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        令和３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 

コロナ禍のため延期となった「開館 30 周年記念特別展Ⅰ 華道家・假屋崎省吾の世界－美

来麗明－」展を平成 23 年より続く人形の喜峯の特別協賛により「開館 30 周年記念特別展

ファイナル」と銘打って実施。夏から初秋にかけては若年層へのアプローチとして「岡山

ガールズイラストレーション展」を、また家族層をターゲットとして「西本喜美子写真展」

を企画。秋の特別展には「日本芸術院所蔵 時代を彩った日本画名品展」を開催して日本

画への関心を喚起する。所蔵日本画コレクション展では、前年の開館 30 周年特別企画に漏

れた秀作を中心に紹介。年度末にかけて、復興備中漆採取 10 年を記念する備中漆展を予定

しており、地元産漆を用いた新作及び備中漆復興に尽力した山口松太氏を紹介して美術教

育の振興・発展に努める。 

 

開館 30 周年記念特別展ファイナル 華道家・假屋崎省吾の世界－美来麗明－ 

◇期   間：４月１６日（金）～６月２７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  

 

岡山ガールズイラストレーション ayami・伊東七つ生・Sakizo・HIME+YOU・マツオヒロミ・ 

村上トモミ 

      ◇期   間：７月２日（金）～８月２２日（日） 

      ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：岡山県内を拠点に活躍する６名のイラストレーターと漫画家（うち２名は新

見市在住）の原画とデジタルプリント、立体作品を展示。作家ごとにサイン会

や制作講座、ワークショップを実施。 

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

 

93 歳のフォトグラファー 西本喜美子写真展（仮称） 

      ◇期   間：８月２８日（土）～１０月３日（日） 

      ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展示内容：インターネットで話題を呼んだ９３歳のアマチュアカメラマン西本喜美子の

写真展。写真作品１００点の展示の他、写真講座を開催。 

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

 

日本芸術院所蔵 時代を彩った日本画名品展 

      ◇期   間：１０月９日（土）～１１月２８日（日） 

      ◇場   所：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：国の栄誉機関である日本芸術院には、同院会員の作品や日本芸術院賞を受賞

した作品などが数多く所蔵されている。近現代の巨匠から現在の作家まで、各

時代を象徴する日本画の優品３６点を展示する。 

◇観  覧  料：一 般８００円 大学生４００円  中高生２５０円  小学生１５０円（予定） 
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華麗なる日本画コレクション 2021 

◇期   間：１２月３日（金）～２０２２年２月１３日（日） 

    ◇場   所：第１・第２展示室、新見庄展示室 

◇展 示 内 容：所蔵日本画を展示。人気作品を中心に、前年度のコレクション展で展示がで

きなかった作品を多く並べてコレクションへの理解を深めてもらう。 

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

 

漆芸家 山口松太追悼展・もっと伝統工芸 備中漆 2022 

◇期   間：２０２２年２月１９日（土）～３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：復興漆の採取 10 年を記念して、日本工芸会中国支部の漆芸・木工芸会員によ

る地元産漆を使った新作と、岡山県重要無形文化財「漆芸」保持者の故山口松

太氏の業績を紹介。岡山県立美術館と共同で企画。 

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

 

  太田隆司ペーパーアート展（予定） 

◇期   間：２０２２年４月９日（金）～６月２６日（日）（予定） 

    ◇場   所：第１・第２展示室、新見庄展示室 

◇展 示 内 容：紙を微妙に重ねて 17 センチの奥行きの中に“絵”を描くペーパーアーティス

ト太田隆司の作品を展示。 

◇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 

         新見庄展示として、たまがき書状を中心に古文書（レプリカ）等を展示する。映像コーナー

も設け新見庄の解説を行う。 

  

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）担当学芸員による展示解説 

  ◇日 時：日本芸術院展、華麗なる日本画コレクション展の会期中開催予定 

２）岡山ガールズイラストレーション オープニングトーク 

◇講 師：出品作家ないしは学芸員 

◇日 時：７月２日（金） １０：００～１０：３０（予定） 

３）西本喜美子写真展 オープニングトーク 

◇講 師：西本和民ないしは学芸員 

◇日 時：８月２８日（土） １０：００～１０：３０（予定） 

４）もっと伝統工芸 備中漆展 2022 オープニングトーク 

◇講 師：出品作家ないしは岡山県立美術館学芸員（交渉中） 

◇日 時：２月１９日（土） １０：００～１０：３０（予定） 

５）もっと伝統工芸 備中漆展 2022 作品解説 

◇講 師：出品作家（交渉中） 

◇日 時：会期中の土曜日 １４：００～１４：３０（予定） 

 

（２）展覧会関連イベント 

１）假屋崎省吾サイン会 
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◇日 時：６月１１日（金）・１２日（土）・１３日（日）時間未定 

◇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：６月１３日（日）１４：００～ 

◇会 場：新見公立大学大講堂 

 ３）伊東七つ生サイン会 

◇日 時：岡山ガールズイラストレーション会期中 １４：００～  

◇会 場：市民ギャラリー 

４）Sakizo サイン会 

◇日 時：岡山ガールズイラストレーション会期中 １４：００～  

◇会 場：市民ギャラリー 

５）マツオヒロミサイン会 

◇日 時：岡山ガールズイラストレーション会期中 １４：００～  

◇会 場：市民ギャラリー 

   ６）HIME＋YOU フィギュアの公開制作 

◇日 時：岡山ガールズイラストレーション会期中 １４：００～  

◇会 場：市民ギャラリー 

   ７）マツオヒロミ デジタルイラストの公開制作 

◇日 時：岡山ガールズイラストレーション会期中 １１：００～  

◇会 場：市民ギャラリー 

８）西本喜美子・西本和民講演会 

◇講 師：西本喜美子氏・西本和民氏（写真家） 

◇日 時：８月２９日（日）１４：００～１５：００（予定） 

◇会 場：市民ギャラリー 

９）日本芸術院所蔵時代を彩った日本画名品展 記念講演会 

◇講 師：西田俊英氏（日本画家）（交渉中） 

◇日 時：１１月３日（水・祝）１３：３０～１５：００（予定） 

◇会 場：市民ギャラリー 

 

  （３）ワークショップの開催 

１）西本和民 写真ワークショップ 

◇日 時：会期中 １３時３０分～１５時 

◇講 師：西本和民氏（写真家）     ◇会 場：市民ギャラリー・庭園 

  ◇定 員：２０名程度（申込先着順） ◇会 費：１，０００円 （材料費として） 

２）ayami バンドル＋カード作り／トムテ色付け体験 

◇日 時：会期中 １３時～１６時（随時） 

◇講 師：ayami 氏（イラストレーター・デザイナー）◇会 場：市民ギャラリー 

  ◇定 員：３０名程度（申込先着順） ◇会 費：５００円 （材料費として） 

３）村上トモミ ミニこけし色付け体験 

◇日 時：会期中 １３時３０分～１５時 

◇講 師：村上トモミ氏（イラストレーター）◇会 場：市民ギャラリー 

  ◇定 員：２０名（申込先着順） ◇会 費：５００円 （材料費として） 

４）村上トモミ デコイラストづくり 

◇日 時：会期中 １３時３０分～１５時 

◇講 師：村上トモミ（イラストレーター）◇会 場：市民ギャラリー 

  ◇定 員：２０名 ◇会 費：５００円 （材料費として） 
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５）漆芸ワークショップ スプーンと箸の漆絵体験 

◇日 時：会期中 １３時３０分～１５時 

◇講 師：出品漆芸作家                ◇会 場：市民ギャラリー 

  ◇定 員：２０名（小学校５年生以上） ◇会 費：１５００円 （材料費として） 

６）木工芸ワークショップ ろくろの実演と体験 

◇日 時：会期中 １３時３０分～１６時（随時） 

◇講 師：出品木工芸作家      ◇会 場：市民ギャラリー 

  ◇定 員：３０名程度（先着順） ◇会 費：無料 

６）ひな人形をつくろう！（一般、小中学生親子対象）  

◇日 時：２月（予定） ９時３０分～１２時３０分 

     ◇講 師：人形の喜峯      ◇会 場：市民ギャラリー 

     ◇定 員：２０人（先着順） ◇会 費：１０００円（材料費として） 

 

（４）絵画教室の開講 

１）日本画コース、スケッチコース（対象：中学生～一般） 

◇日 時：７月下旬または１１月 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：各３０名 

◇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月下旬または１１月 ２日間 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） 

３）絵画教室作品展の開催  

※市民ギャラリーを使用し完成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、新見市文化展にも出品予定。 

 

（５）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）岡山ガールズイラストレーション作家解説（予定） 

         ◇発 行 日：７月５日（金）発行予定 

         ◇規    格：Ｂ６版（Ｂ３両面印刷） ◇印刷部数：５，０００部 

３）日本芸術院所蔵 時代を彩った日本画名品展図録（予定） 

    ◇発 行 日：１０月９日（土）発行予定 

    ◇規    格：A４版５６ページ ◇印刷部数：５００部     

４）漆芸家 山口松太追悼展・もっと伝統工芸 備中漆 2022 図録（予定） 

         ◇発 行 日：２月１９日（土）発行予定 

         ◇規    格：Ａ４変形（２１．０×２１．０㎝） ◇印刷部数：３００部 

（６）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：２，０００部 

（７）入館無料日の実施 

敬老週間（９月２０日［月・祝］～２６日［日］予定）を設け、市内７０才以上を入館無



－5－  

料にする。 

 

（８）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） 

        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：５月開催 １３時から（予定）◇会  場：市民ギャラリー 

３）友の会会報発行 

◇発 行 日：６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：１０月（予定）◇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月上旬  ◇場 所：県 内   ◇定 員：２０人 

 

  （９）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 展 示 期 間 主 な 借 入 先 

【岡山ガールズイラストレーション展】 

デジタル作品以外の原画と立体作品（各作家２

０～３０点） 

７月２日（金） 

～８月２２日（日） 

ayami ・ Sakizo ・

HIME+YOU・村上トモミ 

【西本喜美子写真展】 

写真（プリント）約１００点 

 

８月２８日（土） 

～１０月３日（日）         

西本喜美子氏 

【日本芸術院所蔵 時代を彩った日本画名品

展】 

横山大観などの日本画３６点 

１０月９日（土） 

～１１月２８日（日） 

日本芸術院 

【漆芸家 山口松太追悼展・もっと伝統工芸 

備中漆 2022】 

漆芸、木工芸の新作及び旧作、山口松太作品 

2022年２月１９日（土） 

～３月２７日（日） 

 

各作家、岡山県立美術館、

個人ほか 

 


