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平成２８年度第２回

岡崎市美術博物館協議会会議録

１ 開催日時及び場所

平成 29 年２月 22 日（水） 午後 2 時から

岡崎市美術博物館 １階会議室

２ 出席委員（定数 10 名 全員出席）

会 長 澤 博史 （社会教育・家庭教育）

副会長 古川 秀昭 （社会教育）

委 員 田中 俊二 （学校教育） 杉原 惠美子（学校教育）

山下 清 （社会教育） 福應 謙一 （学識経験）

加藤 安信 （学識経験） 林 羊歯代 （学識経験）

鈴木 浩司 （市民公募） 鈴木 尚子 （市民公募）

３ 館長及び説明のため出席した事務局職員（８名）

美術博物館館長 榊原 悟 文化芸術部長 石川 眞澄

美術博物館副館長 堀江 登志実 美術博物館管理担当課長 小林 亮

美術博物館学芸班班長 村松 和明 美術博物館学芸班主任主査 浦野 加穂子

地域文化広場副館長 神谷 勝 地域文化広場副館長補佐 稲垣 満春

４ 会議の成立

事務局より、委員 10 名全員が出席のため、岡崎市美術博物館管理規則第８条第２

項の規定による本日の会議は成立していることを報告した。

５ 傍聴者

なし

６ 本会議の内容

次第３ 報告事項

（１）平成 28 年度開催展覧会等の開催状況等について

議 長＝事務局は説明願います。

事務局＝（平成 28 年度展覧会開催結果について、各展覧会の入場者数、各種企画内

容等を資料に沿って美術博物館及び地域文化広場各担当者から報告。）

議 長＝ただ今、事務局から説明がありましたが、まず美術博物館についてご質問、

ご意見等はありますか。

委員Ａ＝「ブリューゲルとバロックの巨匠展」と「長谷川潾二郎展」において若い

学芸員に企画を任せており、今後についても、ベテランと若手が協力して、
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相乗効果ですばらしい展覧会を開いていただきたい。

議 長＝実施にあたり、どのような工夫をしているのか。

事務局＝これだけ大きな展覧会を１年目で行うのは、本人もかなりの負担だったと

思うが、ひとつずつ経験していかないと分からないところもあるので、思い

切って美術講座なども経験してもらった。やる気のある新人であり、周りの

者でサポートして、しっかりやれるように準備をした。結果としては、素晴

らしい展覧会になったと思う。

議 長＝若い方にも機会を与え経験を積んで、またベテランになるということで、

若い方とベテランの方が、うまく融合してやっており、たいへんいいことだ

と思う。

委員Ｂ＝「暮らしのうつりかわり」は小学校の学習支援を兼ねており、今年度もい

くつかの学校からの応募があったと思うが、そのあたりの状況を教えてほし

い。

事務局＝希望された学校がたいへん多くて、利用できない学校が半数くらいあった。

もっとバスを用意できるといいが、市のバスを利用している関係で、他の課

との兼合いもあり、バスも取れるだけ取ってはいるが、現状では希望に添え

ない部分もあり、改善できるように努めていきたい。

事務局＝今年７年目ですが、20 校で２千人くらいの利用が、ここ数年続いている。

市のバスの使用には限度があり、40 校のうち半分くらいに利用してもらって

いる。毎年、展覧会がグレードアップしており、細部にわたる解説など内容

がよくなっている。バスは、かなり早い段階で予約を取るようにしているが、

バスの数が限られているということで迷惑をかけている。

議 長＝学校の選定基準はどうしているのか。

事務局＝担当者によると、基本的には申込順。ただし、バスが３台あり、バスの空

き状況によって、人数的に乗れる学校を選定することはある。

議 長＝自分でバスを借りてくるような学校はあるか。

事務局＝そのような学校もある。

議 長＝バスに限りがあるということで、自力でバスを借りた場合は補助できるよ

うな制度があるといいが、予算の関係で難しいと思う。少しでも多くの学校

の希望がかなえられるようにご尽力いただきたい。

委員Ｃ＝「大鎖国展」は面白い展示で興味深く見学した。最近の話題で、学校の学

習指導要領から鎖国という言葉が消えるというようなことを聞いている。表

記が変わり、完全に鎖国をしていたわけではないということを聞いて、この

展覧会が、最近の話題を先取りしていたなと感じている。鎖国のことが話題

になっている時にこの展覧会が行われれば、小中学生を含めて、もっと興味

を持ってもらえたと思う。
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「ブリューゲルとバロックの巨匠」については、ブリューゲルの絵を見よ

うと行ったが、それ以外の画家の作品のレベルが高かったという印象が強い。

ブリューゲルのお父さんの絵はなかったが、東京では、バベルの塔の作品が

あったようで、ブリューゲルの名前を期待して行くと残念な部分もあった。

    「長谷川潾二郎」は一般には知名度が低い画家だと思っているが、すごく

いいコレクションを展示できてよかった。静物画が多く古賀春江に通じるよ

うな不思議な感じがする印象を持った。これからもっと、この作家の評価が

上がっていくと、コレクションの評価も上がることになり、市民としては期

待している。

事務局＝長谷川潾二郎は、近年、評価がどんどん上がってきており、美術愛好家の

方には非常に評判のよい作品が多いが、一般の方には、まだ評価が届いてい

ないと思う。値段の方も、驚くほど高くなっており、美術館でも買えない値

段になってきており、本当に、今回はすばらしいコレクションを手に入れる

ことができ感謝している。市民の皆様にも、より親しんでいただけるように、

これからも、さらに充実させていきたい。

委員Ｄ＝駐車場で名古屋ナンバーなど遠くのナンバーを見るが、ポスターなど宣伝

はどうしているのか。また、支出が多いですが、財政などから何か言われる

ことはないか。

事務局＝せっかく展覧会をやるからには多くの方に見ていただきたいと考えている。

予算の範囲で、できるだけ広報に力を入れていくが、名古屋でのポスターの

駅貼りや報道機関にお願いもしている。長谷川潾二郎はＮＨＫの日曜美術館

のアートシーンにも取上げられ、多く方に周知されている。美術協会の方に

も宣伝していただいて、ご協力いただきたい。

議 長＝ＪＡＦの割引券やパスポートの導入など様々な取組を行っているが、市民

の美術に対する意識をいかに高めるかが大切。美術協会も、岡崎の美術がも

っと高まるように、広報活動に協力してもらえると、美術博物館も助かると

思う。

諏訪の小さな美術館でも国宝や重要文化財の素晴らしい資料を持っており、

岡崎のような美術館も、ぜひ皆さん協力して成果を出していただきたいと思

う。

私も岡崎読書会というグループに入っており、必ず年に１回は、こちらの

美術博物館に来て学芸員の方に話を聞いて勉強するようにしている。みなさ

んも、自分の属する団体で、こちらに来てもらいたいと思う。

委員Ｅ＝封筒などに書いてある「マインドスケープ」は、「大鎖国展」や「ブリュー

ゲルとバロックの巨匠」などの展覧会に生きているのか。

事務局＝マインドスケープは、非常に難しい造語ですが、心の風景ということで、
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すべての芸術の中にもあるもので、特に、家康の生きた時代の東西の文化を

みるとか、心の動きを表現するということになる。家康の時代がバロックの

時代であり、バロックの展覧会は大きな柱となっている。また、鎖国という

のは、大きな江戸時代の政策の一つであり、東西の文化を考えるうえで必要

なもので大きく取上げており、マインドスケープとはつながりがあり、展覧

会に生きている。

委員Ｅ＝なかなかいい表題を掲げているので、ぜひ、事業とメッセージを伝えてい

ってほしいと思う。それから、事業費と入場料収入の関係は、あまり深く考

えるのはよくないと思う。岡崎市の財政などにも、こういう収支状況が美術

館だということを伝えてほしい。美術館で採算が取れるのは、むしろ危険で

あると、採算が合わなくても展覧会を行うことは重要であると伝えてほしい。

事務局＝委員が言われた回収率の問題ですが、全体を平均すると２割程度で、元々

文化というものは採算が取りにくいものと考えている。今回は、あえて入場

者の目標と達成率の欄を設けた。展覧会の中でも、集客を目的にする「ブリ

ューゲルとバロックの巨匠」や、集客だけでなく市民に親善都市を理解して

もらおうという「福山展」のような目的をもったものがあり、「福山展」は目

標の入場者数に対して半分の人数しか入らなかったけれど、目的は達成して

いると考えている。「暮らしのうつりかわり」は、かけた費用に対して、入場

は８割程度が学校の生徒で、収入は全くないが、学校がたくさん来てくれた

ということで、目的は達成できた。展覧会は回収率だけではないという考え

方のもとで、皆さんに回収率と達成率を報告させていただいた。

議 長＝１つの目安になる目標を作り、それがどの程度達成されたかは大事なこと

だが、美術館や図書館は採算を合わせることだけを考えると、皆さんの好み

の物だけを持ってきて、文化性が薄れてしまう恐れがある。岡崎市は行政が

美術に力を入れていると思う。

委員Ｆ＝「大鎖国展」は歴史の理解・解釈の問題とからみ、興味深く時間をかけて

見た。「ブリューゲルとバロックの巨匠」もよかったが、画家の解説はかなり

詳しかったが、作品の背景などの説明がなく、図録を読めばいいのかもしれ

ないが、もう少し詳しく説明してくれると、見学される方の理解がより深ま

るのではないか。一般的には、美術館では、作品の背景などはふれないのか。

館 長＝その点については言われるとおりで、あれでは解説になっていないと指摘

した。今後は変えていかないといけない部分だ。西洋美術は、キリスト教や

ギリシャ神話についての解説がないと、何の役にも立たない解説になってし

まう。言い訳になるが、今回は巡回展ということもあり、解説も全部同じで、

よその館でも、不満が出ているのではないかと思う。

委員Ｆ＝一般的には詳しいことは書かず、見学者の印象に任せるということはある
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のか。

館 長＝必ずしもそうではない。解説がないと、本当の意味はほとんど理解できな

いと思う。よく一般的に色と形と言うが、色と形だけを理解しても何の意味

もないと言ったら言い過ぎだが、解説をできるだけ分かりやすく書く必要が

ある

議 長＝蒲郡の竹島水族館は、一時閉鎖も考えていたが、日本中から注目される水

族館になっている。理由は、手書きの説明があり、飼育員の思い入れや自分

と魚とのかかわりを書くようにして、今までの発想をこわして、新たな発想

で行ったということが、非常にお客さんに受けたということだ。動物園は旭

山動物園、水族館では竹島水族館というくらいのすごい人気で、美術館で学

芸員の手書きの解説は難しいかもしれないが、型破りなことが成功すれば、

よその美術館でも真似することもあるかもしれない。手書きの解説でなくて

もいいので、何か工夫していくことが必要ではないか。

委員Ｇ＝親善都市の関係だが、今まで様々な展示をしてきたと思うが、これからも、

姉妹都市、親善都市、友好都市などの展覧会を続けてほしい。スウェーデン

やアメリカの都市も含めて開催していただきたい。「暮らしのうつりかわり」

は、希望した学校すべてが見学できるようにお願いしたい。小中学校は、部

活動の大会に派遣される助成があるので、こうしたところにも助成があって

もいいのではないかと思っている。

議 長＝「暮らしのうつりかわり」は希望校が多く参加できない子供もいるが、そ

の学年にとっては最後なので、その学年の時に行くのが大事だと思うので、

行政の方はご尽力いただきたい。校長会においても、要望を出していただき

呼びかけていただきたい。

   委員Ｈ＝「長谷川潾二郎」は協議会でも紹介されて、とても期待していた。新年早々

の１月４日に来て、そのあと、さらに２回来たが、非常におもしろかった。

４日の時は、すごく人がいるかなと思って来たが、たいへん人が少なくて残

念だった。私個人は、ゆっくりと素晴らしい環境で作品を堪能できよかった。

展覧会があると、ミュージアムショップでグッズを売ると思うが、ここは、

絵葉書とか関連書籍を売るところがなく、さびしい会場に思った。長谷川潾

二郎の関連本の紹介などがあってもいいと思う。学生はあまり興味を持たな

かったが、同年代の美術が好きな者は、ネットで調べて来てくれた。５年位

前に「美の巨人」で紹介された東北の美術館にある猫の絵が好きだが、絵葉

書でもあると、作家のことがよく分かり来てくれる人が増えるのではないか。

また、藤井コレクションとは何だろう、藤井さんとは誰だろうと、非常に興

味を持ち知りたいが、図録の中でも個人の人物についてはよく分からなかっ

た。これから、この有名なコレクションを持つことになったので、このあた
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りをもう少し掘り下げて、情報が得られるように期待している。

事務局＝展覧会に合わせて関連グッズを売る店を１階に設ける場合もあるが、現在、

ミュージアムショップを再開できるように準備を進めている。２階の図書コ

ーナーのあたりで、４月か５月にショップをやってもらうことを計画してお

り、オープンすれば、関連グッズを売ることができるようになる。展示室に

入った方が、その余韻を持ってショップを訪れることによって、さらに楽し

めるようにしたいと考えている。展覧会関連の書籍なども置いてほしいと注

文も出しており、にぎわいを創出できるように検討している。

議 長＝藤井コレクションはどういうものか、という点はいかがですか。

事務局＝藤井さんは、画商をされていた方で、非常に目利きで、本格的に作品を集

めていた。他の作家の作品もあるので、その作品の紹介とともに藤井さんの

情報についても、おいおい順番に公開していきたい。

   館 長＝今回の長谷川潾二郎の展覧会でも作りたいグッズはあったが、どれだけ売

れるかわからないし、予算的にも難しいということで実現できなかった。岡

崎市の美術博物館の収蔵品も相当数あるので、そのカタログがあってもいい

し、その中から絵葉書にすることもできるので、長期的な視点では作ってみ

たい。

議 長＝地域文化広場の質問に移ります。

委員Ａ＝「世界の有名美術家 10 代の作品」は、今もやっており、毎年やるものと思

うが、たいへんいい企画で、まだ出てない作品についても、マイナーチェン

ジを行いながら、攻めの姿勢で引続き行っていただきたい。

事務局＝10 代の作品は当館のメインのコレクションとなっている。今回の出し方は

10 代の作品だけではなく、10 代とメッセージを出しています。ピカソの作品

も 10 代の作品と 81 歳の作品を並べて展示しています。ほかにもメッセージ

作品は持っていますので、10 代の作品と組み合せて公開できるといいのかな

と思っている。お客さんの反応も、２つの作品を対比してみることができて

満足してもらっている。今後も、違った視点の展示を考えていく。

委員Ａ＝子ども美術博物館には、昔、グッズを売るところがあったと思うが、10 代

の頃のピカソとかロートレックの絵葉書やカタログを売ることができるとい

いと思う。

事務局＝カタログは随分前に作ったものを販売している。絵葉書は著作権の問題も

あり難しいが、クリアできるものは考えたいと思う。来館者の多くは、若い

お父さん、お母さんが多いので、せっかく用意しても買う方は少ない。美術

博物館は、美術の愛好家の方が多いので購入される方が多いが、子ども美術

博物館は、子供が対象であるため、採算のことを考えるとなかなか難しい。

委員Ａ＝カタログも白黒の部分が多いので、機会があれば、作り直してもいいので
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はないか。

事務局＝カタログは 17、８年前に作ったものだが、コレクションの数も増えている

ので、新たに作る必要は感じている。

委員Ｈ＝今回の展覧会は子供の頃と成人してからの作品と対比させて面白いと感じ

た。世界の子供の絵がコレクションされているが、いつの時代の作品なのか、

キャプションに書いてもらうとありがたい。

事務局＝今は、世界の子供の絵を集めていない。もし、年代を入れると、古い作品

ばかりということになってしまうので、キャプションに制作年を入れていな

い。

委員Ｈ＝子供の絵は時代の空気を反映するものと思う。この国の子供は、この年代

になるとこういうふうに考えるんだと分かりますので、ちょっとした解説や

情報があるとありがたい。

事務局＝キャプションには、制作者の名前、タイトルがあり、制作年もないといけ

ないが、今後について、入れるかどうか検討していく。

委員Ｉ＝100 周年の企画展で、玉田多紀さんの企画展があったが、イベントがおか

ざきっ子展の土日と重なりたいへん盛況だった。外では段ボールを使った実

演があり、中では展示があり、100 周年の事業として、たいへん良かったと

思う。

もう一点ですが、４年生が制作をするために、市のバスを使い、全員が参

加する行事があった。内部の事情も承知はしているが、市の補助がなく、自

由参加になっているが、来年度については、どういう形か。

事務局＝４年生は、「おー！造形教室」として、親子造形センターの教室を使い制作

をしてもらうということで、９時頃から２時間程制作してもらい、また、展

示場を見学してもらうということを平成 27 年度まで行っていた。造形教室は、

伝統的な行事であるし、人数も３千人から４千人の利用があり、入館者数の

合計にも影響があるので、できれば、継続していきたいと考えている。平成

29 年度については、１年間のうち 10 日間は、市のバスの予約はしてあるの

で、学校の要望を聞きながら実施していきたい。要望があまりに多いようで

あれば、次年度からは、別の方法を考えたい。

委員Ｄ＝愛知県の美術館などは、ショップの前にガチャガチャがあるが、子供相手

の美術博物館なので、ギリシャ彫刻のミニチュアなどのガチャガチャがある

と、結構売れるのではないか。

事務局＝仮面ライダーの展覧会の時には置いていた。他の美術館で置いているのは

承知しているが、出てくるものを何にするかという問題もあり、当館と無関

係なものはおけないので難しいと思う。

委員Ｄ＝３Ｄプリンターで作成できるのではないか。そういう業者はあるのではな
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いか。こういうものがあると、子ども美術博物館に行きたくなると思う。

事務局＝企画展に合わせて置くことは考えられるが、先ほど出ていた絵葉書などと

合わせて販売することを検討する必要がある。

委員Ｃ＝展覧会のチラシは学校でもらってくるが、中学生の娘は、渡辺おさむ展に

興味があり、小学生の息子は段ボールの展覧会にたいへん興味があったが、

どちらも土日は忙しくて行くことができず残念だった。月曜日が代休になる

場合が多いが、月曜日を開館日にすることはないのか。

事務局＝月曜日の休館について、常設展示もあり、一週間に一度は作品を休ませる

必要があるのでよろしくお願いしたい。ただし、夏休みの期間については、

月曜日も開けている。職員の人数も少ないため、週に一度の休みを設けさせ

ていただいている。

委員Ｃ＝火曜日とか水曜日休みにすることはできないか。

事務局＝休みの日については、当館だけでは決められなくて、美術博物館や美術館

と一緒に考える必要がある。

議 長＝土日から月曜日をかけて旅行する人は多いが、月曜日は美術館が休みのと

ころがたいへん多い。

事務局＝市には、教育委員会の施設と市民向けの施設と大きく二つあり、文化芸術

部はどちらももっている部である。教育委員会の関係の施設は、ほとんど月

曜日を休みとしている。日曜日が祝日の場合は月曜日が休みになるので、市

全体としては、休日は月曜日を避けようという方向にある。市民会館は、月

曜日が休みだったが、火曜日に変更した。基本的には、月曜日を休館にする

のではなく、他の平日にもっていきたいという考えはあるが、条例を変える

必要もあるので、館長も交えて慎重に検討していく。子ども美術博物館の場

合は、対象になるのが子供のため、土日と月曜日は来館が見込めるので、休

みについて考えたい。

議 長＝市も月曜日以外を休みにすることを考えるということなので、よろしくお

願いしたい。

委員Ｆ＝入場料の設定が、大人は 300 円、500 円、600 円と様々で、小中学生は 100

円と一律だが、金額の設定は何かあるのか。「渡辺おさむ展」は、事業費が１

千百万円に対して入場料 300 円、「永田萌展」は、事業費が５百万円に対して

入場料 600 円となっているが、大人の入場料が、事業費に比例していないの

はなぜか。

事務局＝明確な基準は持っていない。子ども美術博物館は、数年前まで使用料 300

円を払うと、その中で展示も見てもらうというやり方が 20 年以上続いていた。

今は条例改正をして、入場は無料で、展覧会は観覧料を収めるやり方に変更

した。その名残として、子供が多い夏休みの展覧会は、事業費も考慮はして
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いるが、今でも 300 円で入場していただいているのが実情だ。「仮面ライダー

アート展」や「永田萌展」は、巡回展であり、他の美術館も高い入場料を設

定している関係もあり、当館も高い入場料を設定した。平成 29 年度からの入

場料は、300 円というのは見直し、事業費を考慮した入場料を考えていきた

い。

議 長＝入場料を上げて、来館者が減ってしまっては仕方がないので、そのあたり

の兼合いを考えて検討していただきたい。

委員Ｆ＝表の入場者数の下に総入場者数が書いてあるが、これは、無料の方を加え

た人数か。

事務局＝総入場者数というのは、当館は、入場するだけであれば無料であるため、

総入場者数は、入場しただけで展覧会を見ていない人数である。

委員Ｄ＝小学生を有料にするのはいかがなものか。子供の教育のための美術館でも

あるので、無料でもいいのではないか。子供は無料にして、その分を大人に

振替えてもいいと思う。

事務局＝岡崎市内の小中学生は無料としている。他市において、小学生が無料の美

術館があるのは承知しており、無料にするに越したことはないが、いい作品

を見るためにはお金が出ることを知っていただくことも教育的なことではな

いかと思う。

議 長＝岡崎市民であれば無料なので、やむを得ないかなと思う。

報告事項については以上とさせていただく。委員の皆様から様々な意見が

出たが、関係の方はよく検討し、少しでも希望に沿うようにご尽力ください。

事務局は次の資料の説明をお願いします。

事務局＝資料１－３「やさしいミュージアム講座」開催状況

資料１－４平成 28 年度購入寄附受入一覧（美術）

資料１－５平成 28 年度購入寄附受入一覧（博物）

について、資料に沿って説明

議 長＝資料１－４、資料１－５について、何か意見はあるか。

委員Ａ＝資料の中に春画があるが、公立の美術館では春画の展覧会はないので、収

蔵した以上は、いい展覧会を開いていただきたいと要望する。

委員Ｃ＝寄附とか寄託とか点数が多いが、収蔵庫の余裕はあるのか。収蔵庫がいっ

ぱいになったらどうするのか。

事務局＝収蔵庫はかなり厳しい状況になっている。将来的には、常設展示棟を建設

する時に、収蔵庫も造り、いい環境に作品を置きたいと考えている。

議 長＝報告事項はこれで終了する。続いて、議事の説明をお願いします。
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次第４ 議事

（１）平成 29 年度開催予定の展覧会について

（２）美術博物館運営に係る方向性等について

事務局＝資料２－１平成 29 年度開催予定の展覧会について（美術博物館）

資料２－２平成 29 年度開催予定の展覧会について（地域文化広場）

について、資料に沿って説明

議 長＝説明は終わりましたが、ご意見、ご質問はありますか。

委員Ａ＝歌川国芳の水滸伝の展覧会について、水滸伝を読んでいないと内容が分か

らないという場合があるので、読んでなくても分かるキャプションや説明が

あるといいと思う。日本における水滸伝の影響、南総里見八犬伝などの説明

があると、分かりやすい説明になると思う。どういう人物か分からないと豪

傑の絵がたくさんあるだけで、ただ似た絵が並んでいるだけになってしまう

のではないか。

議 長＝たいへんですが、何か工夫してほしい。昔の子供は、みんな本を読んで内

容を知っていたが、今は大人でも知らない人が多くなっている。本当は、読

んできていただけるとありがたい。

委員Ａ＝北方健三さんが、今風に書いたものがあるので、そちらが浸透しているの

ではないか。

事務局＝江戸時代は、一大ブームを引き起こしているので、時代背景や浸透ぶり、

話の内容が分かるように、その面白さ、醍醐味などを伝えられるようにした

いと考えている。

議 長＝「ウェールズ国立美術館所蔵ターナーからモネへ」は、印象派の中で、「タ

ーナーからモネへ」とあえて書かれた意味はあるのか。

事務局＝印象派は、モネが走りとなり始まった言葉であるが、モネはイギリスで起

こったターナーの表現の影響を受けて、３０年から４０年ずれて、モネがタ

ーナーの真似をしたということがある。そういう流れが脈々とあり、そのあ

たりを浮き彫りにし、モネというものをはっきり出し、また、印象派という

よりターナーとモネという二大巨匠の名前を出して、はっきりと展覧会の性

質を見せたいと考えている。

「ターナーからモネへ」というタイトルについては、こちらが巡回展のた

め、すべて同じ名前になっている。

議 長＝地域文化広場の展覧会についてご質問はありますか。

委員Ａ＝「愛知環状鉄道物語」は、何か決まったワークショップとかはあるか。

事務局＝まだ決まっていない。愛知環状鉄道も３０周年ということで、いろいろイ
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ベントを考えているようだ。地域文化広場としても、展覧会の会場を離れて、

電車の車庫がある北野枡塚駅に出向いて何かを体験したり、電車を使って何

かできたりするのではないかと考えている。愛知環状鉄道が考えているイベ

ントとタイアップできれば、いっしょにやることも考えたい。

委員Ｇ＝９月３０日から１１月２６日の展覧会は、おかざきっ子展と重なるので、

誰か企画展に関係のある人に来ていただきたい。平成 28 年度も段ボールアー

トの玉田多紀さんが来られ、象のフジコの立派な作品を出され、感動した子

供たちがたくさんいた。イベントが事前に紹介されると、さらに人が多く集

まると思う。

「愛知環状鉄道物語」について、現在、愛知環状鉄道ではマナカなどのカ

ードが名鉄やＪＲのように使えない。今後、導入する予定があるというよう

なことも聞いているが、このようなことの紹介や、鉄道の有効性について紹

介すると、３０周年にふさわしい企画になるのではないかと思う。

委員Ａ＝リニモもマナカは使えないが、愛知環状鉄道とリニモで使えるようになる

と、たいへん便利になると思う。

議 長＝それでは、平成 29 年度開催予定の展覧会は、承認いただけますか。

（全員異議なし）

全員の方から賛同をいただきました。事務局の方は、いろいろな意見が出

たので、それを加味して、ぜひ、これを進めていただきたい。

それでは、次の議事の（２）へいきたいと思います。

事務局＝資料３－１平成 30 年の展覧会計画について（美術博物館）

資料３－２平成 30 年の展覧会計画について（地域文化広場）

について、資料に沿って説明

議 長＝説明は終わりましたが、ご意見、ご質問はありますか。

委員Ａ＝「青木繁展」は、前回収蔵したデッサンの展示だけか。どこかの美術館か

ら油彩画を借りてくるということはあるか。

館 長＝今のところ、全くの未定。なるべく充実した青木繁か青木繁とその時代の

展覧会にしようと考えているが、相手は超大物で、どこまでできるか分から

ない。

委員Ｈ＝「ジョルジュ・ブラック展」は、こちらで企画する展覧会か。

事務局＝巡回展となっている。

議 長＝次に地域文化広場についてはいかがですか。よろしいですか。

それでは、美術博物館と地域文化広場の平成 30 年度の展覧会計画を承認い

ただけますか。

（全員異議なし）
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全員から承認をいただきました。まだ、はっきりしない点もありますが、

これから、さらに検討していただいて充実した展覧会になるように、ご尽力

いただけたらと思いますので、事務局はよろしくお願いします。

ほかに何かありますか。

委員Ａ＝パスポートが２段階に、通年と一つの展覧会だけのものになったが、何か

影響はあったか。

事務局＝展覧会ごとはリミパスといって、その展覧会を何度でも見られるものであ

る。割引券２回分くらいの料金となっている。今まで、ほとんど売れていな

かったが、長谷川潾二郎展などは、ある程度、ファンの方に買ってもらった

ので、様子を見ながら続けていきたいと考えている。

委員Ｅ＝青木繁など藤井コレクションと書く以上は、藤井コレクションとは何かと

いうことを表記しないといけないと思う。また、それをすることによって、

岡崎市周辺で、そういう作品だったら自分も持っているとか、自分も作品を

コレクションしていきたい、という相談がありうると思う。コレクションそ

のものの意味あいや内容を伝えていくべきだ。コレクションとはどういうも

のか、知らない人は新しく分かり、知っている人の中で、余裕のある人がコ

レクションしてみるきっかけになる可能性もある。場合によっては、そのコ

レクションを寄付してくれるかもしれない。街全体の活性化にもなるし、美

術館がその地域にある重要な働きだと思う。藤井コレクションを展示すると

きは、キャプションに入れれば、遺族も関係者も知的な喜び、文化的な喜び

を得ることができる。そのレベルが高いと、美術館側が欲しくないと思う寄

贈の申込みが減ってくるので、そういう意味で、いいコレクションを、名前

を出して展示すると、物置代わりに寄贈されるものが減ってくると思う。藤

井コレクションは、今回のように名前を出していくのであれば、説明が必要

と思う。

議 長＝ほかに何かありますか。ないようですので、報告事項と議事の両方の議論

を終わらせていただきます。みなさんから、充実したご意見、ご質問をいた

だきました。事務局の方は、そういった意見等を反映できるようにご尽力い

ただきたいと思います。これで、議長の任を解かせていただきます。ありが

とうございました。

事務局＝それでは、以上をもちまして、平成 28 年度第２回美術博物館協議会を終了

させていただきます。ありがとうございました。

（午後４時 20 分終了）

―以上―


