
平成２６年度事業報告書

(平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで)
公益財団法人成羽町美術振興財団

平成 26年度秋に新築開館 20周年を迎えることから、記念企画として児島虎次郎を顕彰する｢児
島虎次郎と呉昌碩展｣、並びに成羽の誇る植物化石を再評価する｢世界に誇る成羽の化石展｣を開催。

せて次代を担う世代に訴求するため現代美術企画「向井修二記号展」と「三沢厚彦アニマルズ

展」を開催した。

また開館記念として、建築家 安藤忠雄氏による講演会を実施し多の入場者が耳を傾けた。こ

こ年行なってきた美術館外壁改修もほぼ完し、建築当初の美しさを取り戻したなかで、内外

２箇所のトイレに現代美術家向井修二氏と学生による記号インスタレーションを行ない、永久保

存とした。

記念事業として「ナリワフローラ成羽層群産タイプ標本」カタログを製作刊行するとともに、

児島虎次郎の絵画カタログの新規製作を緒に就けた。

定款第４条第１項第１号、第２号事業

１．展覧会事業

①春の企画展｢RESTART はじまりの場所―向井修二記号展｣

会 期 平成 26年 4月 26日(土)～6月 1日(日)
会 場 高梁市成羽美術館 1階絵画展示室、ロビー、屋外トイレ
主 催 高梁市成羽美術館

協 力 安藤忠雄建築研究所、黒住教本部、大阪大学 21世紀懐徳堂、カイタック(株)
内 容 関西の前衛美術集団・具体美術協会(1954～72年)の元メンバー向井修二氏に

よる無の記号を施した作品を展示。建物の一部にも、向井氏と吉備国際大学

の学生によるインスタレーションを行った。会期中は、ギャラリートークや鼎

談、記号の Tシャツを作るワークショップを行った。また関連イベントとして、
安藤忠雄氏による講演会を開催した。

出品総 平面作品 30点、新作オブジェ 16点、トイレ２箇所のインスタレーション
観 覧 料 一般 600円、高大生 65歳以上 400円、中学生 200円
利 用 者 2,098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「世界に誇る成羽の化石」

会 期 平成 26年 7月 19日(土)～9月 28日(日)
会 場 高梁市成羽美術館 2階化石展示室、1階多目的展示室
主 催 高梁市成羽美術館

協 力 岡山大学理学部、北海道大学総合博物館、東京大学総合研究博物館、



大阪市立然史博物館、北九州市立然史・歴史博物館

内 容 平成 26年の夏の展覧会は、化石展示第 3弾として開催。成羽地域が中生代植
物化石の代表的産地として注目されたのは、明治の頃にさかのぼる。地域の愛

好家たちにより 114 種の植物化石が発見され、そのうち 38 種が新種として記
載されている。今回、地の研究機関に所蔵されているこれらのタイプ標本を

里帰りさせ、一堂に展示した。せて、研究者、愛好者が活用できるよう、化

石の図版を新しくし「ナリワフローラ成羽層群産タイプ標本」を作成した。

会期中には、見どころ解説や化石産地見学会、記念講演会を行い、大勢の参

加者があった。また、岡山県立大学デザイン学部の協力を得、成羽の新種植物

化石をモチーフにしたグッズを開発し、ショップで販売した。

出品総 化石標本 176点・資料 6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 2,524名＊

③秋の企画展「児島虎次郎と呉昌碩展―文化交のあと―」

会 期 平成 26年 10月 11日(土)～12月 14日(日)
会 場 高梁市成羽美術館 2階絵画展示室、1階絵画展示室、オリエント展示室
主 催 高梁市成羽美術館

協 力 東京国立博物館、台東区立書道博物館、ふくやま書道美術館

ワコーミュージアム

内 容 児島虎次郎は、洋画家としての画業が知られているが、その活動の幅はく、

東洋文化の源ともいえる中国を度々訪ねている。当時の中国には、清末から

民国の時代に活躍した中国を代表する文人として我国でも高く評価されていた

呉昌碩がいた。虎次郎は呉昌碩に深く傾倒し、その作品を熱心に求めるととも

にらの印の篆刻を頼するなど交している。

展覧会では虎次郎の日本画ならびに中国に取材した油彩画と、呉昌碩の画賛、

書作品等を一堂に展示し虎次郎の中国での人的交のあとを辿った。

会期中は、書に関する講演会やギャラリートークを行った。書道や水墨画に

関心がある入館者が多く、熱心に鑑賞する姿が見られた。

出品総 82点(作品 75点・資料類 7点)
観 覧 料 一般 800円、高大生 65歳以上 600円、中生 300円
利 用 者 4,299名＊

④特別展「三沢厚彦 アニマルズ 2015 in 成羽」
会 期 平成 27年 1月 31日(土)～5月 31日(日)
会 場 高梁市成羽美術館 2階絵画展示室、1階絵画展示室、オリエント展示室、多目

的展示室、ロビー

主 催 高梁市成羽美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会

内 容 樟から彫り出された動物達[ANIMALS]シリーズで注目されている彫刻家三



沢厚彦。力強いノミ跡と鮮やかな彩色によってほぼ原寸大に作られた動物達を

成羽美術館の建築空間に展示した。圧倒的な存在感の彫刻をいろいろな方向か

ら鑑賞することができ、入館者はおもいおもいに三沢アニマルズとの出会いを

楽しんでいた。会期中は、作家によるギャラリートークやワークショップを行

った。

出品総 70点(木彫 49点、平面 21点)
観 覧 料 一般 1,000円、高大生 65歳以上 700円、中生 400円
利 用 者 4,105名＊（1/31～3/31）

⑤常設展

『児島虎次郎の軌跡～色彩画家として』2階絵画展示室・児島虎次郎展示室
『児島虎次郎とその周辺』1階絵画展示室
『土の画家たち』1階絵画展示室
『児島虎次郎エジプトコレクション』オリエント展示室

『成羽の化石 植物化石を中心に』化石展示室

⑥次年度準備

・ルオー展視察及び関連調査、ワークショップ打合せなど

・アート・ビジョン作家との打合せ

・三沢展関連イベント打合せ

２．児島画伯の画業顕彰事業

①児島虎次郎をぶ絵画展

市内 16学校、7中学校から 1,346点の出品があった。平成 26年 11月 30日（日）に
審査を行い、展示作品 255点、学年から 1点の児島賞と渡辺賞をそれぞれ 9点、作 46
点を選び、平成 26年 1月 14日（水）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 26年 12月 20日（土）から平成 27年 1月 18日（日）まで多目的
展示室において行なった。その後 3 月 7 日（土）から 15 日（日）まで、児島賞、渡辺賞
作品 18点を川上総合学習センターで巡回展示した。
関連行事 審査員による講評会 1月 14日（水） 講 片山之男氏

利 用 者 684名＊

３．調査研究

①調査研究活動

・所蔵化石の調査、整理（岡山大学理学部地球科学科と連携）

・児島作品調査（6月総社、10、11月岡山、12月倉敷）
・化石調査（4月大阪市、5月岡山、6月岡山）



②研究会、視察研修活動

・県博物館協議会総会出（5月岡山）
・全国美術館会議総会及び規模館研究部会研究会会合出（5月島）
・美術館連絡協議会総会出（10月東京）
・他美術館展覧会視察（5、6、7、8、9、10、11、12、3月）
・食品衛生責任者スキルアップ研修会参加(10月)

③所蔵品修復と所蔵品貸出

所蔵品の修復((計 55点))
児島虎次郎≪女≫≪仰臥する人≫≪酒津の農夫≫

太田喜二郎≪麦秋≫

片岡銀蔵≪備中高島風景≫

所蔵品貸出

・児島虎次郎≪花卓の女≫≪西湖の画舫≫ 計 2点
展覧会名 「描かれたチャイナドレス」

貸出期間 平成 26年 4月 17日～7月 24日
会 場 ブリヂストン美術館(平成 26年 4月 26日～7月 21日 東京)

・児島虎次郎エジプトコレクション 32点 別紙リスト

展覧会名 「なるほど古代エジプト」

貸出期間 平成 26年 6月 25日～11月 30日
会 場 古代オリエント博物館(平成 26年 7月 5日～8月 31日 東京)

岡山市立オリエント美術館(平成 26年 9月 9日～11月 16日)
・児島虎次郎≪花鋏を持つ婦人≫

展覧会名「リレーする文化―高梁川域の近代美術」

貸出期間 平成 26年 10月 16日～12月 28日
会 場 倉敷市立美術館(平成 26年 11月 1日～12月 21日)

・児島虎次郎≪黒留袖の下絵≫ 1点
展覧会名 「児島虎次郎は見た！オリエント文化 東西の架け橋」

貸出期間 平成 26年 10月 28日～平成 27年 2月 17日
会 場 岡山市立オリエント美術館(平成 26年 11月 28日～27年 1月 25日)

４．普及事業

①「向井修二記号展」ギャラリートーク 4月 26日（土）
講 向井修二氏

参加者 約 45名
②「向井修二記号展」鼎談「人を元気に・街をげんきに」 4月 29日（火・昭和の日）
向井修二氏・黒住教教主 黒住宗晴氏・澤原館長

参加者 70名



③「向井修二記号展」あなたの記号 Tシャツワークショップ 5月 10日（土）
講 向井修二氏

参加者 25名
④「世界に誇る成羽の化石展」見どころ解説 7月 19日(土)、9月 20日(土)
講 岡山大学理学部教授 鈴木茂之氏

参加者 計約 45名（8月 9日分は台風の影響により中止）
⑤成羽化石産地見学会 8月 17日（日）
講 岡山大学理学部教授 鈴木茂之氏

参加者 15名
⑥記念講演会「恐竜の誕生:三畳紀後期の地球の裏」 9月 13日（土）
講 北海道大学総合博物館 准教授 林快次氏

参加者 50名
⑦「児島虎次郎と呉昌碩展」オープニングギャラリートーク 10月 11日（土）
講 呉昌碩記念館館長 呉越氏

倉敷芸術科学大学副学長 児島塊太郎氏

参加者 80名
⑧記念講演会「中国書法の受容と呉昌碩」 10月 25日（土）
講 東京国立博物館副館長 島谷弘幸氏

参加者 50名
⑨「児島虎次郎と呉昌碩展」ギャラリートーク 11月 16日（日）
講 倉敷芸術科学大学副学長 児島塊太郎氏

参加者 45名
⑩「三沢厚彦アニマルズ展」アーティストトーク 1月 31日（土）
講 三沢厚彦氏

参加者 約 80名
⑪「三沢厚彦アニマルズ展」ワークショップ「動物を描く」 3月 7日（土）
講 三沢厚彦氏

参加者 16名
⑫地域の学校教育への協力

児島作品、化石見学 有漢西学校 62名 5月 2日
児島作品、化石見学 落合学校 5・6年生 97名 5月 2日
企画展見学 鶴鳴保育園 45名 5月 8日
児島作品、化石展見学 美作中学校 美術部 25名 8月 2日
高梁市内教職員研修視察 26名 8月 5日
高梁市学校教育研修所図工・美術夏期研修会 16名 8月 7日
化石見学 川上学校 6年生 21名 9月 19日
建築見学 岡山理科大学 1名 9月 23日
絵画展見学 成羽学校 1年 27名・支援学級 10名 1月 15日
企画展見学 高梁南幼稚園 45名 2月 5日



企画展見学 落合幼稚園 39名 2月 12日
児島虎次郎学習 西山学校 7名 2月 18日
企画展見学 高梁保育園 67名 3月 10日
企画展見学 成羽学校 1年 27名 3月 10日
企画展見学 鶴鳴保育園 88名 3月 12日
企画展見学 成羽学校 4年 30名 3月 13日
企画展見学 鶴鳴保育園 18名 3月 13日
企画展見学 鶴鳴保育園 8名 3月 20日
企画展見学 川上学校 1・2年 28名 3月 24日

〇ナリワフローラプロジェクト岡山県立大学の協力による

「世界に誇る成羽の化石展」開催に合わせ、デザイン学部テキスタイルコースの学生 9
名が、成羽の新種化石をモチーフにした化石グッズを開発し、ショップで販売した。

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なりわ工芸品同好会作品展

会 期 平成 26年 6月 25日（水）～7月 6日（日）
出品点 124点（14名）
利 用 者 352名＊

②水墨南画教室作品展

会 期 平成 26年 10月 16日（木）～10月 26日（日）
出品点 55点（19名）
利 用 者 720名＊

③絵画グループ「ブロッサム」作品展

会 期 平成 26年 10月 29日（水）～11月 9日（日）
出品点 45点（10名）
利 用 者 1,206名＊

④習字グループ作品展

会 期 平成 26年 11月 12日（水）～11月 20日（木）
出品点 28点（9名）
利 用 者 563名＊

⑤吹屋ベンガラ焼「炎の会」作陶展

会 期 平成 26年 11月 22日（土）～11月 30日（日）
出品点 191点（9名）
利 用 者 740名＊

※ふしぎな花倶楽部押し花作品展は合により中止



２．その他美術等に関する催し

①ポスターでたどる 20年の歩み
日 時 平成 26年 4月 26日（土）～6月 1日（日）
会 場 多目的展示室

入場者 2,098名＊
新築開館 20年を迎え、20年間に開催してきた展覧会のポスターを年代順に展示した。

②向井修二記号展関連「安藤忠雄講演会」

日 時 平成 26年 5月 4日（日）13時～14時 30分
会 場 成羽総合福祉センター大ホール

入場者 500名
③高梁市発足 10周年・高梁市成羽美術館新築開館 20周年記念
岡山県文化のつどい・第 12回おかやま県民文化祭参加事業
「安藤忠雄講演会」

日 時 平成 26年 11月 8日（土）14時～15時 30分
会 場 高梁総合文化会館大ホール

入場者 780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」31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市報への寄稿（毎月）

④NHK、民間放送、有線テレビでの放送、新聞連載記事原稿提

定款第４条第１項第４号事業

１．施設管理事業

①西から北面の外壁補修（高梁市）

②地下循環ポンプ、湧水ポンプ、非常用ポンプ取り換え修理

③空調機、昇降機、動、化槽、消防設備、電気関係定期点検

④「成羽美術館の環境を守る会」活動

・平成 26年 6月 11日（水）9時～10時 総会 参加者 22名
・平成 26年 7月 5日（土）8時～10時 植栽剪定、雑草・藻除去 参加者 40名
・平成 26年 9月 20日（土）8時～10時 植栽剪定、雑草・藻除去 参加者 40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。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した。



所蔵品の貸出 添付資料

「なるほど古代エジプト」展 高梁市成羽美術館貸出リスト

8ハトホル女神の頭部のついた聖なる盾(アイギス)
25養碑断片(物を捧げる婦人の行列)
27パアンクエンアセトの養碑
28人型棺マスク
53クヌム神型護符 3点
56トゥエリス(タウェレト)女神型護符 5点
57コンス神・ムト神・ネフティス神・ホルス神型護符 4点 (コンス神型護符)
60イシス・ハルポクラテス・ネフティス三柱神 3点
62プタハパテク神型護符(パタイコス)4点
64べス神像 2点
68アケム鳥(ソカル神像)
69アケム鳥(ソカル神像)
70アケム鳥(ソカル神像)
82二又ナイフ・ナイフ 2点
98筆記用具
101櫛

計 32点

※資料番号は『なりわのオリエント エジプト編』での掲載№



事業報告の附属明細書

１．役員等に関する事項 平成 27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 26年 5月 24日 陶芸家、倉敷芸術科学大学教授

副理事長 渡邉酵造 平成 26年 5月 24日 学識経験者

常務理事 澤原一志 平成 26年 5月 24日 学識経験者

理事 大原謙一郎 平成 26年 5月 24日 (公財)大原美術館理事長
理事 谷一 尚 平成 26年 5月 24日 (一財)林原美術館館長
理事 柳井 新 平成 26年 5月 24日 学識経験者

監事 森下修三 平成 26年 5月 24日 洋画家、元中学校長

監事 渡邉俊雄 平成 26年 5月 24日 前備北商工会事務局長、元成羽病院事務長

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 27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 平松朋子 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 26年 4月 1日～平成 27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 26年 5月 14日
（書面による）

第１号議題 平成 25年度事業報告・計算書類の承認
第 2号議題 定時評議員会の招集について

原案承認

平成 26年 5月 24日 第 1号議題 評議員に提案する理事・監事の候補者に

ついて

第 2号議題 公印規程の改定について

第 3号議題 渡辺賞基金規程について

原案承認

平成 26年 5月 24日 第 1 号議題 代表理事（理事長）、副理事長及び業務

執行理事（常務理事）の選定
原案承認

平成 27年 2月 24日
（書面による）

第 1号議題 評議員会の招集について
原案承認

平成 27年 3月 15日 第 1号議題 平成 26年度収支補正算の決議 原案承認



第 2号議題 平成 27年度事業計画、収支算の決議
第 3号議題 高梁市成羽美術館管理運営基本協定書及

び高梁市成羽美術館管理運営年度協定書の締結につ

いて

第 4号議題 役職員の報酬、給与及び旅費規程の改定

について

第 5号議題 就業規則の改定について

第 6号議題 時職員就業規程の改定について

第 7号議題 職員の退職当に関する規程の改定につ

いて

第 8号議題 財団職員の家用車の公務使用に関する

取扱規程の改定について

（２）評議員会

開催年月日 議事事項 会議の結果

平成 26年 5月 24日 第 1 号議題 平成 25 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

第 2号議題 理事・監事の選任について

原案承認

平成 27年 3月 15日 第 1号議題 平成 26年度収支補正算の承認
第 2号議題 平成 27年度事業計画、収支算の承認
第 3号議題 高梁市成羽美術館管理運営基本協定書及

び高梁市成羽美術館管理運営年度協定書の締結につ

いて

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 26年 5月 28日 平成 25年度決算報告書 高梁税務署

平成 26年 6月 17日 平成 25年度事業報告書 岡山県知事

平成 27年 3月 29日 平成 27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

なし

５．入館者、収入等（平成 26年 4月 1日～平成 27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 625 142,700 22 776
５月 2,087 548,400 27 2,705
６月 469 88,780 21 568
７月 548 175,200 23 682
８月 1,011 398,040 27 1,156
９月 770 302,800 24 944

１０月 1,146 393,040 18 1,213
１１月 2,308 836,380 26 2,425
１２月 777 257,440 19 851
１月 600 114,060 13 642
２月 1,548 877,200 24 1,680
３月 2,147 1,112,100 26 2,277
計 14,036 5,246,140 270 15,919



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 120,370 153,900 0 0 0
５月 642,524 375,650 0 0 0
６月 94,699 105,350 0 0 0
７月 166,987 131,400 0 0 0
８月 168,535 177,200 0 200 0
９月 154,418 114,750 0 0 0

１０月 166,201 190,250 0 0 0
１１月 784,836 306,950 0 200 0
１２月 236,800 131,300 0 0 0
１月 130,900 60,700 0 0 0
２月 638,509 203,950 0 200 0
３月 763,341 177,250 0 0 160
計 4,068,120 2,128,650 0 600 160



   





   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   


   

   

   
   
   

   
   


   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   




   



   
   
   
   

   



   
   
   


   
   
   
   
   
   

   



   
   

   


   

   
   



   
   
   

   
   
   


   
   

   














    

    










  
 

   
   

 
   

 
 

    

   
  
  

 
 

  
 


  

 
 

 
 


  

 
 




    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   

 
 
 

 


    



 






























 

   

    

    

    

    



    

    

    

    

    

   

 













    

    

    



    

    

  

    

    

   





















































   

   



   

   







 











 









 





 























  



























