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       平成２７年度 公益財団法人新見美術振興財団事業報告書 

 

１．展示事業［定款第４条１項］                 ［展示事業費  ,   千円］ 

   （１）特別展・企画展 

            平成２７年度は、新公益財団へ移行して２年目、新市施行１０周年、美術館開館２５周年

の節目の年を迎え、今以上に美術館を身近に感じてもらうため、癒しの空間を提供できる展

覧会、世代を超えて楽しめる展覧会、県北初開催の西洋画展、開館以来力を入れてきた日本

画コレクションの紹介など幅広く開催し、美術教育の振興・発展の向上に努めた。 

 

市制施行 10 周年記念、開館 25 周年記念特別展 中島潔 新しい風-希望 明日へ生きる- 

◇期   間：平成２７年３月２１日（土）～平成２７年５月１０日（日） 

◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：「風の画家」と呼ばれ、懐かしい日本の原風景を美しい四季にのせて描く画家、 

中島潔の新シリーズ「新しい風」を紹介。  

       ◇観  覧  料：一 般７００円 大学生５００円  中高生３００円 小学生２００円  

    ◇観覧者実績：４，５０４人（４／１[水]－５／１０[日]の開館４０日間） 

（総入館者数５，２７７人 開館日数５１日間） 

 

美術館開館 25 周年記念特別展 中山みどりフェルトアート展 －ほっころび時間－ 

      ◇期   間：平成２７年５月１４日（木）～平成２７年６月２８日（日） 

      ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：羊毛と針１本だけで本物そっくりの犬や猫たちを制作するフェルトアート。思わ

ず顔がほころび、ほっこりした気持ちになれる世界を紹介。 

◇観  覧  料：一 般７００円 大学生５００円 中高生３００円 小学生２００円  

◇観覧者実績：８，２６５人（開館４６日間） 

 

美術館開館 25 周年記念・テレビせとうち開局 30 周年記念特別展 ウルトラセブン展 

◇期   間：平成２７年７月４日（土）～平成２７年８月１６日（日） 

   ◇場   所：第１、第２展示室、新見庄展示室、市民ギャラリー 

◇展 示 内 容：円谷制作の空想特撮シリーズ「ウルトラセブン」の当時の貴重な資料を中心に紹

介。 

◇観  覧  料：一 般７００円 大学生５００円 中高生３００円  小学生２００円 

◇観覧者実績：１３，５４５人（歴代入館者数２位 開館４４日間） 

 

市制施行 10 周年・美術館開館 25 周年・テレビせとうち開局 30 周年記念特別展 

平成 27 年度市町村立美術館活性化事業 第 16 回共同巡回展 

エコール・ド・パリ －パリに咲いた異邦人の夢－ 

       ◇期   間：平成２７年８月２１日（金）～平成２７年９月２７日（日） 

       ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：北海道立近代美術館、札幌芸術の森美術館コレクションにより、パスキン、キ

スリング、ローランサン、シャガール、ユトリロ、ブラマンク、藤田嗣治など

のエコール・ド・パリの作家たちの油絵、版画、彫刻など７４点を紹介。 

◇観  覧  料：一 般７００円 大学生５００円 中高生３００円 小学生２００円  

◇観覧者実績：４，１８０人（開館３７日間） 
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開館 25 周年記念特別企画 華麗なる日本画～日本画コレクション 25 年の軌跡～Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  

      ◇期   間：Ⅰ期 平成２７年１０月８日（木）～平成２７年１２月６日（日）（５２日間）  

          Ⅱ期 平成２７年１２月１１日（金）～平成２８年２月１４日（日）（５０日間） 

Ⅲ期 平成２８年２月２０日（土）～平成２８年４月１０日（日）（４４日間） 

      ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室（Ⅱ、Ⅲ期は日本画展示なし） 

◇展 示 内 容：開館２５周年を記念し、所蔵品の主要日本画を全会期全作品入れ替えで紹介。 

◇観 覧  料：Ⅰ期 一 般６００円 大学生５００円 中高生２５０円 小学生１５０円 

Ⅱ・Ⅲ期 一 般４００円 中高生２５０円 小学生１５０円 

◇観覧者実績：５，５７９人（全１４６日間・・３／３１まで１３７日間 ５，２２６人） 

（Ⅰ期３，０９９人、Ⅱ期１，１２４人、Ⅲ期１，３５６人） 

 

   （２）新見庄展示 

         新見庄展示室は、新見庄関連の古文書（レプリカ）等を展示し、歴史史料室の機能を備えてい

ます。これは、中世新見庄の理解を深めるために設置し、身近に研究、調査できる施設の１つ

となっており、映像コーナーも設け新見庄の解説も行っている。 

 

（３）観覧者数実績 

《観覧者数月別実績表》                             (単位：人)  

   個   人 団体（割引者含む）   無  料 計 
開館日数 月 一般 大学 中高 小学 一般 大学 中高 小学 市小中  流域小学 幼児 招待 

4  1,620 4 61 20 341    162 6 62 389 2,665 

30 日 

5  2,850 26 103 106 410  2  182 17 124 425 4,245 

28 日 

  6 4,164 24 99 152 690 1 2 25 118 20 159 405 5,859 

28 日 

  7 3,528 20 137 590 238  6 6 79 17 916 247 5,784 

28 日 

  8 4,622 101 339 1,047 319 1 22 15 88 29 1,680 492 8,755 

27 日 

  9 2,035 25 60 21 370  1 1 133 7 25 508 3,186 

26 日 

10 980 6 3 2 321 1 8  12 3 3 160 1,499 

21 日 

11 989 5  4 217  15 13 15 2 7 77 1,344 

25 日 

12 471  1 2 73 5 1  12 3 7 43 618 

20 日 

  1 294    28  1  42   26 391 

24 日 

 2 459  4 4 56    16  1 38 578 

20 日 

3 546  6 6 151    25 1 2 59 796 

27 日 

計 22,558 211 813 1,954 3,214 8 58 60 884 105 2,986 2,869 35,720 

304 日 
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２．普及事業［定款第４条２項～４項］ 

  

（１）ギャラリートークの開催 

   １）中島潔展ギャラリートーク 

◇講 師：中島潔氏（絵本作家、イラストレーター） 

◇日 時：４月１９日（日） １０：００～  

◇会 場：展示室 ◇参加者数：約６０人 

 

◇講 師：藤井茂樹学芸員 

◇日 時：４月１２日（日）、４月２９日（水・祝） 両日とも １４：００～ 

◇会 場：展示室 ◇参加者数：３０人（２回計） 

 

２）中山みどり氏ギャラリートーク 

  ◇日 時：５月１４日（木） １０：００～ 

６月２８日（日） １１：００～ １４：００～ 

  ◇会 場：展示室 ◇参加者数：約１１０人（３回計） 

 

３）ウルトラセブン展関連トーク 

オープニング解説   

  ◇講 師：神野弘一氏（M１号 造型師） 

◇日 時：７月４日（土） １０：００～ 

 ◇会 場：展示室 ◇参加者数：約５０人 

出演者トークショー 

◇講 師：森次晃嗣（ことモロボシダン）氏 

◇日 時：７月１９日（日） １１：００～ １４：００～ 

 ◇会 場：新見保育所 ◇参加者数：３００人（２回計） 

 

４）エコール・ド・パリ展作品解説 

◇講 師：藤井茂樹学芸員 

  ◇日 時：９月６日（日）、１３日（日）、２６日（土）各１４：００～１５：００ 

◇会 場：展示室 ◇参加者数：１１０人（３回計） 

   

５）華麗なる日本画展作品解説 

  ◇講 師：藤井茂樹学芸員 

  ◇日 時：１１月３日（火・祝）、２３日（月・祝）、１月１１日（月・祝） 

２月１１日（木・祝）、３月２０日（日）  各１４：００～ 

      ◇会 場：展示室 ◇参加者数：８０人（５回計）  

     

（２）開館２５周年・エコール・ド・パリ展開催記念講演会の開催 

   ◇演 題：「エコール・ド・パリ－パリに咲いた異邦人の夢－」 

◇講 師：柴勤氏（小川原脩記念美術館館長・展覧会アドバイザー） 

◇日 時：８月２１日（金） １０：００～１１：１０  

◇会 場：美術館市民ギャラリー ◇参加者数：７０人 

      

（３）作家によるサイン会の開催 

  １）中島潔サイン会 
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◇日 時：４月１９日（日） １０：３０～１２：００ 

◇会 場：美術館市民ギャラリー ◇参加者数：１００人 

 

２）中山みどりサイン会 

◇日 時：５月１４日（木） １１：００～ 

     ６月２８日（日） １１：３０～ １４：３０～ 

◇会 場：美術館エントランスホール ◇参加者数：７０人（３回計） 

 

（４）撮影会の開催 

  １）ウルトラセブン撮影会＆握手会 

◇日 時：８月２日（日） １１：００～ １３：３０～ １５：００～ 

◇会 場：美術館エントランスホール ◇参加者数：２１０人（３回計） 

 

  （５）ワークショップの開催 

１）愛犬、愛猫を作ろう！（羊毛フェルトアート講習会） 指導：中山みどり氏 

◇日 時：５月１５日（金）、６月２７日（土） １３：００～１７：００ 

    ◇会 場：美術館市民ギャラリー  ◇参加者数：３８人（２回計） 

    

２）親子ワークショップ  講師：関野智子氏（洋画家）、寺尾佳子氏（洋画家） 

①絵の世界に入ってみよう（対象：小学２年生以下） 

②おもいでを描こう（対象：小学３年生以上） 

◇日 時：９月１２日（土） ①１０：３０～１１：３０ ②１４：００～１６：００ 

    ◇会 場：美術館市民ギャラリー    

◇参加者数：親子５１人（①親子３６人 ②親子１５人） 

 

３）子と親のスケッチ教室と作品展の開催   指導：杉原宏二氏 赤木源一氏 川野佳子氏 

  （対象：小学生以下） 

◇日 時：平成２７年１０月１０日（土） ９：００～１２：００ 

    ◇会 場：美術館周辺 ◇参加者数：４２組親子 

 

作品展 

     ◇表 彰 式：１２月１２日（土） １１：００～１１：３０ 

◇会  期：１２月１１日（金）～１２月２３日（水・祝） 

     ◇出 品 数：４２（内 藤井哲賞１人 理事長賞１人 館長賞１人 審査員長賞１人  

金賞３人 銀賞４人 銅賞３人 入選１６人 佳作１２人 特別賞 1 人） 

    

４）日本画を描いてみよう！（一般、親子対象） 指導：橋本吉弘館長 

          ◇日 時：１１月１５日（日） １３：００～１６：３０ 

          ◇会 場：美術館市民ギャラリー ◇参加者数：８人 

          

   ５）ひな人形をつくろう！（一般、小中学生親子対象） 指導：ひな人形の喜峯 

          ◇日 時：平成２８年２月１３日（土） ９：３０～１２：３０ 

          ◇会 場：新見美術館市民ギャラリー ◇参加者数：１８組２０人 

   

６）水彩で描く四季おりおりの風景（冬） 指導：奥田敏雄氏（洋画家） 

          ◇日 時：平成２８年３月２６日（土） １０：００～１２：００ 



－5－  

          ◇会 場：美術館市民ギャラリー ◇参加者数：９人 

（６）エコール・ド・パリ展開催記念オープニングギャラリーコンサートの開催 

「パリをめぐる音楽家たち」 

◇出 演：柴瑞穂氏（ピアニスト） 

◇日 時：８月２１日（金） １１：２０～１２：３０ 

◇会 場：新見美術館市民ギャラリー ◇参加者数：７１人 

 

（７）エコール・ド・パリ展鑑賞ツアーの開催 

１）わくわく親子鑑賞ツアー（小学生親子対象）  

指導：太巻佐和子氏（元猪熊弦一郎現代美術館学芸員） 

          ◇日 時：８月３０日（日） １４：００～ １５：００～ （各３０分） 

          ◇会 場：美術館展示室  ◇参加者数：５組１３人（２回計） 

   

２）敬老の日鑑賞ツアー（７０歳以上対象） 指導：担当学芸員 

          ◇日 時：９月中開催 １１：００～ １４：００～ （各３０分程度） 

          ◇会 場：美術館展示室  ◇参加者数：５人（２回計） 

 

３）ひとりでまわる、わくわくツアー（小学生以上対象） 

※ジュニアシートを作成し、それにより自由に会場をまわってもらう。  

◇日 時：エコール・ド・パリ展会期中開催 

          ◇会 場：美術館展示室      

 

（８）呈茶席の開催 

◇講 師：素心流煎茶新翠会 

◇日 時：９月２１日（月・祝） １１：００～１５：００  

    ◇会 場：美術館ピロティ ◇参加者数：６４人 

 

（９）おはなし会の開催（エコール・ド・パリ展 対象：小学生～大人） 

    内容「シャガールとローランサン」 

◇講 師：新見子ども読書会、新見読書ボランティアの会 

◇日 時：８月２９日（土）、９月１９日（土） １１：００～ １４：００～  

    ◇会 場：新見美術館市民ギャラリー ◇参加者数：７８人（４回計） 

 

（１０）職場体験学習生の受入（中学生２名受入） 

◇指  導：橋本吉弘館長、藤井茂樹学芸員、職員   

◇期  間：１０月１４日［水］－１６日［金］ ９時～１７時 

◇受 講 生：新見第一中学校２年 澤山彰太郎 時枝夕夏 （２名） 

 

 （１１）市民ギャラリ－の利用状況 

                          

 

月 利用者数 使用料（円） 

１０  ２組 ２８,０００ 

１１  ２組 ４４,０００ 

計  ４組 ７２,０００ 

使用内容 

 

１０月：楽画会展（１０日～１５日） 

   MOA 美術館児童作品展（２４日～２５日）    

１１月：ミネルバ（１日、３日～８日） 

    杉井如月虎画展（２１日～２３日） 

 

    



－6－  

 

 

 

 

 

 

 

（１２）機関誌等の発行 

     １）平成２７年度展覧会案内 

 ◇発 行 日：４月１日発行 

◇規    格：Ａ４版(両面印刷) ◇印刷部数：１８，０００部 

     

 ２）美術館ニュースの発行 

         ◇発 行 日：６月１０日発行 

         ◇規    格：Ａ４版４ページ ◇印刷部数：１，０００部    

 

（１３）入館無料招待日の実施 

     敬老週間（９月１５日［火］～２１日［月］）を設け、１０７人が無料入館する。 

 

（１４）新見美術館友の会の活動 

  

       美術館活動の推進に協力し、会員相互の親睦と美術振興の精神を養うことを目的に設置。 

１）友の会会員の募集 

     美術館受付、新聞、広報誌、インターネットなどを通じて募集を行う。 

          ◇会  費：年間(１口１,０００円)   

個人会員（１口以上）家族・団体会員（２口以上）賛助会員（２口以上）  

◇会員口数：２０３口 （平成２８年３月３１日現在） 

 

      ２）友の会総会の開催 

        ◇日  時：５月１６日（土）１３：００～１４：００ 

        ◇会  場：新見美術館市民ギャラリー ◇出 席 者：１４人 

     ◇決定事項：①平成２６年度事業・決算報告②平成２７年度事業計画案・予算案の承認 

                      ③監視ボランティアの実施について 

 

３）館外研修会の開催 

          ◇日  時：１１月１２日（木） ８：００～１８：００ 

◇場  所：広島県立美術館「京都市美術館名品展 うるわしの京都 あこがれの美展」 

呉市立美術館「北斎とリヴィエール展」 

          ◇参加者数：２０人  

 

４）友の会ボランティア研修会の開催 

館外研修 

◇日  時：１月１４日（木） ９：００～１７：３０ 

◇場  所：岡山県立美術館「宮忠子展」 

天満屋岡山本店「第１００回院展」 

◇参加者数：９人（但し、展示作品監視協力者対象） 
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３．美術作品・資料の収集及び保管［定款第４条第１号］ 

 

（１）作品・資料の保管 

 

   日本画、日本洋画、工芸（ガラス工芸含む）、書、版画１６７点を収集・保管する。 

保                   管 

作家 ／ 作品（資料名） ／ 種別 受入先 点数 

平山郁夫《宮島》日本画／川合玉堂《渚の雁》《柳

陰釣魚》日本画／杉山寧《鯉》パステル画／竹内栖

鳳《富嶽》《疎柳寒雀》日本画／など日本画３１点 

洋画５点、工芸８９点、書２７点、版画１点 

広島県庄原市  

株式会社山崎木材 

１５８点 

松下淳子《紅蜀葵》《悠久》《慈愛（チベット）》な

ど日本画７点  

岡山市東区 松下亀能氏  ７点 

平山郁夫《八坂塔遠望》、宮廻正明《空水》 新見市 平成 27年度購入  ２点 

 

 

（２）作品・資料の借入 

借                        入 

借 用  資  料  名 借 用 期 間 主 な 借 入 先 

《新しい風》《花童》等 73 点 3 月 19 日～5 月 11 日                 中島潔氏 

株式会社エミネント 

《春がきた》《ジャストな猫箱》等 150 点 5 月 13 日~6 月 29 日                 中山みどり氏他 

《ポインター》《ウルトラホーク１号》《ウルトラホ

ーク３号》等 1000 点 

7 月 2 日~8 月 17 日          円谷ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 

M１号、講談社 

シャガール「パリの空の花」、キスリング「オランダ

の娘」、ルオー「聖なる顔」等 74 点 

8 月 16 日~9 月 30 日 北海道立近代美術館、

札幌芸術の森美術館  

伊東深水《清秋》 1 点  9 月 30 日～12 月 17 日  個人 

 

 

（３）作品・資料の貸出 

貸               出 

貸出資料名／展覧会名 貸出期間／展覧会会期 貸  出  先 

平山郁夫「高野山奥之院」「宮島」／前田青邨「兜」

／小林古径「蘭」 日本画 4 点 

前田青邨と彼を取り巻く画家たち  

9 月 26 日～12 月 5 日 

 

会期 10／3－11／29                 

今治市大三島美術館 

平松利昭「お鹿さん 叫び」「大道芸人」「大道芸人」

油彩画 3 点 

画業 50 年 平松利昭の世界展  

10 月 9 日~11 月 17 日 

 

会期 10／17－11／15           

高梁市歴史美術館 

横山大観「帰漁」、上村松園「雪の富士」、平山郁夫

「薬師寺の夕」、田渕俊夫「刻」等日本画 55 点､工

芸 31 点､刀剣 2 点 計 88 点 

新見美術館コレクション 珠玉の日本画 

1 月 8 日~2 月 17 日 

 

 

会期 1／14－2／14          

桑名市博物館 

 


