
平成２４年度事業報告書

(平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで)
公益財団法人成羽町美術振興財団

公益法人改革に対応し、平成 24年 4月 1日の登記により公益財団法人に移行しました。
美術文化の交・発展を目指し、地域文化の振興に寄与することを目的として事業を行ない、

展示事業では、「心の詩 相田みつをの世界」、「成羽の化石再発見！」及び「色絵磁器の華 ベン

ガラの魅力をたずねて」の３企画を開催しました。特に「成羽の化石再発見！」展では、植物化

石の庫として世界的に注目されている成羽の化石資料を新たに認識する契機となりました。

年間の入館者は目標とする 2万人にわずかに及ばず、今後のさらなる努力を期するところで
す。

定款第４条第１項第１号、第２号事業

１．展覧会事業

①春の特別展｢心の詩 相田みつをの世界展｣

会 期 4月 21日(土)～6月 17日(日)
会 場 高梁市成羽美術館 １・２階絵画展示室、多目的展示室

主 催 高梁市成羽美術館

内 容 若い方から年配の方まで幅い年齢層の入館者があり 1万人を超えた。時間を
掛けて、じっくりことばや書を味わっている方が多かった。会期中は、相田み

つを美術館長相田一人氏によるギャラリートークや講演会を行ない、たくさん

の入館者があり、美術館をさらに身近なものとして認知していただくきっかけ

となった。

出品総 94点 関連資料 28点
観 覧 料 一般 700円、高大生 65歳以上 500円、中学生 200円
利 用 者 10,657名＊

（＊印の利用者は、常設展など同時開催の他展の入場者と重複している。）

②夏の企画展「成羽の化石再発見！」

会 期 7月 27日(金)～9月 30日(日)
会 場 高梁市成羽美術館 2階化石展示室
主 催 高梁市成羽美術館

内 容 平成 22年度から岡山大学理学部の力で所蔵化石の整理調査を行なってきた。
その成果を踏まえて、化石展示室をリニューアルし、三畳紀という時代を知る

重要な掛かりとして世界でも注目されている成羽の植物化石や貝化石を説

明パネルと共にわかりやすく展示した。会期中は、リニューアルに力いただ

いた岡山大学関係者による展示解説や林原然科学博物館及び県内で活動す

る美術家らのワークショップも行なった。この展覧会を機に初めて来館した人



が半を占め、学生やその親、教員の来館が目立った。市教育委員会の力

を得て、県内中学校の児童生徒にチラシを配布することができ、それにより

来館した親子連れもあった。

出 品  化石標本 166点 成羽化石関連文献 17件
観 覧 料 一般 500円、高大生 300円、中学生 200円
利 用 者 3,622名＊

③秋の企画展「色絵磁器の華 ベンガラの魅力をたずねて」

会 期 10月 5日(金)～12月 2日(日)
会 場 高梁市成羽美術館 1階絵画展示室、オリエント展示室、多目的展示室
主 催 高梁市成羽美術館

内 容 柿右衛門様式の有田焼と色鍋島を中心に、江戸期から近代までの作品を展観し

た。かつて高梁市成羽町吹屋地区で盛んであったベンガラ生産を紹介し、工芸

品に果たしたベンガラの役割や歴史を再認識できるよう、ベンガラ物の展示

や、講演会を行なった。なお、展示品や講演会の内容を掲載した記録集を作成

した。

出 品  色絵磁器 84点 ベンガラ関連資料 14件(吹屋古典弁柄など)
観 覧 料 一般 600円、高大生 65歳以上 400円、中生 200円
利 用 者 3,198名＊

④常設展

『児島虎次郎の軌跡』2階絵画展示室・児島虎次郎展示室 児島絵画作品

『児島虎次郎とその周辺』1階絵画展示室 太田喜二郎、吉田苞、満谷国四郎など

『児島虎次郎エジプトコレクション』 オリエント展示室

２．児島画伯の画業顕彰事業

①児島虎次郎を偲ぶ絵画展

市内 18学校、7中学校から 1,211点の出品があった。平成 24年 12月 15日（土）に
審査を行い、展示作品 285点、学年から 1点の児島賞と渡辺賞をそれぞれ 9点、佳作 40
点を選び、平成 25年 1月 17日（木）に表彰式を挙行した。児島賞、渡辺賞受賞作品は美
術館で保管し、受賞者には写真（キャビネ版）に仕上げ贈った。

なお作品展示は平成 24年 1月 6日（日）から 2月 3日（日）まで多目的展示室におい
て行なった。その後 2月 15日（金）から 3月 7日（木）まで、児島賞、渡辺賞作品 18点
を備中地域局 1階ロビーで巡回展示した。
関連行事 審査員による講評会 1月 17日（木） 講 森下修三氏

利 用 者 617名＊



３．調査研究

①調査研究活動

・県立図書館・成羽図書館にて化石資料調査（5、6月）
・所蔵化石の調査、整理（岡山大学理学部地球科学科と連携）

・徳永作品調査（5、6、11月）
・児島作品調査（10月）
・岡山大学植物資料調査（10月）

②研究会、視察研修活動

・全国美術館会議総会及び規模館研究部会会合に出（5月）
・県博物館議会総会出（5月）
・県博物館議会研修会出「作品保存と環境」（10月）
・規模館研究部会研究会出「防災マニュアルについて」「新収蔵庫の環境と管理」

（11月）
・他美術館展覧会視察（8、10、11、12、1、2、3月）
・防火管理講習受講（2月）

③作品修復・所蔵品貸出

・所蔵品の修復(計 6点)
徳永仁臣作品≪伊太利ピザの裏町≫≪パリーヂャンヌ≫≪フランスモレーの秋≫

≪パリ ノートルダム寺院≫≪リュクサンブルグ公園の秋≫

≪パリ リュクサンブルグ公園≫

尚、以下の作品については作品保全の為、額縁の付け替えを行った。(計 4点)
≪パリ リュクサンブルグ公園≫≪パリーヂャンヌ≫

≪スペイン セゴビア郊外≫≪スペイン セゴビア付近の町≫

・『マリーローランサンとその時代展』への貸出(計 9点)
児島虎次郎作品 ≪裸婦と椿≫≪グレー村の風景≫≪室内≫≪ランプと暖炉≫

≪和を着たベルギーの女≫≪鏡を持つ婦人≫

≪コーヒーを飲む婦人≫

徳永仁臣作品 ≪伊太利フローランス ポンテベッキョ美術館≫≪瞑想≫

神戸市立磯記念美術館(兵庫県) 平成 24年 4月 14日(土)―7月 8日(日)
ニューオータニ美術館(東京) 平成 24年 7月 14日(土)―9月 30日(日)

・『森下修三洋画展』への貸出(1点)
森下修三作品≪漁港≫

高梁市歴史美術館 平成 24年 10月 27日(土)―11月 25日(日)

４．普及事業

①「相田みつをの世界展」講演会 4月 22日（日）
演 題 「『めぐりあい』父 相田みつをを語る」

講  相田みつを美術館 館長 相田一人氏

参加者 約 300名



②「相田みつをの世界展」ギャラリートーク 4月 21日（土）、22日（日）、
5月 26日（土）、27日（日）

講  相田みつを美術館 館長 相田一人氏

参加者 合計 490名
③化石展示室リニューアル記念講演会 8月 14日（火）
演 題 「成羽再発見～ふるさとの森を思う」

講  横浜国立大学名誉教授 宮脇 昭氏

会 場 成羽総合福祉センター大ホール

参加者 140名
④夏休み化石 DAYS～いろいろな化石を見てみよう！ 8月 18日（土）、19日（日）
4回施
参加人 計 80名

⑤成羽の植物化石をプリントしたエコバッグを作ろう 8月 25日（土）
3回施
参加人 計 19名

⑥化石産地見学会 9月 1日（土）
参加者 14名（応募者 32名 当選者 18名 直前キャンセル 4名）

⑦吉備国際大学教授 臼井洋輔氏講演会 10月 6日（土）
演 題 「吹屋弁柄からのメッセージ」

参加者 33名
⑧土史家 細川寿美雄氏講演会 10月 27日（土）
演 題 「『幻の赤』吹屋弁柄の歴史」

参加者 35名
⑨十四代 今泉今右衛門氏講演会 11月 11日（日）
演 題 「私の色鍋島」

参加者 58名
⑩地域の学校教育への力

職場体験 高梁北中学校 1名 6月 14日、15日
成羽中学校 3名 7月 31日、8月 1日

吉備国際大学の関連校、市立横浜高校の地質部夏期研修に化石展示室を視察していただき

現地調査の講も紹介。8月 1日
高梁教職員研修視察 17名 8月 3日
高梁青年経済議会の 45周年記念事業―高梁市内の学生を対象とした「恐竜発掘探検隊」
に計画段階から力及び施。8月 5日
高梁市学校教育研修所図工・美術部研修会 13名 8月 10日
博物館習 吉備国際大学 1名 8月 13日、14日、19日、25日、9月 1日
児島作品、化石見学 子ども高梁学 24名 8月 30日
化石見学 美星中学校 2名 11月 7日
化石見学 成羽学校化石クラブ 28名 11月 15日



児島学習 高梁東中学校 3名 12月 14日
化石見学 宇治高等学校 17名 1月 18日

定款第４条第１項第３号事業

１．グループ活動作品展（場所 多目的展示室）

①絵画グループ「ブロッサム」作品展

会 期 6月 24日（日）～7月 5日（木）
出品点 46点（12名）
利 用 者 501名＊

②水墨画教室作品展

会 期 7月 8日（日）～7月 19日（木）
出品点 114点（23名）
利 用 者 561名＊

③なりわ工芸品同好会作品展

会 期 9月 16日（日）～9月 27日（木）
出品点 56点（15名）
利 用 者 993名＊

④吹屋ベンガラ焼「炎の会」作陶展

会 期 2月 10日（日）～2月 21日（木）
出品点 30点（23名）
利 用 者 368名＊

⑤習字グループ作品展

会 期 3月 3日（日）～3月 14日（木）
出品点 48点（15名）
利 用 者 215名＊

⑥ふしぎな花倶楽部押し花作品展

会 期 3月 17日（日）～3月 28日（木）
出品点 65点（14名）
利 用 者 413名＊

２．その他美術等に関する催し

①第 8回成羽音楽祭「やすらぎの調べ 中野智香子ハープコンサート」

日 時 5月 19日（土）18時～20時
会 場 カフェ・ラミューズ

入場者 49名
②たにもと明久油絵展

日 時 12月 9日（日）～12月 16日（日）
会 場 多目的展示室

入場者 737名＊



３．情報収集、報啓発活動

①機関紙の発行

「高梁市成羽美術館だより」No．29号 1,000部発行し、関係機関に配布。
②特別展、企画展ごとにポスター、チラシを配布し、周知を図った。

③ホームページを随時更新し情報発信した。

④市報への寄稿（毎月）

⑤NHK、民間放送、有線テレビでの放送、新聞連載記事原稿提供
⑥公益法人情報交換会参加（2回）

定款第４条第１項第４号事業

１．施設管理事業

①収蔵庫加湿器取り換え修理

②水の庭、静水の庭藻除去作業委託（４回洗、８回薬剤散布）

③空調機、昇降機、動、化槽、消防設備、電気関係定期点検

④防犯防火システム委託、修理

⑤「成羽美術館の環境を守る会」活動

・平成 24年 6月 8日（金）10時～11時 総会 参加者 22名
・平成 24年 6月 30日（土）8時～10時 植栽剪定、雑草除去 参加者 39名
・平成 24年 9月 15日（土）8時～10時 植栽剪定、雑草除去 参加者 47名

定款第 4条第 1項第 5号事業
１．ショップ・喫茶運営

特別展、企画展会期中は、作品の関連グッズや、関係書籍を仕入れ販売した。「色絵磁器の

華展」では記録集を販売した。喫茶では利用者状況に合わせ、ランチ・ドリンクメニューや季

節のデザートを提供した。



事業報告の附属明細書

１．役員等に関する事項 平成 25年 3月 31日現在
役職名 氏 名 就任年月日 備 考

理事長 児嶋塊太郎 平成 24年 4月 1日 陶芸家、倉敷芸術科学大学教授

副理事長 渡邉酵造 平成 24年 4月 1日 学識経験者

常務理事 澤原一志 平成 24年 4月 1日 学識経験者

理事 大原謙一郎 平成 24年 4月 1日 (公財)大原美術館理事長
理事 谷一 尚 平成 24年 4月 1日 岡山市立オリエント美術館館長

理事 柳井 新 平成 24年 4月 1日 学識経験者

監事 森下修三 平成 24年 4月 1日 洋画家、元中学校長

評議員 西井節壽 平成 24年 4月 1日 前高梁市教育委員会教育長

評議員 仲田泰彦 平成 24年 4月 1日 高梁商工会議所会頭

評議員 下西之 平成 24年 4月 1日 高梁市文化連盟会長

評議員 宮本浩次 平成 24年 4月 1日 建築士

評議員 官尾雅彦 平成 24年 4月 1日 元高梁市教育委員長

評議員 大原秀行 平成 24年 4月 1日 絵画修復家、吉備国際大学教授

評議員 森山知己 平成 24年 4月 1日 日本画家

２．職員に関する事項 平成 25年 3月 31日現在
職 名 氏 名 採用年月日 事務分掌 備 考

常務理事 澤原一志 平成 15年 5月 31日 総括・渉外 館長

学芸員 渡辺浩美 平成 5年 4月 1日 学芸係 市教育委員会主任出向

主事 大東明子 平成 6年 11月 1日 庶務係

主事 平松子 平成 23年 4月 1日 庶務係

時職員 田陽子 平成 19年 4月 1日 喫茶担当

時職員 清水京子 平成 22年 10月 1日 庶務係

３．役員会などに関する事項（平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日）
（１）理事会

開催年月日 議事事項 会議の結果

平成 24年 4月 17日 第 1号議題 平成 23年度事業報告・計算書類の承認
第 2号議題 定時評議員会の決定について

原案承認

平成 25年 3月 8日
（決議の省略に基づき

書面による）

第 1号議題 時評議員会の招集について

原案承認

平成 25年 3月 30日 第 1号議題 平成 24年度収支補正予算の決議
第 2号議題 平成 25年度事業計画、収支予算の決議 原案承認

（２）評議員会

開催年月日 議事事項 会議の結果

平成 24年 5月 12日 第 1 号議題 平成 23 年度事業報告書、貸借対照表、
正味財産増減計算書及び財産目録の承認

原案承認

平成 25年 3月 30日 第 1号議題 平成 24年度収支補正予算の承認
第 2号議題 平成 25年度事業計画、収支予算の承認 原案承認



４．主務官等の認定・許可・認可及び承認に関する事項

（１）申請報告書等に関する事項

提出年月日 事 項 提出先

平成 24年 5月 15日 平成 23年度決算報告書 高梁税務署

平成 24年 5月 20日 平成 23年度事業報告書 岡山県知事

平成 25年 3月 31日 平成 25年度事業計画書 岡山県知事

（２）許可・認可及び承認に関する事項

認定・許可・認可及び承認年月日 事 項 備 考

平成 24年 3月 21日 公益法人としての認定 岡山県指令環企第 432号

５．入館者、収入等（平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日）

月 入館者（人） 入館料（円） 開館日（日）
総利用者

（人）

４月 2,508 1,209,700 22 2,964
５月 4,534 2,179,920 26 4,683
６月 3,587 1,496,120 22 3,723
７月 978 113,100 23 1,074
８月 1,540 364,680 28 1,833
９月 1,047 209,240 26 1,580

１０月 1,123 420,720 23 1,229
１１月 1,602 531,080 26 1,766
１２月 943 90,560 19 1,046
１月 535 39,900 23 647
２月 498 55,900 24 644
３月 741 88,720 27 905
計 19,636 6,799,640 289 22,094

月 ショップ売上（円） 喫茶売上（円） 展示室等使用料（円） 美術資料等利用料（円） 雑入（円）

４月 1,352,555 245,750 0 0 0
５月 3,305,586 518,850 0 0 0
６月 2,931,405 395,700 0 0 0
７月 103,490 172,650 0 0 0
８月 240,723 263,600 0 0 0
９月 134,495 199,850 0 0 0

１０月 303,562 197,400 0 2,000 0
１１月 383,119 291,300 0 600 0
１２月 90,077 236,850 0 8,200 0
１月 33,528 81,000 0 0 0
２月 31,758 120,350 0 800 0
３月 59,308 209,990 0 0 140
計 8,969,606 2,933,290 0 11,600 140





 







   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   



   

   

   
   
   

   
   

   

   
   
   

   
   
   




   



   
   
   
   

   



   
   
   


   
   
   
   

   



   
   

   


   

   
   


   

   
   
   

   
   
   

   














    

    


















 

   

    

    

    



    

    

    

   

 













    

    

    



    

    

    

   



















































    



    

    







 









 





 























  









  
 

   
   

 
 

 
 

    

   
   

  
  

 
 

   


  
 

 



    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   

 
 
 

 


    



 





















