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議案 第６７号 

 

       令和２年度 公益財団法人新見美術振興財団事業報告 

 

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年度はコロナウイルス感染症拡大防止に伴い４月１７日～５月２２日までの間臨

時休館し、華道家・假屋崎省吾の世界展の開催を令和３年度春に延期した。特別企画展「片

山康之×加藤萌 森のしずまる」と開館３０周年特別企画「華麗なる日本画コレクション」

は玄関扉の自動ドア付け替え工事に伴い会期を変更し開催。はしもとみお木彫りの動物の世

界展と万葉のこころ展は予定どおりの会期で開催した。 

 

開館３０周年特別企画Ⅰ すべて見せます 鉄斎コレクション大公開！ 

       ◇期   間：令和２年２月１日（土）～４月５日（日）           

       ◇展 示 室：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：新見美術館のコレクションを紹介する本展では、開館３０周年を記念して、所蔵

作品の中から、鉄斎作品全 77点をはじめて一堂に紹介。 

◇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 数：１０１名（開館日数５日 4/1-4/5まで） 

            （展覧会観覧者数合計１，１９７名 開館日数５６日）  

 

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）・・・・・・令和３年春に延期 

 

延期後の会期 

◇会 期：令和３年４月１６日（金）～６月２７日（日） 

 

企画展 華麗なる新美コレクション 日本洋画名品展－春は必ず来る－ 

◇期   間：令和２年５月２３日（土）～６月２８日（日） 

◇展 示 室：第１・第２展示室・新見庄展示室 

◇展 示 内 容：華道家・假屋崎省吾の世界展実施延期にともない、藤井哲、合田徳一郎、能登康

幸、難波滋、石田宗之ら館蔵の日本洋画を中心に紹介。 

◇観  覧  料： 一般４００円 中高生２５０円  小学生１５０円 

◇観 覧 者 数：６４７人 

 

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） 

      ◇展 示 室：第１・第２展示室・新見庄展示室・市民ギャラリー 

◇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 

◇観 覧 者 数：８，２１８人 

 

※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 



－2－  

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） 

      ◇展 示 室：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 

◇観 覧 者 数：５，１１６人 

 

華麗なる日本画コレクション<富岡鉄斎> 同時開催：砂原秀遍遺作展 

◇期   間：１２月５日（土）～１２月２０日（日） 

◇展 示 室：第１・第２展示室 砂原秀遍展：新見庄展示室  

◇展 示 内 容：「開館 30周年特別企画 華麗なる日本画コレクション」を改編したもので、新収 

蔵品『華麗なる日本画コレクション名品選』に掲載される鉄斎作品を中心に展示。 

◇観 覧 者 数：３５１人 

 

開館３０周年記念特別企画展 片山康之×加藤萌 森のしずまる 同時開催：砂原秀遍遺作展 

      ◇期   間：１１月２８日（土）～令和３年１月３１日（日）・・工事のため会期変更 

 

    ◇変更後期間：令和３年１月６日（水）～２月１４日（日） 

      ◇展 示 室：第１・第２展示室 砂原展：新見庄展示室 

◇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、新見庄ゆかりの偉人・砂原秀遍氏の市内に遺る書を紹介。 

◇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 数：１，３１３人 

 

※２月１５日（月）～３月１２日（金） 展示替・玄関扉自動ドア付替工事のため休館 

 

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  

◇期   間：２月５日（金）～４月１１日（日）・・・・工事のため会期変更 

 

◇変更後期間：３月１３日（土）～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 

◇観 覧 者 数：１，５７９名（９６９名 3/13-3/31 まで 開館日数１６日） 

              （６１０名 4/1-4/11まで  開館日数１０日） 

 

   （２）新見庄展示 

新見庄展示室では、たまがき書状の展示を行ったほか、新見庄ゆかりの偉人で、令和元年に亡

くなった東寺長老・砂原秀遍氏の市内に遺る書を展示。 
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（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 幼児 招待 

4  70    11   1    19 101/5  

5  110   1 19      1 14 145/8 

  6 385  1 1 65    12  1 37 502/24 

  7 1,783 25 28 74 147 5   51 16 197 229 2,555/24 

  8 3,014 53 86 239 174 9 43 6 47 10 433 398 4,512/27 

  9 1,373 23 11 34 130 4 1 2 55 3 86 579 2,301/17 

10 1,400 9 11 10 180 3  19 45 10 13 180 1,880/27 

11 1,287 11 9 10 280 3  1 66  15 404 2,086/20 

12 271  1  47    5  1 26 351/15 

  1 428 5 3 9 41 15   11  11 153 676/24 

 2 391 7 6 3 40 2 15  14 5 14 140 637/12 

3 481 7 4 6 70 1 9  13 2 1 375 969/16 

計 10,993 140 160 387 1,204 42 68 29 319 46 773 2,554 16,715/219 

 

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         ・・・・中止 

  

代替：はしもとみお解説映像＆音声ガイド作成 

提供方法：個人スマホによるダウンロード又は、タブレットの無料貸出    

         

   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！   ・・・・中止 

◇講 師：池田動物園 赤迫良一氏（池田動物園総務部長） 

 

代替：池田動物園赤迫良一氏による解説映像＆音声ガイド作成 

提供方法：個人スマホによるダウンロード又は、タブレットの無料貸出 

  

３）万葉の日本画展 オープニングトーク 

  ◇講 師：安永幸史氏（奈良県立万葉文化館主任学芸員） 

◇日 時：９月１９日（土）１０時～１１時 

◇会 場：市民ギャラリー  ◇参加者数：５０名  

４）万葉のこころ展 記念講演会 

◇講 師：中島千波氏（日本画家） 

◇日 時：１１月８日（日）１３時３０分～１５時 

◇会 場：市民ギャラリー  ◇参加者数：６０名 

５）万葉のこころ展 担当学芸員による作品解説 

  ◇日 時：①１０月１８日（日）１４時～１５時 

②１１月１５日（日）１４時～１５時 

     ◇会 場：市民ギャラリー  ◇参加者数：①２５名 ②２４名 

６）万葉のこころ展 音声ガイドサービス 

出品１０作品の音声による作品解説の無料サービス 

提供方法：個人スマホによるダウンロード又は、タブレットの無料貸出 
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７）片山康之×加藤萌 森のしずまる展 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：１月６日（水）１０時～１０時４０分 

◇会 場：展示室  ◇参加者数：４０名          

８）華麗なる日本画展 館長・学芸員による作品解説 

  ◇日 時：①３月１４日（日） １４時～１４時３０分 

②３月２８日（日） １４時～１４時３０分 

     ◇会 場：展示室  ◇参加者数：①２０名 ②２０名 

       

（２）展覧会関連イベント 

１）假屋崎省吾氏サイン会  ・・・延期 

◇日 時：４月２９日（水・祝）・４月３０日（木）・５月１日（金） 

 

延期後の日程：６月１１日（金）・１２日（土）・１３日（日） 

 

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        ・・・延期 

    ◇日 時：４月２９日（水・祝）１４：００～  

◇会 場：まなび広場にいみ小ホール 

 

延期後の日時：６月１３日（日）１４：００～ 会場：新見公立大学講堂 

 

代替：假屋崎省吾氏リモートによる生け花教室 

◇日 時：９月１５日（火）１０時３０～１１時４０分（約７０分程度） 

◇対 象：新砥小学校全児童３５名 

 

   ３）出品作品のモチーフとなった万葉歌を神代和紙にしたためる 

     ◇協 力：新見書道愛好会 

◇万葉歌数：４０首  ◇参加者数：２３名 

 

  （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）  ・・・中止 

２）「ワークショップ「神代和紙に万葉を描く」 

[一般対象] 

◇講 師：森山知己氏（日本画家・倉敷芸術科学大学学部長） 

◇日 時：１０月１１日（日）１３時３０分～１６時３０分 

◇参加者：１３名 

    [小中学生対象] 

◇講 師：德山亜希子（新見美術館学芸員） 

原田よもぎ、潮嘉子（倉敷芸術科学大学院生） 

◇日 時：１０月１５日（木）９時～１０時３０分 

◇対 象：新見市立哲多中学校３年生  参加者：１８名 

 

◇日 時：１０月２２日（木）１４時１０分～１５時１０分 

◇対 象：真庭市立草加部小学校６年生 参加者：１７名 

真庭市立樫邑小学校６年生  参加者： ２名 計１９名 
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◇日 時：１１月１３日（日）９時３０分～１１時３０分 

◇対 象：新見市立哲多中学校１年生  参加者：２５名 

 

３）ワークショップ「森の刺繍くるみぼたん教室」 

◇日 時：１月２３日（土）１４：００～１６：３０ 

◇指 導：毛利信哉氏（インテリアデザイナー/café and shop toitoitoi）  

◇参加者数：８名 

４）ひな人形をつくろう！（一般、小中学生親子対象）         ・・・中止 

          

（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）           ・・・中止 

 

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：①１０月２５日（日）９時～１２時  ②１１月３日（火）９時～１２時 

◇講 師：杉原宏二氏 村上平氏 川野佳子氏 

    ◇会 場：市民ギャラリー・ピロティ・美術館庭園 

 ◇参加者数：４５組親子（先着順） 

 

３）絵画教室作品展の開催  

  表彰式と作品展 

◇表 彰 式：１１月２１日（土）１３時３０分～１４時 

◇会  期：１１月１９日（木）～１１月２３日（月・祝） 

１２月 ５日（金）～１２月１５日（日） 

◇会 場：市民ギャラリー 

◇出 品 数：４５点（内 藤井哲賞１名 審査員長賞１名 理事長賞１名 館長賞１名 

おかやま県民文化祭賞１名 金賞４名 銀賞４名 銅賞３名 入選１５名 

佳作１４名）    

 

（５）開館３０周年記念行事の開催 

１）開館３０周年記念呈茶席                     ・・・・中止 

２）開館３０周年記念式典 

◇日 時：３月１２日（金）１４時～１５時 

◇会 場：第２展示室  ◇参加者数：５０名 

３）記念講演会                           ・・・・中止 

 

（６）職場体験学習生の受入（中学生１０名受入） 

◇指  導：藤井茂樹館長 德山亜希子学芸員、職員   

◇期  間：①１０月１３日（火）～１４日（水）９時～１６時 

      ②１０月１５日（木）～１６日（金）９時～１５時 

      ③１０月２０日（火）～２２日（木）９時～１６時 

      ④１０月２８日（水）～２９日（木）９時～１６時 

◇受 講 生：①哲西中学校２年    １名  

      ②新見第一中学校２年生 ３名 

      ③哲多中学校２年生   ４名 

      ④新見南中学校２年生  ２名          
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（７）市民ギャラリ－の利用状況 

 

（８）図録・機関誌等の発行 

     １）展覧会案内 

 ◇発 行 日：４月１日（水）発行 

◇規    格：Ａ４版(両面印刷) ◇印刷部数：１５，０００部     

 ２）万葉のこころ展図録 

 ◇発 行 日：９月１９日（土）発行  

◇規    格：A４版変形８８ページ   ◇印刷部数：６００部           

 ３）華麗なる日本画コレクション選（新収蔵品選） 

         ◇発 行 日：３月１３日（土）発行  

 ◇規    格：A４版変形１７６ページ ◇印刷部数：７００部 

  

（９）こころふれあいパスポートの発行 

       ◇発 行 日：４月１日（水）発行 

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

 

（１０）入館無料日の実施 

   １）敬老週間の開催（対象：新見市内７０才以上） 

◇展覧会名：～令和を想う～現代日本画家が描く 万葉のこころ 

◇開 催 日：９月２１日（月）～２７日（日） ◇観覧者数：１８５名（７日間） 

２）開館３０周年記念無料入館日の開催 

◇～日本画総選挙～華麗なる日本画コレクション 

◇開 催 日：①３月１３日（土） ９６名  ②３月２７日（土）１８２名 

      ◇観覧者数：計２７８名（①９６名 ②１８２名） 

 

（１１）市内小中学生の団体見学（児童９６名 引率２０名） 

    ◇神郷北小学校    ９月２５日（金） 児童２７名 引率７名  鑑賞学習のため 

◇哲多中学校３年生 １０月１５日（木） 生徒１８名 引率４名 修学旅行のため 

◇哲多中学校１年生 １１月１３日（金） 生徒２９名 引率４名 授業の一環 

◇高尾小学校    １１月１３日（金） 児童１５名 引率２名 授業の一環 

◇西方小学校６年生 １１月２６日（木）  児童７名 引率３名 授業の一環 

 

（１２）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：１口１，０００円（年間)   

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：１６５口 （令和３年３月３１日現在） 

 

月 利用者数 使用料（円） 

 ９  １組 ４８，０００ 

１０  １組 ３０，０００ 

計  ２組 ７８，０００ 

使用内容 

９月：田枝敏 集大成写真展 

（２０日～２７日） 

１０月：新見洋画教室展 

    （２日~７日） 
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        ２）友の会総会の開催                        ・・・中止 

       ３）館外研修会の開催                        ・・・中止 

        ４）友の会ボランティア館外研修会の開催               ・・・中止 

 

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１５点 備前焼９点 資料１１点の合計３５点を収集・保管する。 

保   管  （寄贈作品） 

作家 ／ 作品（資料名） ／ 種別 受入先 点数 

伊勢﨑淳／大皿、黒長方皿、万年花生、緋襷茶碗、黒

茶碗、大皿、壺、角花生、緋襷風雪／備前焼 

作者 ９ 

大橋翠石／秋野遊鹿図／日本画 個人 １ 

鈴木竹柏／明ける古都／日本画 個人 １ 

内田巌／ヤマメ、黒髪、すもも、枯葉など／日本画８

点 資料１１点 

個人 １９ 

 

平山郁夫／金閣寺／日本画 水彩素描 個人 １ 

三枝美津子／ラベンダー、長寿桜、光陰の薔薇／日本

画 

作者 ３ 

小田野尚之／遠ざかる音／日本画 作者 1 

※寄贈作品受け入れには基準を設け、教育委員会との協議により作品収集の制限を行っている。 

 

（２）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》など彫刻、スケッチ 180

点 

6 月 30 日~9 月 8 日                 はしもとみお氏 

【万葉のこころ展】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 11 日~11 月 26 日          奈良県立万葉文化館 

【片山康之×加藤萌展】片山康之《攪拌せよ》

《雲の骨》《景》《ゼロの集積》《R》など 8点 

加藤萌《あさぼらけの森》《形象の更新》《夜の

貌》など 11 点 

12 月 20 日~2 月 20 日 片山康之氏、加藤萌氏 

個人蔵 

 

（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 

丸木位里・俊《飛天》 

墨は流すものー丸木位里の宇宙ー 

4 月 3 日 

～令和 3 年 1 月 28 日 

会期 7／2－8／16 

会期 9／1－10／11 

会期 11／13―12／27 

 

 

奥田元宋・小由女美術館 

一宮市三岸節子記念美術館 

富山県水墨美術館 
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附属明細書 

 

 

 

 令和２年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３

項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月３０日 

公益財団法人新見美術振興財団 

 


