
平成 29年 6月 6日 

平成２８年度事業報告書 

平成 28 年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで 

1. 《公益目的事業》

美術品・工芸品の展示公開を通して、国民の文化芸術に対する創造的な育成と文化

発展を図る事業(定款第 4 条第 1 項第 1 号～4 号) 

（1）美術品の収集、保存及び一般公開 

平山郁夫館並びに佐藤忠良館では 3 期に、樂吉左衞門館は 2 期に分けて   

展示を行い、年間を通して三作家の制作への想いを広く紹介した。 

樂吉左衞門館一期では特別企画展として樂吉左衞門氏と 16 代を継承すること

になる長男 篤人氏の茶碗、次男 雅臣氏の石彫による、「吉左衞門Ｘ

樂吉左衞門 樂篤人 樂雅臣」初めてのそして最後の親子展を開催。 

樂吉左衞門館茶室においては、毎週木曜日から日曜日に見学会を実施し、4,169

人の来館者が参加した。 

平山郁夫館〈平和の祈り〉 

第一期：「文化財赤十字」 

４月１６日～ ８月２８日     

第二期：「玄奘三蔵 求道の軌跡」 

９月  ３日～１１月２７日   

第三期：「潤いの大地」 

１１月２９日～ ３月２６日  

佐藤忠良館〈ブロンズの詩〉 

第一期：「描いて 捏ねて」 

４月１６日～ ６月１６日  

第二期：「彫刻家の眼」 

６月２５日～１２月 ４日 

第三期：「子どもたちへ」 

１２月 ６日～ ３月２６日 

樂吉左衞門館〈守破離〉 

第一期：「吉左衞門Ｘ 樂吉左衞門 樂篤人 樂雅臣」 

 ４月１６日～ ８月２８日 

 



第二期：「Creation 樂吉左衞門の造型」 

９月 ３日～ ３月２６日 

（2）美術に関する各種展覧会の企画及び開催 

①「メカニックデザイナー 大河原邦男展」

会期： ４月１７日～ ６月１６日       入館者数 33,779名 

機動戦士ガンダムやタイムボカンシリーズのメカデザインを手がけ、  

日本初のメカニックデザイナーという職業を確立し、40 年以上にわたり

アニメーション業界の第一線で活躍している大河原邦男氏の作品をカラ

ーイラストや設定原画等の資料とともに紹介した。

②「ボストン美術館 ヴェネツィア展 魅惑の都市の 500年」

会期： ６月２５日～ ８月２８日       入館者数 32,826名 

 町全体が一つの芸術であり多くの芸術家を生み出したヴェネツィアの

500 年に及ぶ美を、ボストン美術館が所蔵する名品からルネサンス期の巨

匠・ティツィアーノやヴェロネーゼの作品、モネを代表とする 19 世紀の

印象派の画家たち、そしてガラス、レースなどの工芸品により紹介した。 

③「三蔵法師展 薬師寺の宝物とともに」

会期：１０月 １日～１１月２７日        入館者数 17,398名 

 玄奘三蔵を鼻祖として崇め奉る法相宗大本山薬師寺が所蔵する寺宝か

ら、シルクロードを旅する三蔵法師とその守護神を伝える絵画や彫刻、

文書類とともに、『西遊記』を基に制作された浮世絵版画などにより玄奘

三蔵の軌跡を紹介。絹本著色の肖像画 国宝 慈恩大師坐像も展観した。 

④「第 8回こども絵画コンクール優秀作品展」

会期： ３月 ３日～ ３月２６日       入館者数  3,978名 

全国の子どもたちから寄せられた応募総数 1,263 点の中から未就学児、 

小学校低学年・高学年の 3 部門からそれぞれ大賞 1 点、館長賞 1 点、

優秀賞 5点、入選 18点、合計 75点を優秀作品展として展示した。 

（3）美術文化に関する講演会、シンポジウム等の教育普及活動 

次世代を担う子どもたちへの教育普及活動「さがわきっずみゅーじあむ」

の名のもと、ワークショップイベントと展示イベントを実施。 

多くのご家族にお越しいただき、情操教育及び親子のふれあいの場を提供す

ることができた。 

その他、展覧会関連イベントや茶会、コンサートの開催、地域や他館との  

交流など、教育普及活動推進のための事業を行なった。 



①次世代を担う子どもたちへの教育普及活動 

・さがわきっずみゅーじあむ ワークショップの実施          

  延べ６日間１２回 ５プログラム            参加者 275名 

・さがわきっずみゅーじあむ 展示イベントの実施 

  ダンボールアート遊園地 びわ湖を遊ぼう             

  期間：１２月１７日～ ２月１２日       入館者数 27,914名 

 

・守山市教育委員会連携授業  芸術鑑賞教室 

守山市公立小学校 全９校２９クラス       全 10回／932名 

 

・佐川美術館 こども絵画コンクール 

応募総数 1,263点（内 75点が入選以上） 

 

②講演会等の普及イベントの開催 

・展覧会記念イベント開催 

メカニックデザイナー 大河原邦男展 

「大河原邦男氏トーク＆サイン会」    

  トークショー   第一回 ４月１７日（日）    聴衆 292名 

第二回 ５月２８日（土）     聴衆 266名 

サイン会        第一回 ４月１７日（日）     参加 88名 

               第二回 ５月２９日（日）    参加 100名 

   「メカニックデザインコンテスト」         応募総数 121点 

          大河原邦男賞 2点 協賛会社賞 4点 佐川美術館賞 6点を選出表彰 

 

   ボストン美術館 ヴェネツィア展 

「記念講演会 ヴェネツィア美術の魅力」 

講師：宮下規久朗氏 神戸大学大学院教授   

７月１０日（日）    聴講 131名 

 

   吉左衞門Ｘ展  

「特別記念茶会」        ７月 ３日（日）      参加 60名 

 

 三蔵法師展 

 「記念講演会」          １０月 １日（土） 

   講和：加藤朝胤氏 薬師寺執事長                     聴講 94名 

 「展示ギャラリートーク」全７回実施 

   解説：加藤大覺氏                   聴衆 324名 

 



 「ミュージアム説法」  全２１回実施         

   講師：加藤大覺氏                聴講 1,017名 

 

 「ミュージアム写経」  全５回実施 

   講師：加藤大覺氏                  参加 19名 

 

・茶 会 

「第７回青蘆茶会」         ５月１８日（水）   参加 29名 

「第 8回蘆聚茶会」        １０月２５日（火）   参加 36名 

   「呈茶立礼席」  ９月１０・２４日/３月１８・２５日 

                いずれも土曜日 全１３席   参加 100名 

 

・コンサート 

 「ミュージアムコンサートⅠ」   ４月２４日（日）   聴衆 163名 

「トワイライトコンサート第一夜」 ７月１７日（日）   聴衆 363名 

「トワイライトコンサート第二夜」 ８月２０日（土）   聴衆 468名 

「ミュージアムコンサートⅡ」  １０月 ８日（土）   聴衆 204名 

    

③地域社会・他館との交流 

  ・地域社会との交流事業 

   「ラ・フォル・ジュルネびわ湖 2016 キッズ体験プログラム」 

     ワークショッププログラム出展 アウトリーチ活動 

主催：びわ湖ホール 後援：滋賀県教育委員会等 

            ４月３０日（土）・５月１日（日）ブース来場 215名 

  

   「ルシオール・アート・キッズフェスティバル ミュージアム 

キオスクコンサート」開催 主催：守山市、守山市教育委員会  

５月２２日（日）     聴衆 234名 

 

「守山市教育委員会教職員夏季研修」 ８月１９日（金）教員 24名受入 

  

「佐川美術館福祉の日」休館日に福祉施設利用者をご招待 

１０月１７日（月） 57施設 671名来館 

３月２１日（火） 35施設 450名来館 

 

  ・学校との連携事業 

      「成安造形大学との連携ワークショップ」６月４日（土）・５日（日） 

     成安造形大学 ガンダ部によるプラモデル制作実演ワークショップと

ジオラマ展示 大河原邦男展関連イベント       参加 19名 



   「成安造形大学との衣装制作連携」 ヴェネツィア展開催期間中 

     成安造形大学 空間デザイン領域コスチュームデザインコースとの 

     展示・記念撮影用カーニバル衣装の制作協力 

    

「就業体験インターンシップ」 ７月２６日（火）～２９日（金） 

                               立命館守山高等学校  生徒 2名受入   

 「大学生博物館実習」  

① ８月 ４日（木）～ ９日（火） 

    愛知県立芸術大学／京都造形芸術大学／京都精華大学 各 1名  

学生 3名受入 

   ② ８月１８日（木）～２３日（火） 

    成安造形大学                 学生 3名受入 

  

・他の美術館との交流  

『所蔵作品の貸出』 

 「京都国立近代美術館」・「東京国立近代美術館」 

   茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術   樂吉左衞門作品 20点 

 

 「平山郁夫美術館」平山郁夫 平和の祈り展    平山郁夫作品 10点 

 

『友の会会員への観覧料相互間割引提携館』 

ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ、大和文華館、松伯美術館、林原美術館、 

夢二郷土美術館、DIC川村記念美術館（平成 28年 10月 1日～） 

 

（4）美術工芸に関する図書の作成及び刊行 

・佐川美術館 季刊誌｢うつろひ｣作成・刊行 

４月１日、７月１日、１０月１日、１月１日の４回発行 

Ａ４版各号 1,000部 

・佐川美術館オリジナルカレンダーの作成・刊行      20,112部 

   ・展覧会図録作成・刊行 

「吉左衞門Ｘ 樂吉左衞門 樂篤人 樂雅臣」    600部 

 

2. 《収益事業》 

法人の目的を達成するために必要な事業（定款第 4 条第 1 項第 5 号） 

（1） コーヒーショップ・ミュージアムショップ運営会社へのスペース 

賃貸事業 

 

（2） 佐川美術館オリジナルカレンダーの販売及び企画展作品・建物の図書 

販売事業 



平成28年度入館者数: 130,039人 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)

平成28年度展示実績
（1）企画展

本画 14

素描 47

彫刻 38

素描 17

陶芸 24

石彫 8

彫刻 27

素描 7

本画 20

素描 34

本画 16

素描 41

彫刻 45

素描 5

（2）特別企画展

デザイン画 361

立体 27

絵画 41
写真/版画 65

工芸 22
彫刻 13

絵画・書跡 57
工芸 26

期　　間 展　覧　会　名 展　示　品　数

4月16日～8月28日 平山郁夫　文化財赤十字 平山郁夫

4月16日～6月16日 佐藤忠良　描いて　捏ねて 佐藤忠良

 4月16日～8月28日
吉左衞門X

樂吉左衞門　樂篤人　樂雅臣
樂吉左衞門

6月25日～12月4日 佐藤忠良　彫刻家の眼 佐藤忠良

 9月3日～11月27日 平山郁夫　文明の十字路 平山郁夫

 9月3日～3月26日 Creation　樂吉左衞門の造型 樂吉左衞門

11月29日～3月26日 平山郁夫　潤いの大地 平山郁夫

12月6日～3月26日 佐藤忠良　子どもたちへ 佐藤忠良

期　　間 展　覧　会　名 展　示　品　数

6月25日～8月28日
ボストン美術館

所蔵作品

10月1日～11月27日

4月17日～6月16日
メカニックデザイナー

大河原邦男作品
大河原邦男展

ボストン美術館
ヴェネツィア展

魅惑の都市の500年

三蔵法師展
薬師寺の宝物とともに

3月3日～3月26日
第8回こども絵画コンクール

一般応募作品 絵画 75
優秀作品展

陶芸 31

薬師寺所蔵品
国際日本文化研究センター所蔵品

阪急文化財団池田文庫所蔵品
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