
事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

ア　常設展【学芸委託業務】  

　　所蔵作品を広く公開し、郷土ゆかりの作家や作品を紹介

【学芸委託】 　　年４回の展示替えを実施。 　 　

　①　28年度第4期  「げんだいびじゅつって？」 観覧者数 537人

　　　会期： 4月1日(金）～4月23日(日）

　②　第1期　「橋本 花」

　　　会期： 4月28日(金）～7月9日(日）　 観覧者数 1,550人

　③　第2期　「新収蔵作品の紹介１」

　　　会期： 7月14日(金）～10月1日(日） 観覧者数 1,460人

　④　第3期　「新収蔵作品の紹介２／岩手の漆芸」

　　　会期： 10月7日(土）～1月14日(日） 観覧者数 1,417人

　⑤　第4期　「あかをみる」

　　　会期： 1月20日(土)～4月22日(日） （観覧者数） 587人

小計 5,551人

　　　※　企画展観覧券による観覧 観覧者数 44,456人

計 50,007人

イ　企画展【学芸委託業務】

　①　没後90年　萬鐵五郎展

　　  会期： 4月15日(土)～6月18日(日） 観覧者数 5,338人

　②　川端康成・東山魁夷コレクション展

　　　会期： 7月1日(土)～8月20日(日） 観覧者数 12,035人

　③　花森安治の仕事　－デザインする手、編集長の眼－

　　　会期： 9月2日(土)～10月15日(日） 観覧者数 15,073人

　④　エリック・カール展

 　　 会期： 10月28日(土）～12月10日(日） 観覧者数 33,909人

　⑤　篠山紀信展

　　　会期： 12月23日(土・祝）～2月18日(日） 観覧者数 23,473人

　⑥　アートフェスタいわて2017　

　　　会期： 3月3日(土)～3月25日(日） 観覧者数 2,671人

計 92,499人

 　※観覧者数はプレイガイド等での前売券販売分を含む数値

４ 美術館事業

（1）展示事業

　　　-岩手芸術祭受賞作品・推薦作家展＋岩手県美術選奨受賞者作品展-
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推進

ア　展示関連事業【学芸委託業務】

　<企画展教育プログラム>　

　（1）ギャラリートーク 　    学芸員による展示作品の解説

　　　※5/19(金）　ナイトギャラリートーク 参加者数 112人

　 　 ※7/21(金）  ナイトギャラリートーク

　 　 ※7/29(土)　企画展監修者によるスペシャルギャラリートーク

参加者数 267人

　　③ 花森安治の仕事展(9/8(金)、9/22(金)、10/6(金)）

　 　 ※9/22(金）  ナイトギャラリートーク 参加者数 134人

 　 ④ エリック・カール展(11/3(木)、11/17(金)、11/25(土)、12/1(金))

　 　 ※11/3(木･祝）美術館まつりギャラリートーク

　 　 ※11/25(土)　ナイトギャラリートーク 参加者数 182人

　　⑤ 篠山紀信展(1/5(金)、1/19(金)、2/2(金）、2/16(金))

　　　※2/2(金)　ナイトギャラリートーク 参加者数 248人

　　⑥ アートフェスタいわて2017(3/3(土)、3/4(日)、3/10(土)、3/17(土)、

       3/18(日)) 参加者数 425人

計 1,368人

　（2）企画展関連講座等

　　① オープニング討論「萬芸術を赤裸々に語る」　4/15(日) 参加者数 104人

　　　　出演者：原田光氏（前当館館長）

　　　　　　　　平澤広氏（萬鐵五郎記念美術館学芸員）

　　　　　　　　根本亮子（当館主任専門学芸員）

　　② 講演会「近代絵画再考―画家の眼で見る萬作品」　5/20(土)

　　　 講師：山口晃氏（画家） 参加者数 108人

 　　③ 開催記念講演会「川端康成を語る」　7/１(土)

　　　 講師：川端香男里氏

　　　　　　（公益財団法人川端康成記念会理事長）　 参加者数 96人

　　④ 川端と東山のコレクション鑑賞ツアー8/14(月）

　　　 学芸員による展示作品の解説付鑑賞ツアー　 参加者数 51人

　　① 萬鐵五郎展（4/28(金)、5/12(金)、5/19(金)、5/26(金)、6/9(金)）

　　② 川端コレクション展(7/7(金)、7/21(金)、7/29(土)、8/4(金)、8/18(金)）

【学芸委託・自
主事業】

（2）教育普及
事業

　講演会、ワークショップ等を実施し、美術と美術館利用についての普及活動を
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　　⑤ 開催記念講演会①「花森安治の『暮らしの手帳』」9/10(日）

　　　 講師：小榑雅章氏（『暮らしの手帳』元編集部員）　 参加者数 131人

　　⑥ ワークショップ「自分だけの手帖を作ろう！」9/23(土)

　　　 講師：オガサワラユウダイ氏（イラストレーター） 参加者数 28人

　　⑦ 開催記念講演会②「最新号に息づく花森安治」9/30(土)

　　　 講師：澤田康彦氏（『暮らしの手帳』編集長）　 参加者数 137人

　　⑧ 講演会「心の中の子どもと出会う」10/28(土)

　　　 講師：工藤直子氏（詩人、童話作家） 参加者数 182人

　　⑨ エリック・カール展上映会 11/5(日)

　　　 絵本を映像化した短編作品集の上映会 参加者数 395人

　　⑩ ワークショップ「くるくるおどるコラージュ人形」11/11(土)

　　　 講師：立本倫子氏[Colobockle] 参加者数 19人

              （絵本作家、イラストレーター）

　　⑪ エリック・カール展読み聞かせ会　11/12(日)

　　　 日本語と英語・２つの団体による絵本読み聞かせ 参加者数 316人

　　⑫ エリック・カール展「はらぺこあおむしがやってくる」握手会　11/19(日)

　　　　あおむしの着ぐるみとの握手・写真撮影会 参加者数 648人

　　⑬ 篠山紀信展オープニングトーク＆サイン会　12/23(土）

　　　 出演：篠山紀信氏（写真家）後藤繁雄氏（企画展協力者）参加者数 152人

　　⑭ 篠山紀信展ワークショップ「人を撮る～参加者がつくる写真展」1/7(日）

　　　 講師：松本 伸氏（写真家） 参加者数 18人

　　⑮ アートフェスタいわて２０１７オープニングセレモニー 3/3(土）

　　　 演奏：岩手三曲協会「箏の三重奏」 参加者数 60人

計 2,445人

　<常設展教育プログラム>　

　（1）コレクショントーク　　学芸員による常設展示作品の解説

　　　 年24回開催予定(毎月第2・4土曜)　　24回実施済 参加者数 222人

　（2）常設展関連講座

　　① ワークショップ「石彫体験ワークショップ」　10/7(土)・8(日)

　　　 講師：藁谷収（当館館長） 参加者数 13人

　　② 講演会「『漆芸家　古関六平の仕事と漆の文化』」　

       講師：町田俊一氏（漆芸家）　　11/4(土) 参加者数 50人

    ③ 鑑賞ワークショップ「あかいろ　どんないろ」3/24(土)参加者数 25人

（教育普及
事業）

【学芸委託・自
主事業】
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　（3）子ども向け鑑賞カードの運用

　　　子どものための作品鑑賞ツールの作成及び配布

　（4）音声ガイドの運用

　　　音声による作品解説等の携帯プレーヤーの貸出 553人

イ　美術普及事業【学芸委託業務】

　 <スタジオプログラム>

　（1）オープンスタジオ

参加者数 138人

参加者数 256人

　　 対象：３～６歳児と保護者　各10組　毎月１回実施　　12回実施済

　　 参加者数 713人

　<教育プログラム>

　 学生サポートスタッフの受入れ・育成 登録者数 34人

  <美術プログラム>

　 (1) 館長講座　「作り手の視点」

　　  講師：藁谷収（当館館長）

     ①「フィレンツエ街角彫刻」5/27(土) 参加者数 41人

　　 ②「岩手大学旧特設美術科を辿って」 7/22(土) 参加者数 37人

　　 ③「彫刻制作実演　御影石を使って」 9/9(土) 参加者数 21人

　　 ④「収蔵彫刻作品　動物編」 11/3(木・祝） 参加者数 35人

　　 ⑤「岩手の近代彫刻」 1/27（土） 参加者数 24人

計 158人

　 (2) 学芸員講座

　　 ①「川端康成と浦上玉堂」  8/5(土)  

　　　　 講師：吉田尊子(当館学芸普及課長)　 参加者数 48人

　　 ②「エリックカール　人と作品」 11/26(日)  

　　　　 講師：濱淵真弓(当館主任専門学芸員)　 参加者数 41人

　 (3) ミーツ・ザ・アーティスト 

　　　「漢代の画像石における縶馬画像について」3/21(水･祝)

        講師：劉海宇氏（岩手大学平泉文化研究センター教授）参加者数 15人

（教育普及
事業）

【学芸委託・自
主事業】

　　 ① デコポコエンボスで作ろう！夏のしおり　7/29(土）・7/30(日）

　　 ② 学生企画　蝋でふくらまそう！カラフルボウル　12/24(日）・12/25(月）

　（2）アートデオヤコ　　親子でいろいろな素材に触れて楽しむワークショップ
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　 (4) あーとキャラバン

　　　教育普及および学芸活動のアウトリーチ事業として、県内各地に

　　　美術館主催の事業を広く普及する目的で実施する。

　　 ①　6/6(金）一関市立東山小学校4年生(出前授業) 参加者数 51人

　 　②　7/4(火）一関市立赤荻小学校6年生(出前授業) 参加者数 62人

　　 ➂　8/20(日)　県立県北青少年の家(ワークショップ) 参加者数 74人

　　 ④　12/7(木）　一関市立永井小学校(出前授業) 参加者数 72人

     ⑤  1/11(木)　山田公民館(ワークショップ) 参加者数 11人

　   ⑥　2/18(日) 釜石市民ホール(館長講座・ワークショップ)参加者数 70人

計 340人

　(5) 教育連携事業　　　　　

　　　美術館の利用促進および学校教育との連携を図るための事業

　　①　7/27(木)　一関地方教育研究会図工教育部会講習会 参加者数 19人

　　②　7/31(月)　岩手県造形教育研究会ｻﾏｰｱｰﾄｾﾐﾅｰ 参加者数 31人

　　③　9/28(木)　盛岡市保育所協議会研修会 参加者数 65人

　　④　10/5(木)　一関地方教育研究会中学校美術部会講習会参加者数 11人

計 126人

  <映像プログラム>

　(1) アートシネマ上映会

　 　　美術に関連する作品から名作映画まで幅広いラインナップで上映

　　① オルフェ　4/23(日） 鑑賞者数 50人

　　② 戦艦ポチョムキン　5/21(日） 鑑賞者数 50人

　　③ 道　6/18(日) 鑑賞者数 72人

　　④ 恋の花咲く　伊豆の踊子　7/16(日）＊企画展関連上映鑑賞者数 130人

　　⑤ 天心  8/13(日） 鑑賞者数 66人

　　⑥ 神の手　ミケランジェロ episode1  9/17(日) 鑑賞者数 69人

　　⑦ 神の手　ミケランジェロ episode2  10/15(日) 鑑賞者数 68人

    ⑧ メアリーと秘密の王国　美術館まつり　11/3(金・祝) 鑑賞者数 191人

　　⑨ 注文の多い料理店/銀河の魚 12/3(日） 鑑賞者数 109人

　　⑩ 惑星ソラリス　1/21(日） 鑑賞者数 64人

　　⑪ シラノ・ド・ベルジュラック　2/11(日） 鑑賞者数 65人

　  ⑫ 世界の名画　モネ・光と色彩の冒険　3/12(日） 鑑賞者数 59人

計 993人

（教育普及
事業）

【学芸委託・自
主事業】
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　(2) アートスペース、デジタルビジョン、デジタルレファレンス

　  ① ライブラリー　　　　通年

　　② ライブラリー企画    通年

　　③ デジタルビジョン　　通年

　　④ デジタルレファレンス　　通年

ウ　来館者対応事業【学芸委託事業、指定管理事業】

　(1) 美術館探検（てくてくツアー）　年６回　　６回実施済参加者数 72人

　　（5/13(土)、7/15(土)、9/16(土)、11/18(土)、1/20(土) 、3/17(土)）

　(2) 団体対応

　　① 一般団体対応（延20団体） 参加者数 449人

　  ② 学校団体対応（延60団体） 参加者数 2,437人

計 2,886人

　(3) その他の対応

　　　　（5/19(金)、7/21(金)、9/22(金)、11/25(土)、2/2(金))  

　　② ファミリータイムの導入

　　　　小さな子どもと大人が一緒に美術館を利用しやすい時間帯の設定

　　　　毎月第２木曜日　　　　　　　　　　　　12回実施済参加者数 134人

　  無料観覧日にあわせ、1日のうちに様々な美術館イベントを体験できる「美術館

　上映、ワークショップなどを実施する。※再掲含む 参加者数 4,255人

オ　コンサート事業【自主事業】
(未就学児含む）

　(1) ナイトミュージアム・コンサート　　　　　

　　① 5/19(金）「津軽三味線の響き　～温故知新～」

　　　  出演：黒澤博幸氏（三味線奏者） 鑑賞者数 114人

　　　　出演：松岡　淳氏（ピアニスト） 鑑賞者数 127人

　　➂ 9/22(金)「～Autumn Wind JAZZライヴ～」

　　　　出演：鈴木牧子トリオ（ジャズ） 鑑賞者数 320人

　　④ 11/25(土)「心のふるさと 初冬のいわて Artに寄りそう 声楽とピアノの調べ」

　　　　出演：駒井ゆり子（ソプラノ）、渚　智佳（ピアノ）鑑賞者数 202人

　　⑤ 2/2(金) 「デビスカップ開催記念 ナイトミュージアム２０１８」

【学芸委託・自
主事業】

　　① 開館時間の延長（ナイトミュージアム）　年５回実施

エ　美術館まつり　　11月3日(金・祝）【自主事業】

　まつり」を開催。展覧会の無料観覧、コレクショントーク、コンサート、シネマ

　　② 7/21(金)「文学～絵画～音楽の狭間 ナイトミュージアムに寄せて」

（教育普及
事業）
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　　　　出演：柴田泰孝（ボーカリスト） 鑑賞者数 198人

　(2) ミュージアムコンサート　　　　　

　　① 出演：松井利佳子氏（ピアノ）　8/6(日）

　　② 出演：山家章裕氏（ギター）　8/6(日) 鑑賞者数 167人

 　 ③ 出演：中村ひとみ（ピアノ）　10/9(月・祝）

    ④ 出演：中村孝子（ピアノ）　　10/9(月・祝） 鑑賞者数 172人

　　⑤ 出演：橋場千枝（ピアノ） 　12/17（日）

    ⑥ 出演：レヴァンテ・マンドリンアンサンブル　12/17(日） 143人

　　⑦ 出演：クインテットＭ（管楽器）　　2/10(土)

 　 ⑧ 出演：北東北民謡津軽三味線黒澤会　2/10(土) 鑑賞者数 337人

計 1,780人

　(3) 企画展関連コンサート　　　　　

　　 ナイトミュージアム・コンサート※再掲

　　① 5/19(金）「津軽三味線の響き　～温故知新～」

　　　  出演：黒澤博幸氏（三味線奏者） 実施済

　　　　出演：松岡　淳氏（ピアニスト） 実施済

　　➂ 9/22(金)「～Autumn Wind JAZZライヴ～」

　　　　出演：鈴木牧子トリオ（ジャズ） 実施済

　　④ 11/25(土)「心のふるさと 初冬のいわて Artに寄りそう 声楽とピアノの調べ」

　　　　出演：駒井ゆり子（ソプラノ）、渚　智佳（ピアノ） 実施済

　　⑤ 2/2(金) 「デビスカップ開催記念 ナイトミュージアム2018」

　　　　出演：柴田泰孝（ボーカリスト） 実施済

(3)広報事業

　(1) 美術館通年広報

　(3) 事業団広報番組での各種事業の紹介

　(4) 美術館まつりや各種コンサート開催の広報

　(6) 企画展チラシ、ポスターの発行

　(7) 常設展展示目録、ポスター(展示替え毎)の発行　

　(8) 美術館スケジュール（年４回　各回約16,000部発行））の発行

　(5) 美術館ニュース「アプリーレ」(年２回　各回約15,000部発行)の発行　

  (2) 広報協力店による情報発信（平成29年6月30日現在　252店舗）

（教育普及
事業）

【学芸委託・自
主事業】

　　② 7/21(金)「文学～絵画～音楽の狭間 ナイトミュージアムに寄せて」

　美術館ニュース等の各種広報物の印刷・配布による広報業務を実施【学芸委託

【学芸委託・指
定管理】

事業、指定管理事業】
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(3)広報事業 　(9) ホームページでの広報宣伝

　(10) ツイッターの発信

　(11) 地域連携事業による広報活動

　   　参画し、地域連携事業を実施。

　　① さんさこみち共同告知コーナーの活用（企画展の告知）

　　　 5月 7日(日）～ 5月27日(土) 萬鐵五郎展

　　 　7月 9日(日）～ 7月22日(土) 川端康成コレクション展

　　　 8月27日(日）～ 9月 9日(土) 花森安治展

　　　11月26日(日）～12月 9日(土) エリック・カール展

　　　 1月21日(日）～ 2月 3日(土) 篠山紀信展

　　 　2月18日(日）～ 3月17日(土) アートフェスタいわて2017

　　② もりとぴあねっと企画会議等　　２カ月に１度程度開催

　　③ 「もりとぴあねっとだより」の作成と配布　隔月発行

　　④ 夏休み☆もりとぴあスタンプラリー　7/8(土)～8/31(木）

　　⑤ もりとぴあねっとまつり2017    11/25(土)

　　⑥ もりとぴあねっと中央公園クリーンキャンペーン

　　　 周辺の博物館施設が連携して中央公園内の一斉清掃を実施

　　    第1回クリーンキャンペーン　 4/28(金）

　　    第2回クリーンキャンペーン　 7/21(金）

　　    第3回クリーンキャンペーン　10/27(金）

ア 調査研究活動事業【学芸委託事業】

　・ ライブラリー　　　　　　　　通年

　・ ライブラリー企画　　　　　　年６回

　・ 蔵書整理公開

イ 美術品修復、保存事業【学芸委託事業】

 作品の修復と保存業務を実施

ウ 図録等著作物販売サービス事業【自主事業】

 　美術館発行の図録の頒布を行い、利用者サービスの充実を図る。

　 平成29年度新規発行：「没後90年 萬鐵五郎展」図録 発行済

【学芸委託・指
定管理】

　　　 岩手県立美術館、盛岡市先人記念館、原敬記念館、盛岡市子ども科学館、

　   　盛岡市遺跡の学び館、志波城古代公園で組織する「もりとぴあねっと」に

(4)その他の事
業

　 県民の財産である美術品をより良い状態で保存して後世に伝えるため、所蔵



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

指定管理事業 １　観覧料の徴収および管理運営【指定管理事業】

　(2)　観覧料無料の日

 　　①こどもの日　　5月5日(木・祝）　対象：18歳未満の児童生徒

 　　②敬老の日　　　9月18日(月・祝） 　対象：満65歳以上

 　　③文化の日　　　11月3日(金・祝） 　対象：全員

　(3)　観覧者数等の状況

　　【 3月31日現在の観覧者数　単位：人】

　　　　※29年度分はもぎり実績による数値

  (4)　教育普及事業の状況

　　【 3月31日現在の参加者数　単位：人】

　(1)　臨時開館日　  5月1日(月)、8月14日(月）、12月25日(月）、1月3日(水）

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 小計

29年度 1,633 2,945 2,638 6,003 7,029 9,351 9,402 22,423 11,095 11,789 10,378 2,683 97,369

28年度 2,078 5,739 3,853 4,131 3,606 2,822 2,599 7,527 3,202 2,469 2,819 3,468 44,313

増減 -445 -2,794 -1,215 1,872 3,423 6,529 6,803 14,896 7,893 9,320 7,559 -785 53,056

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 小計

29年度 516 946 399 1,299 647 1,382 956 4,757 1,142 417 1,027 634 14,122

28年度 494 1,095 481 1,912 845 1,264 863 4,504 993 497 444 676 14,068

増減 22 -149 -82 -613 -198 118 93 253 149 -80 583 -42 54


