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       平成２８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２８年度は、開館３０周年に向け、これまで以上に美術館を身近に感じてもらうた

めに、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、これまで収集して

きた華麗な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。 

 

開館 25 周年記念特別企画 華麗なる日本画Ⅲ～日本画コレクション 25 年の軌跡～  

      ◇期   間：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 

◇展 示 内 容：開館２５周年を記念し、所蔵品の主要日本画を紹介する第Ⅲ期展。 

◇観 覧  料：一般４００円 中高生２５０円 小学生１５０円 

◇観覧者実績：３５３人（全９日間・・４／１－１０まで Ⅲ期計１，３５６人） 

 

春季特別展 ダヤン、新見へ！ 池田あきこ原画展 －タシルの街とフォーンの森－ 

◇期   間：平成２８年４月１６日（土）～平成２８年６月２６日（日） 

◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：『タシルの街とフォーンの森』をはじめ、目線を動かすと絵の中の建物も動い 

て見える「動く街角」や４枚の絵と鏡で構成された不思議な立体絵「スウィン 

グタシル」や『ダヤンのめいろ』など、最新作の原画１５１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：８，３９８人（開館日数６３日間） 

 

夏季特別展  キルトに魅せられて－  

      ◇期   間：平成２８年７月１日（金）～平成２８年８月２１日（日） 

      ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：日本を代表する５人のキルト作家による３０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：４，３７２人（開館日数５０日間） 

 

秋季特別展Ⅰ 安野光雅 御所の花展－両陛下のお庭を彩る四季の草花－ 

◇期   間：平成２８年８月２５日（木）～平成２８年１０月１０日（月） 

    ◇場   所：第１、第２展示室、新見庄展示室 

◇展 示 内 容：絵本作家、画家、装丁家として幅広い活躍を続ける安野光雅。本展では、御所に咲く

四季おりおりの草花を題材とした水彩画１３０点を一堂に展示。 

◇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：７，１９９人（開館日数４２日間） 

 

秋季特別展Ⅱ 箱根・芦の湖 成川美術館所蔵  

       華麗なる美の競演 現代女流日本画展 ～堀文子、森田りえ子を中心に～ 

      ◇期   間：平成２８年１０月１４日（金）～平成２８年１２月４日（日） 

      ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：箱根・芦ノ湖 成川美術館の協力により、現代日本画壇の最高峰である堀文子 

       四季を彩る花々をはじめ、舞妓やエキゾチックな女性像など卓越した描写で 

平成日本画壇を牽引する森田りえ子の二大女流画家を中心に５５点を展観、
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女流画家たちの華麗なる美の世界を紹介 

◇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：３，４０２人（開館日数４５日間） 

 

特別企画 華麗なる新美（にいび）コレクション  

      ◇期   間：平成２８年１２月１０日（土）～平成２９年２月５日（日）           

      ◇場   所：第１・第２展示室・市民ギャラリー 

◇展 示 内 容：館所蔵の 1100 点の中から、日本画、洋画・版画、彫刻、工芸、刀剣、書、写

真の代表作６８点を紹介。 

◇観 覧  料：一般５００円 大学生４００円 中高生２５０円  小学生１５０円 

◇観覧者実績：６０１人（開館日数４２日間） 

 

特別企画 第３回もっと伝統工芸 備中漆展  

      ◇期   間：平成２９年２月１１日（土）～平成２９年４月２日（日）           

      ◇場   所：第１・第２展示室 

◇展 示 内 容：備中漆復興２０年を記念し、平成２６年からはじまった展覧会の第３回展とし 

て、日本工芸会中国支部の漆芸、木工作家に、市内漆芸の「地域おこし協力隊」

２作家も加え、２８作家の新作を中心に５８点を展観。 

◇観 覧  料：一般６００円  大学生４００円 中高生２５０円   小学生１５０円 

◇観覧者実績：１，３２９人（開館日数４４日間） 

 

特別企画 岡山県博物館協議会創立２５周年記念パネル展（無料）  

      ◇期   間：平成２９年３月３日（金）～平成２９年３月１２日（日）           

      ◇場   所：市民ギャラリー 

◇展 示 内 容：岡山県博物館協議会創立２５周年を記念しての会員館を紹介したパネル展 

 

    （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  1,450 15 53 48 39    117 8 96 229 2,055 

5  2,953 54 137 128 104 4 3 3 126 19 130 436 4,097 

  6 1,713 31 66 58 86   1 107 6 115 416 2,599 

  7 1,739 6 44 8 102    52 5 12 260 2,228 

  8 2,176 19 80 34 59   1 47 8 37 332 2,793 

  9 3,189 20 49 24 254    45 1 18 370 3,970 

10 2,507 8 152 38 286   5 104 2 15 348 3,465 

11 1,520 8 26 10 312    30 2 11 223 2,142 

12 391 1 7 4 21    11  4 116 555 

  1 182 9 2 13 5   1 27 2  45 286 

 2 306 7 4 15 45    5 1 57 150 590 

3 446 16 3 4 123   8 28  6 210 844 

計 18,572 194 623 384 1,436 4 3 19 699 54 501 3,135 25,624 
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２．普及事業［定款第４条２項～３項］ 

  

（１）ギャラリートークの開催 

   １）池田あきこ展ギャラリートーク 

◇講 師：池田あきこ氏（絵本作家） 

◇日 時：４月１６日（土）１０時～１０時３０分  

５月２１日（土）１４時～１４時３０分 

５月２２日（日）１１時～１１時３０分  

◇参加者数：計約４５０人 

 

２）キルトアート展ギャラリートーク 

◇講 師：増田圭治氏（アルテクルー） 

  ◇日 時：７月１日（金） １０時～ 

◇参加者数：約３０人 

  

◇講 師：道正千昌氏（キルト作家）、中山弘子氏（キルト作家） 

  ◇日 時：７月１７日（日） １１時～１２時 

◇参加者数：約４０人 

 

◇講 師：岡野栄子氏（キルト作家） 

  ◇日 時：８月７日（日） １１時～１１時３０分 

◇参加者数：約４０人 

 

３）安野光雅ギャラリートークと展示解説 

  ◇講 師：狩山俊悟氏（倉敷市立自然史博物館） 

◇日 時：８月２５日（木） １１時～ １４時～ 

◇参加者数：約８０人（２回計） 

 

◇講 師：担当学芸員 

 ◇日 時：９月１０日（土）、１８日（日）、１０月２日（日） 

◇参加者数：約１１０人（３回計） 

 

４）現代女流日本画展ギャラリートーク＆展示解説 

◇講 師：担当学芸員 

  ◇日 時：１０月１４日（金）１０時～   

◇参加者数：約３０人 

 

◇講 師：藤本理恵子氏（日本画家） 

  ◇日 時：１０月２３日（日）１１時～ １４時～  

◇参加者数：約７０人（２回計） 

 

◇講 師：担当学芸員 

  ◇日 時：１１月３日（木・祝）、２７日（日） １４時～  

◇参加者数：約６０人（２回計） 
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５）華麗なる新美コレクション展示解説 

  ◇講 師：当館学芸員 

  ◇日 時：１２月１０日（土）１０時～ ◇参加者数：約１０人 

        １月  ９日（月）１４時～ ◇参加者数：約１５人 

 

６）備中漆展示解説 

  ◇講 師：塩津容子氏（漆芸家）、川野正毅氏（木工芸家） 

  ◇日 時：２月１１日（土） １０時～  

◇参加者数：約３０人 

 

◇講 師：高山雅之氏（備中うるし利活用協議会アドバイザー）髙月國光氏（木工芸家） 

  ◇日 時：２月１９日（日） １４時～１５時 

◇参加者数：約３０人 

 

◇講 師：塩津容子氏（漆芸家） 

  ◇日 時：２月２６日（日） １４時～ 

◇参加者数：約３０人 

 

◇講 師：小松原賢次氏（漆芸家） 

  ◇日 時：３月５日（日） １４時～ 

◇参加者数：約２０人 

 

◇講 師：川野正毅氏（木工芸家） 

  ◇日 時：３月２０日（月・祝） １４時～ 

◇参加者数：約３０人 

     

（２）記念講演会の開催 

 

   「安野光雅 御所の花展」オープニング記念講演会の開催 

   ◇演 題：「安野光雅の世界」 

◇講 師：大矢鞆音氏（津和野町立安野光雅美術館館長） 

◇日 時：８月２５日（木）１０時３０分～１２時 

◇会 場：美術館市民ギャラリー   ◇参加者数：６０名      

 

「現代女流日本画展」記念講演会の開催 

   ◇演 題：対談「女流画家が描く日本画」 

◇講 師：森田りえ子氏（日本画家）、森山知己氏（日本画家） 

◇日 時：１１月２０日（日）１４時～１５時 

◇会 場：美術館市民ギャラリー   ◇参加者数：１１０名 

      

 「備中漆展」記念講演会の開催 

   ◇演 題：備中漆について 

◇講 師：福冨幸氏（岡山県立美術館学芸員） 

◇日 時：３月４日（土） １４時～１５時３０分 

◇会 場：美術館市民ギャラリー   ◇参加者数：３３名 
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 「岡山県博物館協議会創立２５周年」記念講演会 

   ◇演 題：夢二のふるさと岡山 

◇講 師：小島ひろみ氏（夢二郷土美術館館長代理） 

◇日 時：３月１２日（日） １５時３０分～１６時３０分 

◇会 場：美術館市民ギャラリー     ◇参加者数：３１名 

 

（３）作家等によるサイン会の開催 

  １）池田あきこサイン会 

◇日 時：４月１６日（土） １０時３０分～ 

５月２１日（土）１４時３０分～ ２２日（日）１１時３０分～ 

◇会 場：美術館市民ギャラリー     ◇参加者数：４３０名 

 

２）ねこのダヤンサイン会 

◇日 時：４月１６日（土）、５月２２日（日） 各１４時～ 

◇会 場：美術館市民ギャラリー     ◇参加者数：６０名（３０名、３０名） 

 

３）岡野栄子サイン会 

◇日 時：８月７日（日） １１時３０分～１２時 

◇会 場：美術館エントランスホール ◇参加者数：１０名 

 

（４）ダヤン撮影＆握手会 

    ◇日 時：４月１７日（日）、５月２１日（土）、６月４日（土）、５日（日）、 

１２日（日）、１９日（日）、２５日（土）、２６日（日） 

各１１時～ １３時３０分～  

◇会 場：美術館エントランスホール ◇参加者数：約３００名 

 

  （５）ワークショップの開催 

１）ぶどうのタペストリーをつくろう  講師：中山弘子氏 

◇日 時：７月１７日（日）１３時～ １３時３０分～ １４時～ １４時３０分～ 

◇会 場：美術館市民ギャラリー   ◇会 費：５００円（材料費込み） 

◇参加者数：２０名（４回計、６名、５名、５名、４名） 

 

２）コースターをつくろう  講師：中西龍湖氏 

◇日 時：７月１８日（月・祝）１３時～１５時  

    ◇会 場：美術館市民ギャラリー   ◇会 費：５００円（材料費込み） 

◇参加者数：１３名 

 

３）ボタンを使った自分だけのブローチ、ブレスレットをつくろう 講師：岡野栄子氏 

◇日 時：８月６日（土）、７日（日） １３時～１５時  

    ◇会 場：美術館市民ギャラリー   ◇会 費：８００円（材料費込み） 

◇参加者数：２０名（６日：１０名、７日：１０名） 

 

４）はじめてのボタニカルアート 指導：川野佳子氏 

◇日 時：９月３日（土） １３時～１６時 

    ◇会 場：美術館市民ギャラリー   ◇会 費：５００円（画用紙代込み） 

◇参加者数：１０名 
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５）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：１０月１日（土） ９：００～１２：００ 

    ◇会 場：美術館周辺 ◇参加者数：３５組親子 

 

作品展 

     ◇表 彰 式：１１月２６日（土） １１：００～１１：４０ 

◇会  期：１１月２３日（水）～１２月４日（日） 

     ◇出 品 数：３５（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３人 銅賞３人 入選１２人 佳作１０人 特別賞３人） 

※入選作品まで、新見市文化展にも出品（１１／５［土］－７［月］）。 

    

６）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２６日（土） １３時３０分～１６時 

          ◇会 場：美術館市民ギャラリー   ◇会 費：５００円（材料費込み） 

◇参加者数：１０名 

 

７）My 箸つくり（小学高学年～一般対象）  

指導：前坂成哲氏・加藤萌氏（漆芸家／地域おこし協力隊） 

          ◇日 時：２月１８日（土）、３月２６日（日）１３時３０分～１６時 

          ◇会 場：美術館市民ギャラリー   ◇定 員：各回１５人（先着順） 

         ◇会 費：１０００円（材料費込み） 

◇参加者数：計２８名（２月１８日 １３名、３月２６日 １５名） 

 

   ８）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２９年２月２５日（日） ９時３０分～１２時３０分 

          ◇会 場：新見美術館市民ギャラリー ◇定 員：２０人（先着順） 

  ◇会 費：１０００円（材料費込み） 

◇参加者数：８組 

 

（６）敬老の日記念呈茶席 

◇講 師：素心流煎茶新翠会 

◇日 時：９月１９日（月・祝） １１時～１５時  

    ◇会 場：美術館ピロティ   ◇参加者数：８７名 

 

（７）絵本よみきかせ会の開催（池田あきこ展 対象：小学生～大人） 

◇講 師：新見子ども読書会、新見読書ボランティアの会 

◇日 時：５月１４日（土）、６月１８日（土） １１時～  １４時～ （各回３０分） 

    ◇会 場：新見美術館市民ギャラリー  ◇参加者数：６５名（４回合計） 

 

（８）機関誌等の発行 

     １）平成２８年度展覧会案内 

 ◇発 行 日：４月発行予定 

◇規    格：Ａ４版(両面印刷) ◇印刷部数：１８，０００部 

   

（９）図録の発行 
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     １）現代女流日本画展 

 ◇発 行 日：１０月１４日 ◇規    格：Ａ４版変形 ◇発行部数：４５０部 

 

２）備中漆展 

 ◇発 行 日：２月１１日  ◇規    格：２１．０×２１．０ｃｍ    

◇発行部数：５００部（第３回もっと伝統工芸備中漆展実行委員会との共催） 

 

（１０）入館無料日の実施 

     敬老週間（９月１３日［火］～１９日［月］）を設け、市内 70才以上１５２人が入館無料 

     する。 

 

（１１）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：１９３口 （一般会員１８０名、家族会員１２組、賛助会員１組名・・平成

２９年３月３１日現在） 

 

      ２）友の会総会の開催 

        ◇日  時：４月２３日（土）１３：００～１４：００ 

        ◇会  場：新見美術館市民ギャラリー ◇出 席 者：９人 

     ◇決定事項：①平成２７年度事業・決算報告②平成２８年度事業計画案・予算案の承認 

                      ③新役員、運営委員の決定④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２日（水） ８：００～１７：３０ 

◇場  所：岡山県立博物館「新見荘～中世荘園の記憶～」 

香川県立東山魁夷せとうち美術館 

「大和うるわし 国のまほろば－万葉こころを描く－」 

          ◇参加者数：１４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１３日（金） ９：００～１７：３０ 

◇場  所：夢二郷土美術館「創設 50周年 松田基コレクション こども学芸員が選ぶ夢 

二名品展 特別公開 備前焼の美」、天満屋岡山本店「第１０１回院展」 

◇参加者数：９人（但し、展示作品監視協力者対象） 

 

 （１２）市民ギャラリ－の利用状況 

                          

 

 

 

 

月 利用者数 使用料（円） 

１０  １組 ２０,０００ 

１１  １組 ８,０００ 

計  ２組 ２８,０００ 

使用内容 

 

１０月：杉本一文原画展～金田一耕助の世界～（７日

～１１月６日） 

１１月：MOA 美術館児童作品展（１２日～１３日）    
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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６点を収集・保管する。 

保                   管 

作家 ／ 作品（資料名） ／ 種別 受入先 点数 

染谷香理／春霞－纏う－／日本画 ギャラリーさいとう １点 

藤本理恵子／麗／日本画 岡山市北区 

藤本理恵子氏 

１点 

三枝美津子／光の薔薇／日本画 

 

東京都町田市 

荒井美津子氏 

１点 

平松礼二／モネの池・トンボ、秋の池・モネ、夏の

池・睡蓮／日本画 

鎌倉市 

平松礼二氏 

３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 

「スウィングタシル」「動く街角」ほか 151

点 

4 月 14 日～6 月 29 日                 池田あきこ氏 

岡野栄子「本日はお日柄もよく Vol.10」、藤代

郁子「ミモザの花の降る如く」ほか 30 点 

6 月 28 日~8 月 22 日                 岡野栄子氏、小西春江氏、道

正千晶氏、中山弘子氏ほか 

「エンブレスミチコ」「キキョウ」ほか 130

点 

8 月 23 日~10 月 11 日          安野光雅氏 

堀文子「トスカーナの花野」、森田えり子「バ

リの踊り子」「秋蒼穹」ほか 51 点 

10 月 12 日~12 月 5 日 箱根・芦の湖 成川美術館 

 

塩津容子「乾漆描蒟醤箱」、川野正毅「欅拭漆

四方盛器」など 58 点 

12 月 1 日～4 月 4 日 岡山県立博物館、岡山県立美

術館、作家、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「薬師寺の夕」／奥田元宋「遠山白雪」／

竹内栖鳳「富嶽」／小野竹喬「松の空」4 点 

美しき日本の風景 春夏秋冬展 

12 月 15 日～1 月 19 日 

 

会期 1／3－1／16                 

新潟日報社 

富岡鉄斎「布袋和尚の図」「嶋台図」「芙蓉図」、小

林古径「蘭」、下田義寛「月明」ほか計 13 点 

新春の寿ぎ 扇面－心擽るかたちの世界－展  

12 月 19 日~2 月 24 日 

 

会期 1／17－2／12           

華鴒大塚美術館 

 


