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平成３０年度 第１回安城市民ギャラリー運営委員会〈議事録〉 

 

平成３０年５月２３日（水） 

午後３時３０分から午後５時まで 

安城市民ギャラリー 会議室 

 

出席：石川委員、丸山委員、杉浦直委員、近藤委員、香村委員、加藤委員 

杉山教育長、大見部長、鈴木課長、峯村係長、澤原専門主査、山本主事、 

荒木社会教育指導員 

（指定管理者）杉浦由、山口、早川 

（敬称略） 

 

市民憲章唱和 

山本  皆様こんにちは。お忙しい中、定刻までにお集まりいただき、ありがとうござい

ます。私は本日の進行役を務めます、文化振興課芸術文化係の山本と申します。よ

ろしくお願いします。 

 運営委員会の開催に先立ち、安城市民憲章の唱和を行いますので、委員の皆様の

ご起立をお願いします。それでは、私が「私たちは、」と読み出しますので、後に

続いてご唱和をお願いします。 

 （市民憲章唱和） 

山本  ありがとうございました。ご着席ください。 

 

辞令交付 

山本  ただ今から、安城市民ギャラリー運営委員会を開催します。はじめに、辞令交付を

行います。安城市民ギャラリーの管理及び運営に関する規則第２４条で、「安城市民

ギャラリー運営委員会の委員は、６名以内とし、展示室利用者、美術又は文化に関す

る団体の代表者、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。」となっていますの

で、これに従いまして、運営委員を委嘱させていただきます。 

 今年度、前任の委員のうち３名の方の任期満了を受けまして、新たな委員を委嘱す

ることとなりましたのでご紹介します。再任の委員と合わせて、資料の表紙の裏面１

ページの委員名簿をご覧ください。１人目が石川清幸さん、部門は洋画です。２人目

が香村愛子さん、部門は日本画です。３人目が加藤伴子さん、部門は染色です。今年

度より２年間、よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員を代表して石川委員に、教育長から委嘱辞令を交付させていただき

ます。石川委員はその場でご起立ください。なお、その他の委員の委嘱辞令につきま
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しては、机の上に置かせていただきましたので、ご確認をお願いいたします。それで

は、教育長お願いします。 

杉山 （交付） 

山本 ありがとうございました。石川委員は席へお戻りください。 

 

人事異動報告 

山本  続きまして、人事異動の報告をさせていただきます。 

鈴木  それでは、芸術文化係の人事異動についてご紹介します。岩井主査が障害福祉課へ

異動となり、澤原専門主査が市民安全課から異動してまいりました。 

澤原  よろしくお願いいたします。 

鈴木  係の異動については以上です。 

山本  続きまして、指定管理者「安祥文化のさと地域運営共同体」より紹介があります。 

杉浦由  指定管理者は１人増員となり、事業マネージャーとして早川が配属されました。 

早川 よろしくお願いいたします。 

 

１ あいさつ 

山本  それでは「１ あいさつ」に移ります。教育長よりごあいさつを申し上げます。 

杉山 皆様こんにちは。教育長の杉山です。本日はご多用の中、本委員会にお集まりいた

だき誠にありがとうございます。冒頭に司会者からお話したように、今回３名の方に

新たに委員をお願いすることとなりました。再任の３名の方を含め６名の委員の皆

様、２年間よろしくお願いいたします。 

昨年度の市民ギャラリーの利用状況を振り返ると、１５万８千人あまりの方に入館

していただき、これは対前年比６千人増となります。２８年度から導入された指定管

理者制度によって企画展や講座、催事関係などで新たな事業も加わる中、特に昨年は

９月にナイトミュージアムの実施により来場者が増加したことも考えられます。 

展示については、昨年度は「穏やかなまなざし 杉浦桂子・日本画の魅力」を開催

し、杉浦桂子氏が描いてこられた人物像を中心とした日本画の大作４０点を展示しま

した。残念ながら１２月末に杉浦先生は他界されましたが、多くの素晴らしい作品を

残されました。また、市民協働課と協力して実施した、日本・デンマーク外交関係樹

立１５０周年を記念してのハンス・クリスチャン・アンデルセン展では、１６日間で

１，２５５人と有料展示としては多くの来場者でした。 

名古屋画廊の協力で今年の１月から２月に開催した「明治・大正・昭和 愛知の洋

画家たち」では、愛知の洋画壇を築いた著名な作家の貴重な作品を展示しました。 

今年度については、お手元のチラシの通り、６月から７月にかけて「瀬畑亮 セロ

テープアート®展」を計画しています。安城市にニチバン工場があることなどが縁
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で、ニチバン株式会社の協賛を受けて実施します。１００ｋｇを越える大作も展示さ

れるということで、新進気鋭の瀬畑亮氏のセロテープアートの世界をお楽しみいただ

けます。 

市民ギャラリーは、指定管理者制度を導入し３年目を迎えます。昨年度に引き続

き、指定管理者と市職員とが協調し事業に取り組み、利用者の皆様に満足いただける

施設として推進してまいります。 

最後に、市民ギャラリー運営委員会はギャラリーの適正かつ円滑な運営を行うため

に、利用者、美術または文化に関する団体の代表者、学識経験者、それぞれの立場か

らのご意見をお聞きする場ですので、市民の方に利用しやすく、市民の文化の向上に

寄与できるよう、皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

 

２ 会長、副会長の選出 

山本  続きまして「２ 会長、副会長の選出」に移ります。安城市民ギャラリーの管理及

び運営に関する規則第２５条に、委員会に会長及び副会長を置くことが規定されてお

りますので、このことについてご意見をいただきたいと思います。 

近藤 会長は石川委員、副会長は丸山委員に受けていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

山本 ありがとうございます。近藤委員からご提案がありましたが、いかがでしょうか。 

全員 （賛同） 

山本  それでは皆様のご賛同がありましたので、石川委員に会長を、丸山委員に副会長を

お願いいたします。それでは恐れ入りますが、両委員は前の会長席、副会長席への移

動をお願いいたします。 

 （移動） 

山本 それでは、会長になられました石川委員から一言ごあいさつをいただきたいと思い

ます。 

石川  皆様こんにちは。昨年、安城文化協会副会長・美術部門担当に選任されたところ

で、市民ギャラリー等での会議も多く、少しどぎまぎしています。会長という職はと

ても荷が重いわけですが、丸山先生をはじめ皆様の力を借りながら務めていきたいと

思います。この市民ギャラリーは、安城市の文化の中枢で、これからの文化を発展さ

せていくための重要な基地です。その運営に関わりを持てることは自分にとってもあ

りがたいことです。どうかご協力をお願いし、無事２年間務めたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

山本  ありがとうございました。 
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３ 協議事項 

（１）平成２９年度市民ギャラリー利用状況について 

山本 それでは「３ 協議事項」に入っていただきます。会議の進行は、規則第２５条第

２項に「会長は会務を総理し、会議の議長となる。」とありますので、石川会長に進

行をお願いします。 

石川 それでは「（１）平成２９年度市民ギャラリー利用状況について」、事務局から説

明をお願いします。 

杉浦由 ２ページをご覧ください。平成２９年度の展示室Ｃの利用状況は９５％でした。対

前年比で、Ｃ室を除いて全室が１００％を超えており、利用の増加が伺えます。Ｃ室

は、平成２７年度から２８年度への増加数が８，２５０名です。この年に愛知県の移

動美術館「水のある風景」「モバイル・トリエンナーレ」を開催したことにより一般

利用者が増加しました。平成２９年度は９月に新規事業としてナイトミュージアムを

実施し、６日間で６，４８１人の入場がありました。平成２９年度の創作実習室の利

用状況は３，３２７人、対前年比では９７％と、昨年度とほぼ同様の数字です。平成

２７年度と比較しての増加理由は、指定管理者による講座を追加したこと、安祥文化

のさとまつりでエントランスにて書のパフォーマンスを行ったこと、展示に関連して

エントランスにてコンサートを行ったことなどがあります。また、平成２９年度は利

用団体数も７７団体に増加しました。昨年度より６団体増加している理由としては、

文化センターの改修により利用者がギャラリーに流れてきたこと、指定管理者が実施

した自主企画展による新規の利用団体の獲得があります。これらにより、ギャラリー

の入館者数が７０，１７１名、対前年比で１１６％、９，５４０人増加しました。 

 次ページをご覧ください。各展示室の利用可能な週、日数における利用率です。平

成２９年度は、２８年度に比べ利用団体数が増加しました。それにより、週の利用率

が７％増加し、日数としては４％増加しました。平成３０年度は前後期合わせて６６

団体の予約が入っています。また、すでに平成３１年度の利用予約も始まっており、

平成３０年度前期の４～９月のＡ室の利用率は１００％です。Ｃ・Ｄ・Ｅ室の利用率

も７０％と過去に比べ多くなっています。セロテープアート展や指定管理者が実施す

る企画展などが含まれており、平成３０年度前期の利用率は高くなっています。平成

３１年度前期の利用率も現時点では好調で、週の利用率はＡ室で９２％、Ｂ室で８

８％です。次ページをご覧ください。４～５ページに平成２９年度の利用状況一覧

が、６～７ページに今年度の利用予約状況一覧が掲載されています。 

石川 何かご質問等はありますか。 

近藤 前の会議で展示室Ｃの利用が少ないという話をしましたが、平成２９年度と３０年

度を見ると、前より大分Ｃ室の利用が増えてきたようで、良い傾向だと思います。ガ



5 

 

ラスケースがあり使いにくい面もありますが、企画展に加えて沢山のグループや団体

に使ってもらいたいと思います。 

杉浦直  Ｃ室について、昨年度の前半はあまり使われておらず、後半も若干空きがありま

す。今年では、特に空いているのは１２～３月です。空けておくのはもったいないの

で、例えば美術大学などに無料で貸し出すのはどうでしょうか。将来的に、そこで展

示をした人たちがいつか戻ってくるというか、長期スパンで考えるとそのようなこと

も１つの案かなと思います。 

石川 ありがとうございます。 

近藤  使う側としては、ガラスが全面にあるので展示が大変だと思います。空いているな

ら将来のある人に使ってもらうというのも良いと思いました。市主催の展示が割と多

いので、一般の利用者にもＣ室で展示をやってもらえると良いと思います。 

石川 ありがとうございます。無料で貸し出すとか、ガラスの使い勝手を良くするとか、

私の意見になりますが壁面だけ利用させても良いとか、方法はいろいろあると思いま

す。引き続きＣ室をうまく利用できるように検討していきましょう。 

峯村 後程ご説明しますが、せっかくお話が出たので。５ページ、市民ギャラリー収蔵品

展「墨の美」を平成２９年度に開催しました。空いているＣ室を利用するために指定

管理者と共同して取り組んだギャラリー収蔵品展です。また、大学生に貸し出すとい

うお話もありましたが、昨年度の２月２７日（火）～３月４日（日）にＥ室で愛教大

の学生中心のガラス作品の展示もありました。これも指定管理者と共同の展示です。 

杉浦由 会長からお話があった通り、Ｃ室の活用方法を周知することが大切だと思います。

今年度は、昨年度に取り組んだ展示の写真を周知できるパンフレットを作り、活用を

促していけたらと思います。また、峯村さんからお話があった通り、愛知教育大学の

学生の展示でもＣ室を使いました。パンフレットが作成できたら、愛知教育大学をは

じめ県内の大学にご案内に行こうと思います。愛教大の学生は今回初めて来たという

ことでしたが、素敵なギャラリーだと気に入っていただけ、個人でも活用を検討した

いというお話もありました。先程の杉浦委員のお話のように、大学生が将来的に帰っ

てきて使ってもらえるように周知したいと思います。 

 

（２）平成２９年度市民ギャラリー事業報告について 

石川  続いて「（２）平成２９年度市民ギャラリー事業報告について」、事務局から説明

をお願いします。 

峯村 ８～１０ページの展示についてご説明します。①市民ギャラリー企画展「穏やかな

まなざし 杉浦桂子・日本画の魅力」を６月２３日（金）～７月８日（土）の１４日

間でＤ・Ｅ室で開催しました。大作を中心に展示し、入場者は１，８５２人でした。
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関連事業として、香村先生に講師をお願いし、ワークショップ「日本画で花を描く」

を開催し、ギャラリーコンサートや展示説明会も実施しました。 

②日本・デンマーク外交関係樹立150周年記念 ハンス・クリスチャン・アンデル

セン展～あなたのそばにはいつもアンデルセンがいた～、７月２７日（木）～８月１

３日（日）の１６日間、Ｃ室のガラスケースを使う重要な作品もあったので、１階と

３階に分かれてＣ・Ｄ・Ｅ室で展示をしました。Ｄ・Ｅ室は、模型の展示や映像を使

った体験型の展示でした。入場者は１，２５５人でした。この展示は市民協働課が担

当、文化振興課が協力という形で行いました。当初はデンパークで開催するお話があ

りましたが、アンデルセンの切り絵など重要な作品をデンマークの博物館からお借り

するため、展示施設でやらなければいけないということで、市民ギャラリーで開催し

ました。国内では、埼玉県の狭山市立博物館、神奈川県の川崎市民ミュージアム、東

京都のスカイツリーにある郵政博物館、安城市民ギャラリーで開催しました。この展

示の関連事業として、ギャラリーコンサート、切り絵作家によるワークショップ、マ

ルグレーテ２世女王が映画の中でデコパージュを作っていることに関連してデコパー

ジュ体験を開催しました。 

③市民ギャラリー企画展「心が見た風景」、９月２９日（金）～１０月８日（日）

の９日間で行いました。ここにいる丸山先生の作品や、福山先生、所先生の作品など

収蔵品１２点と、小中学生の作品８７点を合わせた展示で、１，８８４人の入場者が

ありました。 

④第７４回安美展、前期１０月２０日（金）～１０月２９日（日）と後期１１月３

日（金・祝）～１１月１２日（日）のそれぞれ９日間実施しました。４９４点の出品

があり、前年の４７７点に比べて１７点増加しました。 

⑤市民ギャラリー企画展 安城市制６５周年記念事業「明治・大正・昭和 愛知の

洋画家たち」、１月２７日（土）～２月２４日（土）の２６日間、Ｄ・Ｅ室で行いま

した。名古屋画廊から多くの作品をお借りしました。大正期の大澤鉦一郎ら愛美社の

画家や、鬼頭鍋三郎らサンサシオンの画家などの貴重な作品もありました。入場者は

２，００６名でした。関連行事として、ギャラリーコンサートがありました。ギャラ

リートークは杉浦尚史先生と赤塚一三先生に行っていただきました。杉浦尚史先生は

安城市在住、名古屋芸大の教授で春陽会に所属しています。赤塚一三先生は写実画壇

に所属しています。愛知県芸を卒業し、名古屋芸大の講師も務めています。また、近

藤義行委員に、展示作品をクレパスで模写するワークショップを行っていただきまし

た。 

杉浦由 指定管理者の自主企画展示についてご説明します。 

山口 ①「世界の茶と茶具展～茶は世界を結ぶ～」、Ｄ・Ｅ室を使ってアジアの民俗文化

に関わる展示を行いました。松下智さんは、安城農林高校と西尾高校で教鞭をとら
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れ、退職前後の５０年にわたりアジアを中心にお茶の起源を訪ね、茶具などを収集さ

れています。現在、袋井市の浅羽町役場の議場跡に全てが展示されていますが、いろ

いろなご縁が巡って、その収集品の一部を昨年の７月１２日（水）～７月１７日

（月・祝）にＤ・Ｅ室で展示しました。袋井市の団体の方、役場の方などのご協力に

より、実施に辿り着けました。今１階で行っている何有展の団体の皆様も松下先生と

ご縁があり、それによって袋井市との交流が始まっています。今後もこのように様々

な自治体や団体と交流を持ちながら、展示室の利用、行事などを一緒にやっていけた

らと思います。入場者数は４２７名で、１日平均７１名。安城市の皆様にも沢山お越

しいただきましたが、近隣の西尾市や、袋井市、名古屋市など、愛知県下で１８市町

村、静岡県下で３市町村の方にお越しいただきました。 

杉浦由 ②「光の切り絵展～光の水族館～」は、市民ギャラリーの全館を利用し、ナイトミ

ュージアム開催期間中に実施した展示です。全館に加え、エントランスホール、また

野外幻灯と題して市民ギャラリーの壁面と玄関前に大きなプロジェクターで光のアー

トを展示しました。Ｃ室でも、子どもの環境デザイナーの牧野さんという有名な木の

作家さんのおもちゃや、市内の作家さんの作品を展示しました。夢あかりということ

で、灯りが灯る木の作品を中心にガラスケースで展示し、ガラスケースの活用もアピ

ールしました。Ｃ室の床面には、南部保育園とゆたか保育園の園児約１５０名に参加

いただき、園児たちが夏の絵を描いた紙袋に小さな灯りを入れた作品を展示しまし

た。ナイトミュージアムは夜８時まで開館し、９月２日（土）、３日（日）には、城

址公園内でマルシェ、石舞台の上で演奏会も開催しました。ギャラリーのエントラン

スでは、安城学園の合唱部に光のアートとコラボしたハンドベルの演奏と合唱をお願

いし、大変好評でした。全て合わせた来場者数が６，４８１名、１日平均１，０８０

名でした。 

山口 ③「懐かしの“車”写生＆写真作品展」、２回目の開催です。三菱自動車やトヨタ

自動車のカーデザイナーからなる４人会さんがＡ・Ｂ室で展示をしていて、そこでご

挨拶をして以降親しくなり、代表の石井さんから声を掛けていただき、２回目の実施

となりました。愛好家の方々に声を掛けて、昭和３０～５０年頃、私が小学校低・中

学年くらいの頃に走っていた車を、豊田、名古屋、瀬戸などから乗って来ていただ

き、それを子どもたちが写生し、作品を展示しました。昨年は子どもたちが写生した

作品と一緒に写真も展示しました。優秀作品には、市民ギャラリー館長賞、歴史博物

館館長賞、車のオーナー賞を授与し、表彰式も期間中に開催しました。参加人数は４

１人４１点。悪天候のため一昨年に比べるとかなり数が減ってしまいましたが、無事

に終了できました。展示会場への入場者数は３２２名でした。 

杉浦由 ④「愛知教育大学造形文化コースGlass with Intention」を２月２７日（火）～３

月４日（日）の６日間、展示室Ｅを活用して実施しました。ガラス研究室所属の６名
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によるガラスオブジェの作品展です。入場数は１日平均３７名と少ないですが、大学

関係者や若い方、初めて足を運ぶ方が多く、若い方に市民ギャラリーを知っていただ

く良い機会になったと思います。 

⑤市民ギャラリー収蔵品展「墨の美」、先程紹介があった通り、３月９日（金）～

３月２５日（日）の１５日間、展示室Ｃの活用として開催しました。市民ギャラリー

で収蔵する作品を中心に展示し、１５日間で１，３４７名と大変多くの入場がありま

した。 

荒木 続いて美術講座について説明します。１１ページの真ん中から下です。前期に８講

座、後期に７講座を計画・実施しました。 

まず①②③の銅版画・リトグラフ講座は、継続的な受講者が多く、年々参加者が増

えています。各コ－スの定員確保率にはばらつきがありますが、実際には、午前は午

前コースの１５人と一日コースの５人、午後は午後コースの１５人と一日コースの５

人、各２０名ずつで活動しますので、そう考えると午前１００％、午後８５％になり

ます。１２・１３ページをご覧ください。⑨⑩⑪の後期講座では、同様に考えると定

員確保率は、午前１１０％、午後１１５％になります。午前、午後ともに定員を上回

る受講希望があるのはうれしいことですが、いつくかの課題もあります。これについ

ては、平成３０年度の計画でお話しします。 

④の書道入門では「楷書」を、⑥の日本画では、歴史博物館や埋蔵文化財センター

の収蔵品をモチーフにして、というように開講講座自体は例年と同じですが、テーマ

やモチーフを工夫して取り組んでおり、受講希望者はほぼ定員を満たしています。特

に、⑫⑮のデッサン講座は大変人気が高く、スペースの関係で定員までしか受講でき

ないため、抽選で受講者を決めていますが、ほぼ定員の２倍近い応募があります。予

算的な問題もあり、この講座を増やすことはできませんが、このような人気のある講

座は大切にしていきたいと思います。 

また、講座で制作した作品については、版画講座、書道入門講座、日本画講座それ

ぞれで、講座終了後に実習室廊下での展示を行いました。 

杉浦由 指定管理者の講座についてです。 

１３ページの下方、①キッズアート体験事業「親子で創造ワーク・和久積み木で恐

竜を作ろう！」、対象が幼児向けの講座も開催したいということで、初の試みとし

て、２歳から小学１年生までの親子を対象に開催しました。参加者集めに苦戦し、定

員１０組に対して５組の参加でした。和久洋三さんは有名な積み木遊びの方で、参加

した親子は大変喜んでいました。和久さんのことをよく知っていて名古屋から参加し

た親子もいました。 

②キッズアート体験事業「発泡スチロールで版画に挑戦！」、こちらも同じわくわ

く創造アトリエにご協力いただき、３歳から小学１年生の子どもを対象に開催しまし
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た。定員の確保率は悪く、７名の参加でした。子どもたちの初めての簡単な版画体験

として、発泡スチロールをちぎって貼る、ローラーを使う、転写する、という全ての

工程に参加いただきました。参加者には非常に好評で、素敵な大きな模造紙の作品が

出来上がったので、期間を設けて創作実習室前の廊下に展示をしました。 

③季節の１Ｄａｙアートレッスン事業、ろうけつ染めの体験としてオリジナルＴシ

ャツ作りを開催しました。１１名の参加で、平松先生にお世話になり開催しました。

中々体験できないものであり非常に好評で、また染め物の講座を開催してほしいとい

う声もありました。 

④は先程紹介があった、香村先生の「日本画で花を描く」です。定員１０名に対し

て非常に多くの応募があり、定員を増やし、１５名で開催しました。 

⑤「ギャラリーコンサート」は、展示に合わせたコンサートで、９５名のお客様に

入場いただきました。 

⑥、⑪、⑬、⑭、⑮はキッズアート体験として、愛知教育大学の幼児教育講座造形

研究室のゼミの学生と先生を講師として、大学と連携した工作教室を開催しました。

こちらも子ども対象の新たな試みです。最初は定員の確保率が悪いですが、後半にな

るにつれ多くの応募があり、内容も充実した講座を開催できました。⑥は、絵本「ぞ

うくんのさんぽ」を読んでゆらゆら揺れる作品を作りました。幼児教育の学生という

ことで、絵本の読み聞かせからオリジナル作品を作るという流れでした。 

⑦～⑩は先程紹介があった企画展「ハンス・クリスチャン・アンデルセン展」の関

連事業で、⑦切り絵の体験講座を１２名の参加者で開催しました。その後⑧⑨ギャラ

リーコンサートを２回開催し、それぞれ５０名、８５名の入場がありました。⑩デコ

パージュの講座は、午前と午後に分かれて２回開催し、それぞれ１２名、１１名の参

加がありました。 

夏休みの⑪「ダンボールで自分だけのミニハウスをつくろう！」は、１２名の参加

で、愛知教育大学との連携講座です。 

１６ページをご覧ください。現代の話題のアートの紹介として、⑫３Ｄアートペン

という、ペン先から熱を加えてプラスチックを溶かし出し、空中に絵を描き立体物を

作るというものを使った講座を行いました。このペンの開発をしている3Doodler

（スリードゥードゥラー）という運営スタッフにご協力いただき開催しました。大変

好評で、当日キャンセルがあったため定員割れしていますが、実際は定員以上の応募

がありました。 

先程紹介した愛教大との連携講座、⑬「木のからくりおもちゃをつくろう」は１７

名、⑭「ハロウィンボックスをつくろう」は９名、⑮「お気に入りの写真を木で飾ろ

う」は３名の参加がありました。 

「心が見た風景」の関連事業として⑯「あなたの心は何色？水彩で楽しく描いてみ

よう」、近藤先生に講師を務めていただき、定員いっぱいで開催しました。 
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⑰「大人の切り絵レッスン」、１０月２２日（日）に開催し、定員いっぱいの１５

名で行いました。 

この後も各展示の関連事業としての講座開催で、⑱「伝統的な美しさ～伊勢型紙で

切り絵をつくる～」を１０月２８日（土）１５名で開催しました。⑲ギャラリーコン

サートは１月２８日（日）開催で９０名のご来場、⑳「明治・大正・昭和 愛知の洋

画家たち」の関連事業「名作を模写しよう」は、近藤委員に講師を務めていただき、

参加者１８名で、大変好評のうちに終了しました。 

最後に、㉑２月２３日（金）の「日本画で富士山を描く」、こちらも香村先生にご

担当いただき、定員以上の応募があったので参加者を増やし１５名で開催しました。 

峯村 １８～２４ページは展示や講座の様子の写真です。 

石川  ご説明ありがとうございました。何かご意見等はありますか。 

近藤  光の切り絵展の入場者が６，４８１名、この数字はすごいと思いました。小さな子

どもさんも多かったのでしょうか。 

杉浦由  来場者の年齢層は幅が広く、一人で来た方がまた週末にご家族やお孫さんを連れて

来るような形で、リピーターも大変多かったです。新聞で取り上げられた回数も多

く、西三河版、県内版、また尾張旭の作家さんだったので尾張版でも大きく記事の掲

載があり、非常に広域からお客様がお越しになりました。 

近藤 一般的な展示や講座とは単位が違いますね。 

杉浦由 そうですね。主催側も予想をはるかに上回る人数だったのでびっくりしました。 

近藤 来場者が１日１，０００人ということは、通常１つの会で１，０００人くらいなの

で（１日で１つの展覧会くらいの入場があったということですね）。 

杉浦由 そうですね。６日間で１，０００人くらいが平均なので。 

近藤 ここは若い人があまり来ないと思うので、若い人に来て楽しんでもらうというのを

考えると良いと思います。 

杉浦由 そうですね。今回は、夏休みに「光の水族館」というテーマも、子どもたちに合っ

ていて良かったのだと思います。 

丸山 子ども向けのキッズアートの講座が多くなってきて、将来のある子どもたちに夢の

ある講座で良いなあと思います。やはりぱっと見取っつきにくいような講座は１回目

だけでは中々成果が出ないと思いますが、それも回数を重ねてやっていくと良いと思

いますし、中々今まで経験のない講座で良いと思います。新しい講座は取っつきにく

いと思うので、受講者募集のときに、前年度の内容を写真などで説明できるようにす

ると良いかと思います。 

峯村 今ちょうど先生からご意見が出たので。美術講座は、このようなプリントと少し拡

大したものを掲示して、皆さんにＰＲしています。 

杉浦由 館内の掲示板や受付にも置き、写真と文字で見えるようにしています。 
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石川 貴重なご意見ありがとうございました。 

 

（３）平成３０年度市民ギャラリー事業計画について 

石川 それでは次に移ります。「（３）平成３０年度市民ギャラリー事業計画について」

ご説明をお願いします。 

峯村 教育長からもお話があったように、①市民ギャラリー開館１５周年記念企画展 ア

ーティスト活動２０周年・セロテープ®誕生７０周年記念「瀬畑亮 セロテープアー

ト®展2018in安城」を、６月９日（土）～７月７日（土）の ２５日間で、全館を使

って開催します。この展示は、安城にニチバンの工場があることなど色々な縁があ

り、開催に至りました。最初に話があったのは５年くらい前でしたが、今年が、セロ

テープが出来て７０年目、ニチバンの会社が出来て１００年目に当たることなどがあ

り、色々な周年事業として行うことになりました。先生方にも開会式の招待状等をお

渡ししていますが、初日の６月９日（土）には９時３０分から開会式、テープカット

等を行うので、是非ご参加ください。展示の関連事業としては、ギャラリートーク、

ワークショップ、ギャラリーコンサート等があります。特に９日はギャラリートーク

もコンサートもワークショップもあります。ワークショップは申込制ですが、展示も

含めて行うので是非ご覧ください。 

②市民ギャラリー企画展「人々の暮らし」、こちらは夏休み明けの企画で、９月２

８日（金）～１０月７日（日）の９日間でＤ・Ｅ室を使って、市の収蔵品と学校から

募集した作品を展示します。学校側の負担軽減として、今までは作品数を各小中学校

３点と決めていましたが、今回は自由応募となりました。それにより出品数がどれく

らいになるか不明ですが、出品数に応じて展示を計画することになります。 

２６ページ、③第７５回安美展を例年通り行います。変更事項として、通常では表

彰式の日は最終日の１１月１８日（日）ですが、今回は文化センターのリニューアル

事業の関係で１１月１１日（日）に予定しています。 

④市民ギャラリー企画展「素材と造形美の融合」、３月１日（金）～３月１６日

（土）の１４日間、Ｄ・Ｅ室で予定しています。主に素材を生かしながら表現された

造形作品をテーマとした展示で、立体や工芸作品が中心になりますが、絵画にも素材

にこだわった作品があるので、多岐にわたる展示になると思います。 

杉浦由 続いて、指定管理者の自主企画展示を紹介します。①「猪野みのり創作人形教室

展」と題し、Ｃ室を活用して、７月１１日（水）～７月２８日（土）の１７日間で、

安城市在住の創作人形作家・猪野みのり氏と創作人形教室の生徒さんの作品を展示し

ます。こちらは昨年丈山苑でも開催しており、大変好評だったためご紹介をいただき

展示に至りました。７月２１日（土）～９月２日（日）に歴史博物館で特別展「人形
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師 辻村寿三郎」展の開催もあるので、両方で集客が見込めるように関連した展示と

しています。 

②「夢もふくらむバルーンランド」を７月３１日（火）～８月１２日（日）の１２

日間で開催します。ナイトミュージアムは８月１０日（金）～１２（日）を予定して

おり、今年度は夜間開館を９時までとしています。今回も幅広い年齢層の方に来てい

ただきたいので、新たな試みとして、名古屋の「ニコフィーバルーンパーク」という

会社でバルーンの販売やワークショップを行い、世界的なバルーンドレスのコレクシ

ョン展でも優勝されている作家の山下さんに関わっていただき、見て、触れて、また

今「インスタ映え」が話題ですが撮影スポットも沢山用意して、多くの方が楽しめる

展示を企画しています。展示室Ｃ・Ｄ・Ｅで予定しています。 

③は、平成２９年度事業報告でもご紹介した「懐かしの“車”写生＆写真作品展」

です。日程は未定ですが、今年度も開催する予定です。 

④木のおもちゃ展と題し、平成３１年１月２５日（金）～２月２４日（日）、全館

を利用して木のおもちゃの展示を予定しています。 

荒木 美術講座については、平成３０年度もおおよそ２９年度と同じような講座を実施す

る予定です。ただ、版画講座については、報告でも触れたように、年々受講希望者が

増え、定員を上回るようになってきました。定員を超えた場合、本来なら抽選をする

ところですが、版画講座は開講してから十数年になり、継続的な受講者が多く、そこ

に新しい方が加わるという形で増えてきたので、昨年までの方はほとんどが継続して

受講したいと強く希望されています。また、版画は当館のような機械がないと制作で

きないこともあり、抽選に漏れてしまうと作品が作れなくなるので何とかならない

か、というご希望があります。そこで、昨年度には受講者へのアンケート調査を実施

し対応策を検討しました。その結果、本年度の後期講座から１日コースをやめ、先生

のご指導がそれほどなくても自分の力で制作できる経験者を中心とした特別コース

を、別の日に実施しようと考えています。午前・午後の半日コースは初心者の方でも

受講できる、先生に指導していただく講座として従来通り行います。なお、前期講座

はすでに従来通り始まっていますが、受講希望者にコース変更等お願いして、午前・

午後とも、定員を１名超える状態で実施しています。 

また、平成２８・２９年度の版画講座受講生の作品展を７月１７日（火）～２２日

（日）の６日間、ギャラリー３階の展示室を使って実施する予定です。 

杉浦由 指定管理者の講座です。２７ページの一番下、①季節のアートレッスン「似顔絵イ

ラスト体験講座（中級編）」、こちらはすでに終了しています。以前に初級編を開催

したので、今回中級編を開催しました。定員いっぱいの１０名で開催しました。 

②季節のアートレッスン「型紙作りから染色まで～型染めの技を学ぶ～」、委員の

加藤先生にお世話になり、定員１０名で、先日５月２０日に第１回目が開催されまし
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た。初の試みで全３回の連続講座ですが、１回目は大変良い雰囲気で開催できたの

で、最後まで皆さんに楽しんでご参加いただければと進めています。 

③④は先程展示の関連事業として紹介しました。③は開会式の際の「ギャラリーコ

ンサート」で、金管五重奏での演奏です。そのあと、④７月７日（土）の展示の最終

日に合わせた「ギャラリーコンサート」、Quartet HAMABE（カルテット・ハマーベ）

という演奏者さんたちの６０分間のコンサートです。 

⑤は先程の人形展の関連で、７月１４日（土）に「木目込人形づくり～明年の干支

を作る～」を予定しています。市内の先生による講座です。 

⑥キッズアートスペースということで、先程委員からもお話がありましたが、対象

年齢を下げた子ども向けの絵画教室として、わくわく創造アトリエの講師による「ア

ートワーク絵画～管楽器・ホルンを描こう～」の開催を予定しています。その他も随

時企画中です。 

石川 ありがとうございました。ご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

近藤 版画講座ですが、これは長く継続して受講している方が独占のような形で、初心者

向けでないものを下半期に開催するということでしょうか。 

荒木 はい。従来の午前・午後コースを初心者中心のコースにして、継続してやりたいと

いう方は別のコースに動いていただく形です。 

近藤 この会とは別のことですが、熱心にやってくださっている方には安美展に出品して

もらえると良いと思います。 

丸山 銅版画・リトグラフになると、講座がないと自分では道具や機械を用意できないで

すもんね。興味を持ってもらえたら、その後のことも考えていかないと。 

荒木 近隣市でも銅版画・リトグラフの講座はあまりないですから。 

近藤 安美展に向いてもらえると嬉しいです。せっかく長くやってくださる方がいるな

ら、同じ場所での公募展に出品出来るので、是非出品していただきたい。前は版画を

出品している方もいましたが、最近は全然で版画はゼロになってきている。せっかく

ここで講座をやっているのに、全然ないというのは寂しいです。 

丸山 今講座で制作している作品の大きさは安美展の規格内には入りますか。 

峯村 大きい板で作品を作ると規格内に入ります。小さい方の板では入りません。一応板

は用意して安美展にも挑戦できるようにしています。 

丸山 そうなると良いですね。 

近藤 せっかく長くやっているなら是非。他にも、美術系のことが単発で終わってしまう

のは寂しい。それが動機になって地元の作家が育ってくれる、そうなるとこの講座を

やる意味があるのかなと思います。難しいところもあろうかとは思いますが、そのよ

うになると良いと思いました。 
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石川 機会があれば、講座の中でこのような方向性を話していただけたらと思います。そ

の他はよろしいでしょうか。 

 

（４）その他 

石川  それでは「（４）その他」の説明をお願いします。 

杉浦由  お手元に、緑色の利用の手引きと、薄い緑色のＡ４用紙の利用のお願い、２つの資

料を用意しました。まず利用のお願いについて、展示利用時に特にお願いする事項を

記載しています。こちらへの追加事項をご提案したいと思います。４番目に「展示室

内での墨の使用はできません。受付にて墨を使用する場合は足元に養生シートをご用

意ください。」と書かれていますが、こちらの内容を「展示室内での墨の使用はでき

ません。受付にて墨を使用する場合はギャラリー受付にてお申し出ください。足元に

敷く養生シートをご用意いたします。」として、事務局側でシートを用意するので申

請してくださいという内容に変更したいと考えています。 

峯村  今の説明のように養生シートを使う発端になったのは、以前水墨画のグループが受

付の芳名の際に筆を落とされて墨が床に点々とついてしまったことです。 

丸山  書のグループではなかったですか。 

杉浦由  書のグループもあったと思いますが、下に落ちて墨が残ってしまったのは確か水墨

画のグループだったかと思います。 

丸山  私がお聞きしたのは書の方でした。 

山口  書の方では、下に落ちた墨を踏んで足跡がついてしまい、皆で掃除したということ

がありました。この件を話している中で墨汁の使用を禁止することも出ましたが、書

のグループに伺いを立てたところ、遠方から来る書家の先生に筆ペンを渡すという失

礼なことはできないということで、峯村さんにもご相談する中で出てきた折衷案で

す。下に敷くということ自体が失礼だという発想も出ましたが、それと筆ペンとどち

らがよいか話をする中で、このようになりました。 

丸山  使用禁止というのは書の先生がだいぶ気にしていましたもんね。 

峯村  そうですね。そういうわけで、使用禁止ではなく、使用して良いですが養生シート

を下に敷く、その養生シートをこちらで用意するという形でいきたいと思います。 

丸山 ついでに利用の件で。この間文化協会で文協祭をやりました。ワイヤーを掛けてあ

るフックを動かすときに、今までは長い伸縮自由の棒を使っていたのですが、この間

は棒の使用はいけないと言われました。その理由は何かあるのですか。全て展示し終

えてから作品の間隔調整に使いたいのですが。 

峯村  使って良いと思うのですが。 

丸山  使ってはいけないとなると、最後にもう一回台車に乗って調節しなければいけな

い。年配者が多い中では大変です。 
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山口  そういう事実があったのかどうか、管理人に確認しておきます。 

丸山  一度聞いておいてください。後期は一切棒を使わずに展示をしましたが、台車が２

つしかないので、いくつかの団体が入って作業をするとやりにくい部分があります。 

石川  その棒は備え付けの備品ですか。 

丸山  そうです。それでも使用禁止と言われたものですから。 

峯村  何で言ったのだろう。使って良いと思います。 

丸山  そうですね。動かすときに叩くから傷つくということがあったのかな。 

杉浦由  それを危惧して言ったのかもしれませんが、ご不便をおかけして申し訳ありません

でした。 

峯村  掛けるときと外すときは台車に乗って行っていただきますが、掛けた後の多少の微

調整は棒でやるのが通常です。注意しておきます。申し訳ありませんでした。 

杉浦由  それでは、もう一つ追加の事項についてです。利用の手引きの４ページの（１）に

仮申し込みの記載がありますが、３番として、今現在は「仮申し込み受付期間以後の

申し込みは、随時受け付けます。」の１文だけですが、追記事項の案として「仮申し

込み受付後、続けて２回キャンセルを行った場合は、次年度の利用は、仮申し込み受

付以後の申し込みとなります。」というものと、４番として、「仮申し込み受付後、

キャンセルを行った場合は、その会場希望抽選に参加した他の団体に抽選の順に連絡

をさせていただきます。」というものの追記を検討しています。 

峯村  これについては、ある団体が仮申し込み後に４年連続でキャンセルをしており、理

由を聞くと、安城と刈谷を両方抑えておいて、刈谷が取れると安城をキャンセルして

いたとのことです。特にこの団体は利用率の高いＡ・Ｂ室を希望されていたので、他

の団体にも迷惑がかかると思い、クレームなどを懸念して今の２文を記載したいと思

います。このような事を続けて２回された場合、次年度の利用はできないというわけ

ではなく、仮申し込みでの受付はできませんが、それ以後で空いているところを利用

することはできます。４番は、仮申し込み後にキャンセルを行った場合は、抽選漏れ

になっている団体に抽選の順番沿ってキャンセルが出たことをご連絡していくという

ことです。皆様にご理解いただければと思います。 

山口  私が特にまずいなと思ったのは、刈谷の総合文化センターが取れた翌日に、自分の

仲良しの団体に「私たちは刈谷が通ったから、安城のＡ・Ｂ室が空くよ。」と連絡を

して、その団体が予約をしたことです。それはさすがに良くないなと。 

峯村  団体によってはこの日にちしか開催できないため２施設予約することはあるかもし

れませんが、これだけ連続してあると他の団体にあまりにも迷惑が掛かるので、この

ようにしました。 

石川 ありがとうございました。他に何かありますか。なければ協議事項はこれで終了し

ます。ありがとうございました。 
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４ 連絡事項 

山本  ありがとうございました。「４ 連絡事項」に移ります。次回の運営委員会は、１

１月を予定しています。日程等が決定したらご案内します。よろしくお願いします。 

峯村 お手元のチラシをご覧ください。先程も少しご説明したように、６月９日（土）は

９時３０分からの開会式に是非ご参加いただければと思います。 

４月から９月の催し物案内も出来ているのでまたご覧ください。お願いします。 

山本 慎重にご協議いただきありがとうございました。これをもちまして、安城市民ギャ

ラリー運営委員会を終了します。ありがとうございました。 
 


