
文 化 施 設 利 用 状 況 （平成２７年度～平成３１・令和元年度）    

市  民  会  館  《S48.10.10 開館》 文 化 ホ ― ル 《H6.8.20 開館》 海 と く ら し の 史 料 館    《H6.4.19 開館》 

平成２７年度  

◎利用件数       ６７８件 

 ・会議室      （６７５） 

 ・広場         （３） 

◎利用者数        ２７,８７５人 

◎使用料収入      ３,３５９,７３６円 

平成２７年度 

◎利用件数       ６６１件 

 ・ホール      （１００）      

 ・リハーサル室等  （４６２） 

 ・ホール舞台    （ ９９） 

◎利用者数        ２０,９７５人 

◎使用料収入      ３,５４８,９２４円 

平成２７年度 

★伯州綿と弓浜絣展 ４～６月 

★境港のさかな春・展覧 ４～５月             

★境港のさかな・夏本マグロ、白いか展 ５～８月 

★JR 境線の歩みと山陰の鉄道展  ６～８月 

◎入館者数       ２１,７２９人 

◎入館料収入    ３,０１７,３５０円 

★まぐろのお絵かきｺﾝﾃｽﾄ ７～８月 

★今昔と戦争の歴史展 ９～１１月 

★境港のカニ展覧 １１～２月 

★水産教育 70 年の歩みと境港の水産業 

２～４月 

◎入館者累計  （２１年） 

 ８８１,５５０人 

平成２８年度  

◎利用件数       ７６９件 

 ・会議室      （７６９） 

 ・広場         （０） 

◎利用者数        ４１,１６０人 

◎使用料収入      ３,８７６,６１９円 

           

平成２８年度 

◎利用件数       ６３３件  

 ・ホール      （ ９６）      

 ・リハーサル室等  （４４３）  

 ・ホール舞台    （ ９４） 

◎利用者数        １９,４５３人 

◎使用料収入      ３,８２８,７６４円 

平成２８年度 

★伯州綿と弓浜絣 ４～６月 

★橋本興家版画展 ６～９月、９～１２月 

  １２～３月（テーマ別に） 

★魚の絵コンテスト ７～８月 

◎入館者数       １９,８７８人 

◎入館料収入    ２,７４７,６８０円 

★海のひろいもの展 １０～１２月 

★お魚ロード写真展 １２～６月 

★魚へん漢字あるあるコーナー １２～

４月 

★たい妖さん毛筆アート展 ２～7 月 

◎入館者累計    （２２年） 

  ９０１,４２８人 

平成２９年度  

◎利用件数       ７２４件 

 ・会議室      （７２４） 

 ・広場         （０） 

◎利用者数        ２７,６１０人 

◎使用料収入      ３,６４２,１６８円 

平成２９年度 

◎利用件数       ５１３件  

 ・ホール      （ ９５）      

 ・リハーサル室等  （３４２）  

 ・ホール舞台    （ ７６） 

◎利用者数        １７,８０６人 

◎使用料収入      ３,２０６,０９２円 

平成２９年度 

★てぬぐいひらひら １１月 3～5 

★特別展「伯州綿」 ４～７月 

★橋本興家版画展 ６～９月 

★魚の絵コンテスト ７～８月（展示～1 月） 

 

◎入館者数       １８,５２１人 

◎入館料収入    ２,５７１,９８０円 

★お魚ハンドアートﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ １０月 

★ｱｲｼﾝｸﾞｸｯｷｰ＆ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

１月、３月 

★松本英三版画展 １～２月 

★井上治子ﾊﾟｽﾃﾙｱｰﾄ展＆ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ２月 

★マンボウ祭(パネル展) ３～５月 

◎入館者累計    （２３年） 

  ９１９,９４９人 

平成３０年度（１か月間のみ） 

◎利用件数         ３６件 

 ・会議室        （３６） 

 ・広場         （ ０） 

◎利用者数         ２,６７２人 

◎使用料収入      ３３２,１２３円 

 

  （H30.4.30 閉館） 

平成３０年度（通年開館運用） 

◎利用件数       ７２０件 

 ・ホール      （１０７） 

 ・リハーサル室等  （５３３） 

 ・ホール舞台    （ ８０） 

 

◎利用者数        ２１,１３３人 

◎使用料収入     ３,４０３,７９７円 

平成３０年度 

★マンボウ祭 3～5 月 

★境の湊展 7～8 月 

★てぬぐいひらひら 11 月 

★キャンドルナイト in 境港 6 月 

★魚の絵コンテスト 7～8 月（展示 9～1 月） 

◎入館者数       ２２,２５４人 

◎入館料収入    ３,２３９,３８０円 

★ｱｲｼﾝｸﾞｸｯｷｰ＆ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 4 月 

★ぬいぐるみお泊り会 10 月 

★松本英三版画展 6～7 月、1 月、2 月 

★境港市琿春市友好 25 周年記念写真展 

10 月 

★その他写真絵画展 8 回 

◎入館者累計    （２４年） 

  ９４２,２０３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１・令和元年度 

◎利用件数       ６７８件 

 ・ホール      （ ９９） 

 ・リハーサル室等  （５００） 

 ・ホール舞台    （ ７９） 

 

◎利用者数        １９,９６１人 

◎使用料収入     ３,４７１,１８３円 

平成３１・令和元年度 

★マンボウ祭 4～5 月 

★黒ねこカンちゃんのちょっぴり怖い展示４月、6 月 

★IT プレゼンツ映画まつり 6 月 

★キャンドルナイト in 境港 6 月 

★魚の絵コンテスト 7～8 月応募、9～1 月展示 

◎入館者数       ２４,１６２人 

◎入館料収入    ３,９９２,９００円 

★サメ祭 7～9 月 

★港町怪談会 8 月 

★とっとりの自然と歴史 10 月 

★てぬぐいひらひら 11 月 

★絵葉書タイムトリップ 12 月 

★その他写真絵画展 13 回 

◎入館者累計    （２５年） 

  ９６６,３６５人 

 


