
－1－  

 

  

       令和２年度 公益財団法人新見美術振興財団事業計画書 

 

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 

            令和２年度は開館３０周年を迎えることから、開館３０周年記念特別展として春には第

１弾として、平成２３年より続いている人形の喜峯からの特別協賛をいただき、世代を超

えて人気のある華道家・假屋崎省吾展を、夏季特別展としては、第２弾では木彫りの動物

彫刻を手掛ける、はしもとみお展を、第３弾では、令和誕生記念として秋には、奈良県立

万葉文化館の協力による万葉の日本画展を、記念特別企画展では、岡山や新見で活躍する

若手作家をとりあげる「片山康之×加藤萌」。コレクション展では開館３０周年特別企画と

して、新見美術館全館を使い、コレクションの中心である日本画の未公開作品、秀作を紹

介、美術教育の振興・発展に努める。 

 

開館３０周年記念特別展Ⅰ 華道家・假屋崎省吾の世界 

◇期   間：４月１７日（金）～６月２８日（日） 

◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室・市民ギャラリー・庭園 

◇展 示 内 容：「美来麗明」をテーマに、花をモチーフにした着物やアートフラワーをはじめ、

新見市の特産品などを取り入れた作品により、空間の魔術師とも呼ばれる假屋

崎省吾の壮麗なる美の世界を紹介。 

◇観  覧  料：一 般８００円  大学生５００円   中高生３００円  小学生２００円  

 

開館３０周年記念・災害復興 特別展Ⅱ 

にいみどうぶつ列車へようこそ！ はしもとみお木彫り動物の世界展  

      ◇期   間：７月４日（土）～９月６日（日） 

      ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：新作の日本犬図鑑を中心に、現在ブームとなっている猫、羊・山羊・ラクダ

などの家畜、チンパンジー・オランウータン・シロマユテナガザルなどの類人

猿といった様々な動物彫刻、および、その下絵となったドローイングなどを一

堂に展示。 

◇観  覧  料： 一 般８００円  大学生５００円  中高生３００円  小学生２００円  

 

※９月７日（月）～１８日（金） 収蔵庫・館内燻蒸、館内メンテナンスのため休館 

 

開館３０周年記念特別展Ⅲ 

奈良県立万葉文化館所蔵 ～令和を想う～ 現代日本画家が描く 万葉のこころ 

      ◇期   間：９月１９日（土）～１１月２３日（月・祝） 

      ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展示内容：奈良県立万葉文化館所蔵の万葉歌を題材に描いた秀麗な現代日本画の中から、 

新見ゆかりの日本画家を中心に４０点を精選し紹介。 

◇観  覧  料： 一 般８００円  大学生５００円  中高生３００円  小学生２００円（予定）  

 

開館３０周年記念特別企画展 片山康之×加藤萌 同時開催：砂原秀遍遺作展 

      ◇期   間：１１月２８日（土）～２０２１年１月３１日（日） 

      ◇場   所：第１・第２展示室 砂原展：新見庄展示室 
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◇展 示 内 容：岡山県北部と南部を拠点に活躍する若手作家の秀作を紹介。また同時開催と 

して、令和元年に亡くなった新見庄ゆかりの偉人・砂原秀遍氏の市内に遺る書 

を中心に紹介。 

◇観  覧  料：一 般６００円 大学生４００円  中高生２５０円  小学生１５０円（予定）  

 

開館３０周年特別企画Ⅱ ～日本画総選挙～華麗なる日本画コレクション （仮） 

◇期   間：２０２１年２月５日（金）～４月１１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：所蔵の主要日本画を前期・後期の二期に分け紹介。日本画総選挙と題し、人

気作品も決定する。また展覧会に合わせ、日本画だけの図録を作成する。 

◇観  覧  料：一 般６００円 大学生４００円 中高生２５０円  小学生１５０円 

 

令和３年度春季特別展 太田隆司ペーパーアート展 

◇期   間：２０２１年４月２２日（木）～６月２７日（日）（予定） 

◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：昭和の情景・風景を切り取り、ペーパークラフトで表現する太田隆司氏の作

品を通じて、昭和の様子をより身近に感じられる構成により紹介。 

◇観  覧  料：一 般８００円  大学生５００円  中高生３００円  小学生２００円（予定）  

   

   （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。 

  

２．普及事業［定款第４条２項～３項］ 

  

（１）ギャラリートーク・展示解説の開催     

１）はしもとみお氏オープニングアーティストトーク 

◇日 時：７月４日（土）１０時～（約６０分程度）            

   ２）はしもとみお展ゲストトーク－動物園の先生に聞いてみよう！－ 

◇講 師：池田動物園学芸員又は飼育員 

◇日 時：会期中 １４時～（約６０分程度）  

３）万葉の日本画展オープニングトーク（予定） 

  ◇講 師：安永幸史氏（奈良県立万葉文化館学芸員） 

◇日 時：９月１９日（土）１０時～（約６０分程度）  

４）万葉の日本画展アーティストトーク又は日本画講演会 

◇講 師：出品作家（日本画家）（交渉中） 

◇日 時：１１月３日（日）１３：３０～１５：００（予定） 

５）片山康之×加藤萌アーティストトーク 

◇講 師：片山康之氏（彫刻家）、加藤萌氏（漆芸家） 

◇日 時：１１月２８日（土）１０時～（約６０分程度）          

６）華麗なる日本画コレクションギャラリートーク 

◇講 師：所蔵作家（日本画家） 

◇日 時：３月７日（日）１１時～      

７）担当学芸員による展示解説 

  ◇日 時：万葉の日本画、華麗なる日本画コレクション展会期中開催予定 
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（２）展覧会関連イベント 

１）假屋崎省吾氏サイン会 

◇日 時：４月２９日（水・祝）・４月３０日（木）・５月１日（金） 

◇会 場：美術館エントランスホール 

２）假屋崎省吾トークショー＆フラワーデモンストレーション 

    ◇日 時：４月２９日（水・祝）１４：００～  

◇会 場：まなび広場にいみ小ホール 

 

  （３）ワークショップの開催 

１）愛犬、愛猫のブローチを作ろう！（仮題）（対象：小学生親子～一般） 

◇日 時：７月４日（土） １３時～１６時 

◇講 師：はしもとみお氏（彫刻家）・本多絵美子氏（彫刻家） 

    ◇会 場：美術館市民ギャラリー 

  ◇定 員：１０名程度（先着順） ◇会 費：３５００円 （指導料・材料費込） 

 

２）「日本の伝統を学ぶ：神代和紙に万葉を描く」（仮称）（対象：小学生親子～一般） 

◇日 時：１０月上旬 １３時３０分～１６時 

◇講 師：森山知己氏（日本画家） 

◇会 場：美術館市民ギャラリー 

◇定 員：１５名程度（先着順） ◇会 費：１０００円（観覧料・材料費込） 

３）「日本の伝統を学ぶ：My箸をつくろう！」（対象：小学生親子～一般） 

◇日 時：１１月２８日（土）（予定） １３時３０分～１６時 

◇講 師：加藤萌氏（漆芸家） 

◇会 場：美術館市民ギャラリー  ◇定 員：１０名程度（先着順） 

◇会 費：１０００円 （材料費込） 

４）ひな人形をつくろう！（一般、小中学生親子対象）  

          ◇日 時：２月開催予定  ９時３０分～１２時３０分 

     ◇講 師：人形の喜峯 

      ◇会 場：喫茶休憩室   ◇定 員：２０人（先着順） 

  ◇会 費：１０００円（材料費込み） 

 

（４）絵画教室の開講 

１）日本画コースほか（対象：小学生親子～一般） 

◇日 時：７月下旬 ２日間  ９時～１７時 

◇講 師：國司華子氏（東京藝術大学准教授）、東京藝術大学大学院生 

    ◇会 場：市施設、美術館ピロティ周辺 ◇定 員：６０組 

◇会 費：一般５０００円、高校生２５００円 小学生高学年～中学生１０００円 

２）子と親のスケッチ教室コース（対象：小学生以下の親子） 

◇日 時：７月下旬～８月中 ９時～１２時 

◇講 師：杉原宏二氏 村上平氏 川野佳子氏 東京藝術大学大学院生 

    ◇会 場：美術館周辺又は市施設 

 ◇定 員：６０組親子（先着順） 

◇会 費：７００円 （画用紙、記念品代） 
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３）絵画教室作品展の開催  

※秋までに市民ギャラリーを使用し出品作品による展覧会を開催。 

子と親のスケッチ教室入賞作品は、１１月の新見市文化展にも出品。 

 

（５）開館３０周年記念行事の開催 

   １）開館３０周年記念呈茶席の開催 

◇協 力：表千家新見地区同好会 

◇日 時：１１月上旬開催（予定） 

    ◇会 場：美術館ピロティ、庭園 

  ◇席 料：３００円（お菓子付） 

２）開館３０周年記念式典・記念講演会の開催（予定） 

式典 

◇日 時：３月開催（予定）１３：００～ 

◇会 場：美術館市民ギャラリー 

講演会 

 ◇講 師：所蔵作家（日本画家） 

    ◇日 時：３月開催（予定）１４：００～  

◇会 場：美術館市民ギャラリー 

  

（６）図録・機関誌等の発行 

     １）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：１５，０００部     

 ２）美術館ニュース（予定） 

         ◇発 行 日：１１月発行予定 

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

     ３）万葉の日本画展図録（予定） 

 ◇発 行 日：９月１９日（土）発行予定 

◇規    格：Ｂ５版変形１０４ページ ◇印刷部数：６００部     

 ４）所蔵日本画コレクション選 

         ◇発 行 日：２月５日（金）発行予定 

         ◇規    格：Ｂ５版変形１６８ページ ◇印刷部数：６００部 

 

（７）こころふれあいパスポートの発行 

       ◇発 行 日：４月発行予定 

◇規    格：６．０×２０．０㎝二つ折り(両面印刷) ◇印刷部数：３，０００部 

 

（８）入館無料日の実施 

      敬老週間（９月２１日［月］～２７日［日］予定）を設け、市内 70才以上を入館無料に 

する。また、華麗なる日本画展会期中、開館３０周年記念として無料入館日とする。 

 

（９）新見美術館友の会の活動 

        文化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として結成。 

１）友の会会員の募集 

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

        会費  個人会員（１口 １,０００円以上） 団体会員（２口 ２,０００円以上） 
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        賛助会員（２口 ２,０００円以上） 

     ※特典 観覧料の割引、招待券の発行、研修会の開催、会報の発行、イベント案内など 

２）友の会総会の開催 

      ◇日  時：４月開催 １３時から（予定） 

      ◇会  場：美術館市民ギャラリー 

３）友の会会報発行 

◇発 行 日：１０月１日発行（予定） 

◇規  格：Ａ４版４ページ  ◇印刷部数：５００部 

４）館外美術館研修会の開催 

         ◇日 時：６月 ◇場 所：県内外 ◇会 費：７,０００円程度 ◇定 員：２０人  

５）友の会ボランティア研修会 

監視ボランティア事業等への参加者に対し、県内美術館・博物館での研修を開催。 

◇日 時：１月８日（金）  ◇場  所：県 内   ◇定  員：２０人 

 

  （１０）市民ギャラリー（有料）利用のＰＲ 

  市民ギャラリーは、部屋をレイアウトすることで、グループ展や個展、会議、絵画教室、

音楽会等、多様に利用できる。特に、特別展開催中の利用促進を図り、広報紙やチラシに記

載するなどし、市民はもちろん、広く市外・県境地域にも広報する。   

 

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・資料の借入 

 

借                        入 

借 用 ･ 資  料  名 借 用 期 間 主 な 借 入 先 

【はしもとみお展】 

《ジュゴンのセレナ》《ウマグマ シュー》《猫

のコムギ》《チンパンジーのマックス》《柴犬 

月》など約 200点 

6 月 30 日~9 月 7 日                 はしもとみお氏 

【万葉の日本画展】 

平山郁夫《額田王》、田渕俊夫《はぎの頃》、 

森田りえ子《撫子》絹谷幸二《大和国原》な 

ど 40点 

9 月 15 日~11 月 25 日          奈良県立万葉文化館 

【片山康之×加藤萌展】 

新作を制作予定 

11 月 25 日~2 月 1 日 片山康之氏、加藤萌氏 

 


