコーナー、ひよこ

ルーム、おうむコーナー、きつつきの部屋、うさぎ

の広場等の運営 15,800 

 

○主催大会・イベント（継続事業） 

№ イベント名 事業名 期日 参加数 

1 障害者週間イベント 行政施策 

推進 

12/6（土） 136名 

2 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2014 in こどぶん  10/13（月） 344名 

3 くまもとの子ども 足から元気教室 金の卵プロジェクト 6/22（日）  75名 

 

 

 

 

 

 



 

熊本市健軍文化ホール 

経営理念 人とまちが元気になる文化創造空間～わくわくホール～ 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数 

一般 
リラックスヨガ、 パワーヨガ 

ピラティス      7 109 

合計 7 109 

 

○健康文化教室（継続事業） 

対象 主な教室名 教室数合計 参加者数 

一般 

はじめての手話 

はじめてのハングル 

日商簿記３級講座 

救急講習会 ほか 6 46 

小学生 夏休みジュニア書道 ほか 3 44 

親子 親子で学ぶおこづかい楽習ゲーム 1 25 

その他 簡単！4 コマ漫画の描き方（小学生以上） 2 11 

合計 12（3） 126 

（ ）内は中止件数で内数 

 

○社会教育事業（公演関連のみ記載） 

№ 事業名 開催日 参加数 

1 朴葵姫ギターリサイタル公開リハーサル 9/19（金） 16名 

2 劇「ないた赤おに」バックステージツアー 3/26（木） 中止 

3 お笑い肥後にわか座・もっこす劇団 公演（健軍助成事業） 8/7（木） 293名 

 

 

○指定事業（その他事業） 

事業分類 主な事業名 事業数合計 参加数 

ア）情操涵養 

事業 

夏休み親子映画まつり 

朴葵姫ギターリサイタル 

ビエント ニューイヤーコンサート ほか 9（1） 1,998 

イ）地域 

ふれあい事業 

はじめてのキャラ弁教室 

ハーブを使った簡単イタリアン  ほか 15（1） 161 

（ ）内は中止件数で内数 

 

 



 

２ 安全管理事業 （その他事業） 

 

  利用者の安全を確保するため、管理面におけるあらゆる対策を講じた。 

 

３ 行政施策推進事業 （その他事業） 

 

  熊本市の関連計画・政策に基づき、利用者視点のサービス提供を行った。 

 

４ 全国大会・会議等の開催 （その他事業） 

 

「くまもと MICE 誘致推進機構」に加盟し、コンベンション等の誘致活動について各種団

体と連携した。 

 

 （１）コンベンション施設 大会受入状況（九州規模以上） 

施設名 大会名等 件数 

熊本市総合体育館・青年会館 宮本武蔵旗全国小・中学生剣道大会 ほか 32 件 

熊本市総合屋内プール 西日本年齢別選手権水泳競技大会 ほか 8 件 

水前寺野球場 第 43 回九州地区高等学校軟式野球大会 ほか 2 件 

水前寺競技場 なでしこリーグ アイナック神戸ＶＳ 伊賀フットボールクラブ ほか 8 件 

 

 （２）他都市からの視察 

他都市の行政や管理運営及び事業に関する視察のほか各種団体の受け入れを行った。 

施設名 月 受入れ団体 

熊本市総合体育館・青年会館 10 月 浦安市施設利用振興公社 

南部総合スポーツセンター 11 月 上天草市教育委員会社会教育課 

熊本市子ども文化会館 
7 月 韓国 （株）自然人材教育園 

8 月 千葉県千葉市議会 

 

 （３）関連団体との連携 

事業団管理施設で開催されるコンベンションを支援し、継続した施設利用や大会誘致に

つながるよう活動した。 

・水前寺競技場 「チャレンジ陸上大会 2014」の共催（大会実行委員会主催） 

 

 

 

 

 

 


