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「新潟市美術館及び新潟市新津美術館協議会」について 
 
 

１ 設置根拠 
  新潟市附属機関設置条例 
  新潟市美術館及び新潟市新津美術館協議会規則 
 
 
 
２ 所掌事務 
 （１）市長の諮問に応じ，新潟市美術館及び新潟市新津美術館の運営に

関して必要な事項を調査審議すること。 

（２）前項の諮問に関連する事項に関して必要に応じ，市長に建議する

こと。 

 

 

 

３ 開催予定及び内容 

  ６月 前年度の事業報告 など 

   ※第１回の平成２４年６月開催時は，当該年度の事業計画 

３月 翌年度の事業計画 など 

 

 

 

４ 部会 

  協議会を含めて、年４回程度 テーマを随時設定して開催する。 

  部会委員 ４名  大倉 宏 委員、 金山 喜昭 委員、 

福永 治 委員、  降旗千賀子 委員 

 

 

 





「新潟市文化創造都市ビジョン（平成 24年 3月策定）」での位置づけ 

 

全市型文化施設(1) 
先進的な文化創造を内外に発信する拠点施設です。 

（例：市民芸術文化会館、新潟市美術館） 

全市型文化施設(2) 

学習・レクリエーションなど、幅広い層から利用されるポピュラーな文化交流施設です。 

（例：市水族館、市歴史博物館、市文化財センター、 

新津鉄道資料館、新潟市新津美術館など） 

地域文化施設 
主に地域の文化資源を発掘・発信するとともに、地域による文化創造を進める地域拠点

施設です。 

区の文化会館・ホール
地域に密着した施設であるとともに、広く市民の利活用も想定した文化交流施設です。 

（例：北区文化会館、東区プラザ、巻文化会館など） 

 
 この分類は、文化施設をランク付けするものではなく、「全市型文化施設(1)(2)」が全市民そして交流

人口を主な対象とするのに対し、「地域文化施設」は地域コミュニティを単位とする、住民に身近な文化

施設であるということを表しています。 

 今後は、市の文化施設全体の機能・連携を強化しつつ、各施設の役割を明確化することにより、効果的

な運営と事業展開を図り、サービスの向上と文化芸術活動の活性化を推進していきます。 

 

 さらに、文化施設には様々な形態がありますが、「美術館系」「博物館系」「ホール系」の拠点施設及び

水族館について、改めてその「使命（ミッション）」を明確にします。 

 

☆ 市の拠点文化施設の「ミッション」 ☆ 

新潟市美術館 

施設の管理・運営 国内外から広く信頼される美術館を実現し、市民のニーズに応えていきます。 

事業 
新潟の美術資源に関する知の拠点として基本的な業務（調査研究、収集、保管、展示、

教育普及）を行うとともに、新たな視点から独自の発信をします。 

重点的な取り組み 

（施策など） 

・コレクションの充実 

 ①新潟の昨日・今日・明日（新潟市ゆかりの作家中心） 

 ②19 20 世紀の美術（国内・海外） 

 ③21 世紀の美術（国内中心） 

・多様な分野の質の高い展覧会の開催 

・学校教育との連携 

・生涯学習の場としての機能充実 

・文化観光・国際交流拠点としての美術館づくり 

 

市水族館 

市歴史博物館 

市文化財センター 

新津鉄道資料館 

新潟市新津美術館など 

 

市民芸術文化会館 

新潟市美術館 

 

地域の 

美術館 

資料館 

記念館など 



 

 
新潟市美術館の今後の運営方針（案） 

 

【構想の理念】政令市にふさわしい、市民に開かれた個性あふれる美術館 

１．「あるもの（館蔵品を含む地域の多様な文化資源・自然環境）」を活かし、新たな知を掘り起す、「発見する美術館」 

２．教育普及の事業を通じて、あらゆる世代の市民が「楽しく学べる美術館」 

３．さまざまな芸術が交差し、訪れるたびに心躍る「生きている美術館」 

４. 市民同士、地域の文化施設相互が「つながる美術館」 

５. 高い質を保ち、市民が誇れる「信頼の美術館」 
 

 

 

【各論と具体策】 

コレクションの充実

と有効活用 
 

（1）コレクションの充実 

①新潟の昨日･今日･明日（新潟市ゆかりの作家中心） 
②19 20 世紀の美術（国内・海外） 
③21 世紀の美術（国内中心） 

（2）コレクション展の充実（多様な視点から光を当てる） 

（3）所蔵品に関する調査研究の深化と成果の公開 

（4）市内の他施設との連携（共同研究、資料貸借、共同展の開催など） 

企画展の充実 
 

（1）コレクションの特色を反映した展覧会の開催 
（2）地域において顕彰するべき作家を対象とした展覧会の開催 
（3）多様な分野の質の高い展覧会の開催 
（4）姉妹都市や環日本海諸国との交流など、海外の美術を対象とした展覧会の開催 

市民に親しまれる 
美術館づくり 
 

（1）学校教育との連携 →美術館を学校教育の場として開放し、地元作家の協力による学校への講師派遣を実施 

（2）生涯学習の場 

①コレクション展・企画展における展示作品解説 
②企画展関連事業（講演会、学芸員による関連講座、ミュージアムコンサートなど） 
③美術講座（講堂の設備を活用した美術に関する講座） 
④実技講座（実習室の設備を活用した作品制作の講座） 
⑤市民ボランティアの解説員の育成 

（3）美術館を支援する市民（例として美術館協力会など）との連携 

文化観光・国際交流拠

点としての美術館づ

くり 

（1）発信力のアップ（ホームページの充実、広報物のデザイン度アップなど） 

（2）外国語への対応（ホームページ、館内表示、スタッフなど） 

（3）国内外の美術情報の提供 

（4）ミュージアム・ショップの開設、カフェの充実 

時代に即した弾力的

な美術館経営 
（1）企画展事業のマネジメント 

①報道機関との共催関係の形成や実行委員会形式の展覧会の開催 
②年間を通じて、収益率を意識した展覧会の企画・運営 

（2）新規の来館者を増やし、リピーターを獲得するためのしくみづくり 
 

組織と人員配置 
および施設管理 

（1）展示保存環境の堅持と必要な人員配置、および人材の確保・育成 

（2）施設機能の充実 

（3）中・長期の継続的な事業活動を支えるため、直営形式による管理運営体制を維持 

 



       

新潟市新津美術館の今後の運営方針（案） 

【構想の理念】市民と連携しながら、愛され親しまれる美術館 

１．美術館の持つ資源を活用し、市民に美術に対する新たな発見と感動の場を提供し、豊かな創造力を育む。 
２．美術資料の収集・整理・保管を充実・強化するとともに、次世代に引き継ぐための活用・普及を実践する。 
３．他施設との連携や来館者とのコミュニケーションを図り、市民の視点に立った取り組みを実践する。 

 

【各論と具体策】 

展覧会の充実 (1) 独自性のある展覧会の開催 
①学芸員の研究成果を取り入れながらもその専門性に偏らない、質が高く市民に分かりやすい幅広い 

展覧会の開催（サブカルチャー、絵本、写真展など） 

②所蔵品を活用した展覧会の開催 

③美術館に対して市民の興味を抱かせる魅力ある展覧会の開催 

新潟の文化や作家の

育成・紹介 
(1) 地域文化の魅力の発信 

 ①多彩な展覧会を開催することにより、新たな発見と感動の場を提供 

(2) 新しい新潟の文化の発信 

 ①調査・研究に基づいた展覧会の開催により、新潟の文化と作家を紹介 

市民に愛され親しま

れる美術館づくり 
(1) 芸術文化の発信や交流の場づくり 

①企画展関連事業の充実（講演会、学芸員による関連講座など） 

②美術講座の開催（テーマを設定した美術に関する講座） 
 ③アトリウムの空間を活用したミュージアムコンサートの開催 
 ④芸術家による学校等へ出前授業（アウトリーチ）の実施 
 ⑤季節に因んだ、文学の朗読と音楽を融合した公演（シーズン＆アート）の開催 
 ⑥ミュージアム・ショップ、カフェの充実 

(2) 利用しやすい環境の形成 
 ①託児サービスの実施 
 ②「こどもタイム」（親子で語り合いながら鑑賞できる時間帯）の実施 

③「あいてマンデ～」（各展覧会会期中に１回、月曜日を開館）の実施 

美術資料の収集・保存 (1) 美術資料の計画的な収集・整理・保管及び調査・研究 

 ①コレクションの充実（寄贈・購入・寄託） 

(2) 所蔵品台帳の整備による、美術資料の積極的な活用・普及 

 ①常設展のほか、所蔵品による企画展の開催 

他施設との連携、交流 (1) 他施設との連携協力 

 ①周辺施設、学校、市内の他施設との連携の充実 

(2) 計画的な広報活動の実践による、美術館活動の周知 

 ①ホームページの充実・活用 

 ②様々な媒体を利用した周知 

健全なマネジメント (1) 施設の効率的な管理運営 

 ①少ない人的資源の中で、安全で機能的・能動的な管理運営 

(2) 報道機関との共催関係の形成や実行委員会形式の展覧会の開催 

 ①テレビ局・新聞社との連携 

(3) 年間を通じて、収益率を意識した展覧会の企画・運営 

 ①展覧会経費と収入バランスを認識し、職員全員が予算状況を把握 

組織と人員配置 
および施設管理 

(1) 美術館活動を充実させるため、必要な人員配置と職員研修の実施による人材の確保と育成 

 ①職員が互いに協力しながら、愛され親しまれ魅力ある美術館を目指す。 

(2) 老朽化した設備などの計画的な改修 

 ①長期的な計画による予算措置 

(3) 中・長期の継続的な事業活動を支えるため、直営形式による管理運営体制の維持 

 



Ⅰ　展覧会事業

１．コレクション展

期  間 事  業  名
予算額

（単位：千円）

4月13日～
7月8日

コレクション展Ⅰ
「コレクションって
なーに？」

7月13日～
9月30日

コレクション展Ⅱ
「モノクロの世界へ
ようこそ」

10月5日～
1月 20日

コレクション展Ⅲ
「前衛（アヴァン・
ギャルド）の時代」

1月25日～
4月7日

コレクション展Ⅳ
「子どものためのコ
レクション展」

２．企画展　　

期  間 事  業  名 主催・共催
予算額

（単位：千円）

4月21日～
5月20日

ふるさと燦燦
育まれた作家たち展
～旧BSN新潟美術館
所蔵品を中心に～

実行委員会
（新潟市・ＢＳＮ）

<共催　新潟日報社>

8,000
(内新潟市負担

分　4,000）

5月26日～
7月22日

佐川美術館所蔵
平山郁夫展

―大唐西域画への道―

実行委員会
（新潟市・ＮＳＴ）

<共催　新潟日報社>

10,000
(内新潟市負担

分5,000）

7月28日～
10月8日

靉嘔
ふたたび虹のかなたに

新潟市

＜共催　ＴeＮＹ＞
10,025

11月10日～
12月24日

草間彌生
永遠の永遠の永遠

新潟市

＜共催　ＵＸ２１＞
13,200

1月2日～
2月11日

新春美術展
実行委員会

（新潟市・新潟日報社）

10,000
（内新潟市負担

分　5,000）

2月23日～
4月14日

新潟ゆかりの作家たち展 新潟市 4,202

7,244

平成24年度　新潟市美術館　事業計画

内    容

新潟放送創立60周年および新潟日報創刊70周年を
記念して、旧BSN新潟美術館の所蔵作品を中心に、
新潟で現在活躍する20名の工芸作家による新作もあ
わせて展示する自主企画展。
「観覧者数　5,100人」

2009年79歳で亡くなった日本画家・平山郁夫につい
て、佐川美術館のコレクションにより紹介する巡回
展。

「虹の画家」として知られる靉嘔(あいおう）の初期か
ら最新作までを展示する巡回展。

内    容

同時期に開催される「旧BSN新潟美術館所蔵品展」にあわせて、当館のコレク
ションの成り立ちや特徴を紹介する。

同時期に開催される「靉嘔展」の併設展として、カラフルな靉嘔の作品とは対照
的な「モノクロ（単色）」で表現されている版画・書・絵画などを展示。

同時期に開催される「靉嘔展」「草間彌生展」にあわせて、「前衛」をテーマとし
た所蔵品を展示。

現代美術を代表する芸術家として世界を舞台に活躍
を続ける草間彌生の、最新作を集めた巡回展。

新潟市ゆかりの物故作家である書の江川蒼竹、洋画
の富川潤一、日本画の長井亮之の三人の作家の作
品を紹介する自主企画展。

2010年より、大和デパートの閉鎖により当館で開催し
ている展覧会。新潟市美術館と新潟日報社による実
行委員会で開催する。内容は未定

２０１１年冬に開催した企画展「子どものためのてんらんかい」をアレンジして、
子どもをターゲットにした展覧会を予定。



Ⅱ　教育普及事業

１．コレクション展関連

期  間 事  業  名

コレクション展
Ⅰ

コレクション展
Ⅱ

コレクション展
Ⅲ

コレクション展
Ⅳ

２．企画展関連　

企画展名 事  業  名

特別対談

出品作家による
講演会

担当学芸員による
ギャラリートーク

フォーラム
「ミュージアム雑論

～地域の美術館・博
物館～」

記念講演会
「平山郁夫とともに」

担当学芸員による
作品鑑賞会

作家による講演会
「自由について」

担当学芸員による
ギャラリートーク

草間彌生
永遠の永遠の

永遠
講演会

学芸員による展示作品の解説など（1/26、2/23、3/23）　3回

内    容

【会場：新潟市美術館講堂】
4/21（土）　14:00-15:30

講師：宮田亮平氏（金工家）、竹石松次氏（BSN新潟放送代表取締役社長）
「参加者数　100人」

【会場：新潟市美術館講堂】
4/28（土）　14:00-15:30　講師：玉川宣夫氏（金工家）

「参加者数　28人」
5/12（土）　14:00-15:30　講師：伊藤赤水氏（陶芸家）

「参加者数　54人」
5/19（土）　14:00-15:30　講師：原益夫氏（金工家）

「参加者数　41人」

佐川美術館所蔵
平山郁夫展

―大唐西域画
への道―

靉嘔
ふたたび虹の

かなたに

ギャラリートーク

学芸員による展示作品の解説など（4/28、5/26、6/23）　3回

内    容

学芸員による展示作品の解説など（7/28、8/25、9/22）　3回

学芸員による展示作品の解説など（10/27、11/24、12/22）　3回

会期中の日曜日（4/22、4/29、5/13、5/20）に開催予定。

【会場：りゅーとぴあ能楽堂】
6/2（土）　14:00-15:00

講師：平山美知子氏（平山郁夫シルクロード美術館長）
　　　　小川貞夫氏（彌生画廊代表）

「参加者数　300人」

5/27、6/10、6/24、7/8、7/22に開催予定。

【会場：新潟市美術館講堂（定員80人）】
7/28（土）　14:00-

講師：靉嘔氏（現代美術家）

8/5、8/19、9/2、9/16、9/30に開催予定。

ふるさと燦燦
育まれた作家

たち展
～旧BSN新潟
美術館所蔵品

を中心に～

【会場：新潟市美術館講堂】
5/3（木・祝）　14:00-15:30

講師：奥野達夫氏（南砺市福光美術館長）、伊藤文吉氏（北方文化博物館長）
聞き手：塩田純一館長

「参加者数　60人」

【会場：新潟市美術館講堂（定員80人）】
11/10（土）　14:00-

講師：建畠晢氏（埼玉県立近代美術館長）



３．学校向け教育普及事業

期  間 事  業  名

6月～2月 出前美術館

6月～2月 オープン・ギャラリー

各企画展開催
期間中の1週
間

教職員視察ウィーク

４．各種講座

期  間 事  業  名

7月～3月頃 美術講座

8月～12月頃 実習講座

8月 夏休み子ども講座

Ⅲ　調査研究事業

（1）研究紀要の発行

（２）年報の発行

Ⅳ　収集保存事業

（1）収蔵･展示環境保全

（２）作品保存･修復

（３）作品管理

Ⅴ　施設普及事業ほか

・美術館ニュース「Ｗａｖｅ」の発行、コンサート等施設普及イベントの実施等を予定。

　・作品の額装、修復を行い、作品の状態を良好に保つ。

　・作品のデータベース化をすすめ、カードとデータの２元管理を行い、事務の効率化を図る。

　・美術館の諸活動を他の美術館や関係機関に報告するとともに、今後の活動に活かすため、年報としてまとめる。

　・収蔵庫、展示室の温湿度の管理、定期的な真菌数検査、IPM（総合的有害生物管理･･虫等の生物被害未然防止対策）
　　を行う。

内    容

申し込みのあった学校（小学校・中学校・高校）へ、作家とともに出向き、作家の話を聞いたり、
作品制作体験などのふれあいの中で、美術の楽しさを伝える。アーティストと作品を出前する事
業。今年度の作家は、猪爪彦一氏（洋画家）、櫛谷一代氏（日本画家）、小飯塚眞理子氏（ファイ
バーワーク造形作家）、菅井柳翠氏（書家）の4講師にお願いする。

　・日頃の調査研究活動の成果や記録を今後の活動に活かすため、研究紀要としてまとめる。

学校教員が美術館職員と共に、美術館で開催している企画展・コレクション展の出品作品を通し
て、作品鑑賞の授業を行う事業。美術館でバスを用意し、児童の送迎を行う。今年度は、市内の
小学校9校から参加申し込みがあり、実施予定。

教職員に展覧会を視察してもらい、学校との連携事業についてのきっかけづくりを行う。
また、オープンギャラリーの事前の打ち合わせもこの期間に行う。

内    容

館長および学芸係6名が各回を担当する講座。7/21、8/18、9/15、11/17、12/15、1/19、2/9の
全7回を予定。開催中の展覧会に関連した内容または各自の研究に沿った内容で実施。

作家を講師に招き、実際の制作を中心に行う講座。全3回を予定しており、第1回は８月に冨井
大裕（現代美術家）によるワークショップに決定。

小中学校の子どもを対象に、館内の探索や実制作によって美術に親しんでもらう講座。今年度
は、「虹のまんげきょうを作ろう！」をテーマに万華鏡を制作する。8/5、23の2回実施予定。



Ⅰ　展覧会事業

１．所蔵品展

期  間 事  業  名

6月30日～
8月26日

所蔵品展２０１２夏

9月1日～
10月28日

所蔵品展２０１２秋

11月3日～
1月 19日

所蔵品展２０１２秋・冬

2月2日～
3月24日

所蔵品展２０１２冬・春

２．企画展　　

期  間 事  業  名 主催・共催
予算額

（単位：千円）

4月14日～
6月24日

ウルトラマン創世紀展
－ウルトラＱ誕生から

　　　　ウルトラマン80へ－

実行委員会
（新潟市・ＵＸ２１）

<共催 新潟日報社>

18,000
（うち新潟市負担

分9,000）

6月30日～
8月26日

鉄腕アトム連載60周年・

映画ブッダ製作記念

「手塚治虫」展

実行委員会
（新潟市・ＮＳＴ）

<共催 新潟日報社>

9,000
（うち新潟市負担

分4,500）

9月1日～
10月8日

さとうわきこ絵本原画展
みんなだいすき
ばばばあちゃん

新潟市

<共催 新潟日報社>
6,990

11月3日～
12月26日

インドの細密絵画と
染織の精華展

人と絵と、伝統との対話

新潟市

<共催 ＴｅＮＹ>
7,520

2月2日～
3月24日

秋葉区の隠れた名品展
岩田正巳小品展

新潟市

<共催 新潟日報社>
4,841

　作家・手塚治虫が生み出した魅力的なキャラクターたちによって繰り広
げられる「手塚ワールド」は、彼が私たちに残した文化遺産です。鉄腕ア
トム連載60周年とブッダの映画製作を記念し、手塚治虫の漫画やアニメ
の展示を中心にその歴史と作品に込められたメッセージを紹介。「ジャン
グル大帝」「鉄腕アトム」「リボンの騎士」「ブラックジャック」「火の鳥」など
の直筆漫画原稿やアニメ版の絵コンテ・セル画、また彼が愛用していた
ベレー帽や眼鏡、筆記用などの遺品を展示します。

　1981年、「普及版こどものとも」9月号(福音館書店)にはじめて登場した
“ばばばあちゃん”は、そのパワフルで豪快なキャラクターによって、一挙
にたくさんの読者の心をつかみました。破天荒で心やさしい“ばばばあ
ちゃん”と、なかよしのどうぶつ達が巻き起こす奇想天外でゆかいな物
語。さとうわきこさんの手によって生み出されたこのシリーズは、世界に
数多くある「おばあちゃん絵本」の中でも人気が高く、今回は初期から最
新の絵本まで12作品の全場面を展示します。

　特撮の神様と呼ばれた円谷英二。そこに若い脚本家、監督、特撮ス
タッフ、芸術家が集い情熱を注いで1966年にウルトラマンが誕生しまし
た。その原点である「ウルトラＱ」の誕生から、「ウルトラマン」「ウルトラセ
ブン」、そして「帰ってきたウルトラマン」「ウルトラマンエース」「ウルトラマ
ンタロウ」「ウルトラマンレオ」「ウルトラマン80」まで1966～1980年のウル
トラマンシリーズを取り上げ、その人気の秘密を探ります。
実物マスク、撮影時の小道具、怪獣デザイン画、当時の写真など初公開
作品を含む約1000点を一挙に公開します。

平成24年度　新潟市新津美術館　事業計画

内    容

ふしぎな昆虫の姿や蝶を描いた地元出身の画家・佐藤昭平のシュールな絵画などを展示。

地元出身の画家たちが描いた「ふるさと」を感じさせる絵画を展示。

笹岡了一、佐藤昭平など地元出身の画家が「子供」をテーマにして描いた絵画を展示。

旧新津市に何度も花の撮影に訪れた写真家・秋山庄太郎の「チューリップ」の写真を展示。

　館のある新潟市秋葉区にある、公民館や学校などの公立施設が所有
する“隠れた”作品を展示紹介します。
またあわせて、新潟県三条市出身の日本画家の岩田正巳の作品から、
比較的小さい作品を中心に彼の選りすぐりの絵画を展示します。岩田正
巳は明治26年に生まれ、大和絵による新たな表現追求を行いました。歴
史画や中国に取材したエキゾチックな独自の表現世界を生み出した画
家の展覧会です。

内    容

　インド美術のミニアチュール（細密画）とインド染織による展覧会です。
　美しい線と鮮やかな色彩によって、小さな画面の中に広々とした豊かな
ロマンの世界が広がるインドのミニアチュールは、宮廷で描かれた“ム
ガール絵画”とヒンドゥ教徒の諸藩主国で描かれた“ラージプト絵画”に
大別されます。王や貴族、ヒンドゥ教の神々、クリシュナやラーマヤナ物
語などをテーマとした、美しい細密画や素描など約150点を展示します。
また古くから世界の憧れの的であったインド染織から、色鮮やかに文様
染された更紗(さらさ)や絞り、ターバンや繊細な刺繍、金糸や銀糸を大量
に用いたブロケード、極細糸の木綿のモスリンなど、世界に影響を与え
たインド染織の精華をご覧ください。



Ⅱ　教育普及事業

１．企画展関連　※「手塚治虫展」以降の企画展の関連事業は検討中

企画展名 事  業  名

講演会

ウルトラマンと
「握手＆写真撮影会」

２．学校向け教育普及事業

期  間 事  業  名

10月11、12日 アウトリーチコンサート

10月下旬～
11月上旬

スクールコンサート

３．各種講座

期  間 事  業  名

9月8日 美術講座

9月15日 美術講座

9月29日 美術講座

10月6日 美術講座

Ⅲ　調査研究事業

（1）年報の発行

Ⅳ　収集保存事業

（1）収蔵･展示環境保全

（２）作品管理

内    容

　開催日：6月2日（土）　11:00～　13:00～　15:00～　　「参加者数 627人」
　会   場：新潟市新津美術館市民ギャラリー

内    容

　音楽と美術を融合させることにより、子どもたちに生の音楽の素晴らしさを感じてもらうと共に、絵を描く行為を通
じ、美術に親しんでもらい、美術館がより身近なものであると感じてもらうことを目的に行います。（10月に開催す
るミュージアムコンサート出演者による、近郊の小学校、幼稚園等へのアウトリーチ活動。）

内    容

「明治初期の日本画と西洋の影響」をテーマとした講義。

ウルトラマン
　 　    創世紀展

 -ウルトラＱ誕生
  　　　から
  　ウルトラマン
　　　　　　　80へ-

　・美術館の諸活動を他の美術館や関係機関に報告するとともに、今後の活動に活かすため、年報としてまとめる。

　・作品のデータベース化をすすめ、カードとデータの２元管理を行い、事務の効率化を図る。

　・収蔵庫、展示室の温湿度の管理、定期的な真菌数検査、IPM（総合的有害生物管理･･虫等の生物被害未然防止対策）を行う。

「ウルトラマン撮影秘話」　出演者：黒部進氏、桜井浩子氏
　開催日：4月14日（土）　11:00～12:30　　「参加者数 155人」
　　　　　　 　　　　　　　　 　14:30～16:00　　「参加者数 170人」

「映像アーティストの梁山泊としての円谷特技プロダクションの足跡」
　開催日：5月19日（土）　13:30～15:00　　「参加者数 35人」
　講   師：高橋信之氏（出版・映像企画者）
　会   場：新潟市新津美術館レクチャールーム

　より多くの子どもたちに生の音楽の素晴らしさを感じてもらうため、アウトリーチコンサートを補完する形で行いま
す。また、美術館をより身近に感じてもらうために、展覧会に因んだ曲を交えた演奏を行います。（県内出身アー
ティストによる近郊の小学校での演奏。）

「ヒーロー・ヒロインを演じて」　出演者：森次晃嗣氏、ひし美ゆり子氏、古谷敏氏
　開催日：５月12日（土）　11:00～12:30　　「参加者数 185人」
　　　　　　 　　　　　　　　 　14:30～16:00　　「参加者数 175人」
　会　 場：新潟市新津美術館レクチャールーム

スペシャル対談＆サイン
会

「近世の画人　五十嵐浚明」をテーマとした講義。

「草土社」と「民藝」をテーマとした講義。

「印度ミニアチュール絵画の魅力」をテーマとした講義。



Ⅴ　施設普及事業ほか

（1）ミュージアムコンサート

（２）シーズン＆アート

（３）利用者にやさしいサービス

　・新津美術館の特徴であるアトリウム空間を活用して、コンサートを実施する。

　・各展覧会会期中に１回は月曜日を開館する「あいてマンデ～」を実施する。

　・季節ごとにテーマを設定し、文学作品の朗読・解説と音楽を融合した公演を実施する。

　・毎月第２・第４の木曜・土曜日に「託児サービス」を実施する。

　・親子で語り合いながら鑑賞できる「こどもタイム」を実施する。


