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第４期（平成２８年１２月１日～29年１１月３０日）事業計画（案） 

 

一 基本方針 

公益財団法人 立花財団は、旧柳川藩主立花家に伝わる大名家資料および

近代立花伯爵家資料を広く一般に、そして次世代へ正しく伝えることを通

して日本伝統文化への深い理解と豊かな精神性の育成に寄与するために、

調査研究、保存修復、展示公開、教育普及事業、その他設置目的を達成す

るため必要な事業を推進する。 

 

二 理事会・評議員会の開催  

（１）理事会 

・通常理事会：平成 29年 1月中旬 

第 3期事業報告および決算の承認 

代表理事及び業務執行理事による職務の執行状況の報告 

・臨時理事会：平成 29年 10月中旬 

第 5期事業計画案および収支予算案の承認 

代表理事及び業務執行理事による職務の執行状況の報告 

（２）評議員会  

・定時評議員会：平成 29年 1月末 

第 3期決算の承認と事業報告 

第 4期事業計画および収支予算の報告 

 

三 主務官庁届出・報告事項  

    第 3期の事業報告等に係る提出書：平成 29年 2月末 

第 5期の事業計画等に係る提出書：平成 29 年 11月末 

国宝および重要文化財の所有者移転届 

 

四 事業内容 

（１）史料館の管理運営 

施設の清掃、警備、空調運転、各種保守点検等館を適正に維持管理 
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（２）アーカイブ業務 

（ア） 収蔵品データベースの整理 

・複数のパソコンへファイルコピーを行った結果、同一のものが複数

にできてしまった収蔵品データの統一及び最新情報への更新 

・展示作業の効率化へ向けメタデータの充実     

（イ） データベースのクラウドへのバックアップ 

・ハードディスクの故障等によるデータ破損の危険に備え、収蔵品デ 

ータベースを安全に保管するため 

（ウ） 古写真・古フィルム調査と整理 

柳川古文書館へ寄託している古写真の調査 

（エ） 新聞記事の中から柳川および立花家の歴史関連事項や近隣の展覧会

情報のスクラップを行う 

（３）資料収集 

    ・寄託・寄贈資料の受入 

（４）保存管理 

    ・収蔵庫の温湿度測定 

（５）平常展示 

・平成 28年 12 月 23日（金）～ 29年 4月 3日（月）102日間  

新春テーマ展「めでたづくし 柳川藩主立花家伝来の美術工

芸品から」  

・4月 7日（金）～ 7 月 3日（月） 88日間  

特集展示「刀を見る、伝来を知る 柳川藩主立花家伝来の刀

剣」  

スポット展示「(仮)御花畠屋敷から立花氏庭園へ」 
・7月 7日（金）～9 月 25日（月）81日間 

こども企画展「いろトリどりのタカラモノ」 

・9月 29日（金）～11 月 30日（月）63日間 

秋のテーマ展「柳川藩主立花家伝来の能面・能装束」  

スポット展示「（仮）立花家伝来の名品－秋を詠い、秋を描く

－」 

（６）特別展実行委員会の開催 

    平成 29年は、立花宗茂生誕 450年の年にあたり、柳川古文書館との共催

で特別展「立花宗茂と柳川の武士たち（仮）」を開催予定。特別展実行委
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員会は第 1回を平成 28 年 9月に開催、第 2 回は平成 29年 11月頃を予

定。 

      ・特別展開催期間：平成 29年 12月～平成 30年 1月頃 

    ・特設ホームページの開設 

（７）資料貸出・提供 

（ア） 他団体主催展覧会への資料貸出 

「都城島津邸のあゆみと国宝・重文（仮）」 

会期：平成 29年 1 月 21日～3 月 5日 

貸出資料：国宝 短刀 銘 吉光 

（イ） 他団体主催企画への資料提供 

未定 

（８）教育普及・生涯学習 

（ア） 講座・講演会 

・立花家史料館文化講座 

近世から近代にかけて柳川と九州の歴史や文化をより深く知

り、楽しむためのシリーズ講座 

奇数月第 3水曜日開講 全 6回（12講座） 

各日 2名の講師による講座（講師と内容は調整中） 

（イ） 常設特集展、テーマ展、子供企画展会期中のワークショップ 

       こども企画展「いろトリどりのタカラモノ」期間中、鳥のイラス

ト判子で「いろトリどりのカード」をつくるワークショップを

開催 

（ウ） レファレンスサービス 

   ・資料の閲覧・撮影・複製作成への対応 

・画像利用申請への対応 

・資料に係わる照会に対する調査と回答 

（エ） 鑑賞支援 

・ギャラリートーク・展示解説 

・史料館展示目録・解説シート作成 

・展示キャプションの多国語対応（英、中、韓） 

（オ） 他団体主催企画への協力・支援 

   未定 

（カ） Google Arts＆Cultureのプラットフォームを利用した普及事業  

・アートプロジェクトでの展示公開 
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   ・歴史アーカイブスの展示公開 

   ・Googleモバイルアプリでの展示解説公開と音声ガイド公開 

   ・Googleギガピクセル画像およびアートカメラ画像の公開 

（９）立花氏庭園整備・管理事業 

（ア）名勝立花氏庭園整備委員会会議開催：年間 5回程度 

国庫補助事業「名勝立花氏庭園大廣間修理工事」（平成 28年 7月

～平成 29年 7月 14ヶ月） 

・工程会議 4回/1ヶ月 ＋ 現地説明会 1回、入札 1回、中間検査

2回、完了検査 1回 計 33回 

・書類作成：一般整備補助申請、一般整備予定補助申請、災害復旧

補助申請、現状変更 

・修復工事の情報提供：ホームページ、修復レクチャー等 

（イ）名勝立花氏庭園の日常保守管理指導 

（１０）調査研究  

（ア） 展示に伴う史料館収蔵資料調査 

（イ） 柳川藩および近代立花家関係資料調査 

史料館外に所在する関連資料の追跡調査および基礎調査 

（ウ） 研究会・調査事業等主宰および参加 

・柳川市史編纂事業への参加 

・九州大名家資料研究会の開催（年 1回） 

（エ） 関連図書・資料の収集と整理 

 

五 事務局総務 

（１）人事・経理・庶務事項 

（２）予算・決算、事業計画・事業報告策定 

（３）（公財）立花財団（株）御花の連絡会（月 1回） 

（４）各種年会員管理システムの整備 

（ア） 会員入退会手続 

（イ） 会費入金管理 

（ウ） ホームページ上での寄付金募集システム（CANPAN利用）の管理 

（５）資料貸出料・掲載料入金管理 

（６）財団の理念と行動指針の内外共有 

（ア） 理念の統一  基本方針に基づくミッションの周知 
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（イ） 行動の統一 （ア）に基づく事業の具体的実践指針の周知 

（ウ） 視覚の統一 史料館ロゴマークとロゴタイプの周知 

（７）史料館・財団ホームページ・SNS（Facebookページ）更新と管理 

（８）史料館年報 PDF作成・公開 

・平成 29年 2月発行 


