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平成 29年度事業報告 
自 平成 29年 4月 1 日 
至 平成 30年 3月 31日 

 

事業の状況 

Ⅰ  入館人員の状況 
 １ 夢二郷土美術館 

分 館 月 計  本 館 

入館者数 ★ 入館者数  前年比

（％） 
入館者数 前年比

（％）

前年比

（％） （％）

4月 2,050 97  664 94 2,714 96 

5月 2,771 101  1,038 105 3,809 102 

6月 1,777 98  643 122 2,420 104 

7月 1,352 62  493 77 1,845 66 

8月 2,105 105  612 112 2,717 107 

9月 1,568 74 76 634 103 2,202 80 

10月 2,149 81 84 783 123 2,932 90 

11月 2,323 97 100 909 82 3,232 92 

12月 1,109 104 108 202 58 1,311 92 

1月 1,411 119 124 355 97 1,766 114 

2月 1,289 93 97 288 97 1,577 94 

3月 2,021 120 124 670 106 2,691 116 

合 計 21,925 94 96 7,291 98 29,216 95 

   
  

 
 

 
 
 
 

2 范曽美術館 
 2月 16日（金）～18日（日） 273名 
 

 ※9月はリニューアルにより営業日 4日減。 
※★欄について：カフェ・ショップをリニューアルした 9月以降、カフェ・ショッ
プの利用者数が入館者数に反映できなくなったため、参考までに前年度のカフ

ェ・ショップ利用者数を差し引いた人数で前年比を表した。 
※本館前年度は 7月に《西海岸の裸婦》初公開、10月に現代作家「細見博子展」を
実施。平成 28年度本館年間の対前年比は 118％。 



Ⅱ 作品の収集 
 
 1 竹久夢二関連の作品・資料 
① 購入 雑誌『国粋』1点、『ねむりぐさ』1点、装幀本『幻の華』1点、エハガキ 1点、
童謡小曲選集 2点 

② 寄贈 該当なし 
③ 寄託 《少年の図》（磯田道史氏より） 

 
 2 范曽関連の作品・資料 
① 購入 該当なし 
② 寄贈 該当なし 

 
Ⅲ 美術館の活動状況 
 
 1 特別展の出品状況 
① 夢二郷土美術館  
・竹久夢二《白夜》1点 
天神山文化プラザ－新見美術館－勝央美術文学館巡回展 
「アートの今・岡山 2017「表装」」に出品 

 
② 両備文化振興財団 
・国吉康雄《蛸》《葡萄》2点 
和歌山県立近代美術館「「国吉康雄と石垣栄太朗」アメリカへ渡った二人」展に出品 

 
2 企画展・特別展等の開催 
① 夢二郷土美術館 本館 
平成 29年 3月 24日（金）～6月 25日（日） 

「夢二のねこと黑の助展－竹久夢二×水戸岡鋭治 PartⅡ－」 
平成 29年 6月 27日（火）～9月 10日（日） 

「LOVE♥夢二」 
平成 29年 9月 16日（土）～12月 10日（日）  

「幻の夢二の油彩画《西海岸の裸婦》修復後初公開!!」 
平成 29年 12月 19日（火）～平成 30年 3月 18日（日） 

「リニューアルオープン記念展 THE 夢二郷土美術館 COLLECTION」 
 

② 夢二郷土美術館 分館（夢二生家・少年山荘） 
平成 29年 4月 8日（土）～5月 7日（日）    「端午の節句」 
平成 29年 7月 7日（金）～8月 6日（日）   「七夕」 
平成 29年 10月下旬～11月中旬        「重陽の節句」 



平成 30年 1月 2日（火）～1月 14日(日)    「正月」 
平成 30年 2月 24日（土）～4月 3日（火）  「桃の節句」 



3 広報活動 
 
① 掲載記事等 
山陽新聞東備版 山陽新聞 

端午の節句、ふるさと祭り 

朝日新聞 朝日新聞 

中学生の職場体験の取材（中学生の記事を掲載） 

北海道新聞社 北海道新聞日曜版 本と旅する 

生家、少年山荘、本館、館長インタビュー 

観光経済新聞 観光経済新聞「日本ふるさと紀行」コラム 7 月号 

生家 

共同通信社 共同通信 

ふるさとフォトコンテスト 

読売新聞 読売新聞 

本館 LOVE 展紹介 

山陽新聞 山陽新聞文化面 

生家、夢二コンクール 塚田審査委員長写真撮影（生家）  

朝日新聞 朝日新聞 

裸婦展 

㈱瀬戸内海経済レポート 瀬戸内海経済レポート 

裸婦展 

日本経済新聞 日経新聞 

裸婦展 

時事通信社 裸婦展 

共同通信社 裸婦展 

山陽新聞社 山陽新聞 

裸婦展 

毎日新聞社 毎日新聞 

裸婦展 

読売新聞社 読売新聞 

裸婦展 

(株)瀬戸内海経済レポート vision 岡山 

裸婦展 

山陽新聞社 山陽新聞東備版 11/3 

生家重陽の節句 

読売新聞社 読売新聞 

こども学芸員図録贈呈式 



朝日新聞 朝日新聞 

こども学芸員図録贈呈式 

毎日新聞 毎日新聞 2/2 

コレクション展、文化講座 

山陽新聞 山陽新聞 2/8 

コレクション展、文化講座 

共同通信社 共同通信 

リニューアル１ヶ月 

共同通信社 共同通信 

こども学芸員活動 

日本経済新聞 日本経済新聞 

黒の助バス 

山陽新聞社 山陽新聞 

黒の助バス 

朝日新聞社 朝日新聞 

黒の助バス 

産経新聞社 産経新聞 

黒の助バス 

山陽新聞東備版 山陽新聞 

桃の節句 

日本経済新聞社 日本経済新聞 

リニューアル、コレクション展 

(株)瀬戸内海経済レポート vision 岡山 

リニューアル、コレクション展 

朝日新聞社 朝日新聞 

リニューアル、コレクション展 

毎日新聞社 毎日新聞 

リニューアル、コレクション展 

山陽新聞社 山陽新聞 

リニューアル、コレクション展 

山陽新聞社 山陽新聞 

学会誌 

山陽新聞社 山陽新聞 

文化講座 

日本経済新聞社 日本経済新聞 

文化講座 

日本経済新聞社 日本経済新聞 

ノスタルジア展 



山陽新聞社 山陽新聞 

ノスタルジア展 

毎日新聞社 毎日新聞イベントコーナー4/6 

ノスタルジア展 

岡山市中区役所 「市民のひろばおかやま」6 月号区民のページ 

黒の助 

山陽新聞広告部（オープンラボ） 山陽新聞高木聖鶴氏追悼広告 

本館黒の助展 

岡山医療生活協同組合 「健康と生活」（組合員向け新聞） 

Forest 『ことりっぷ vol.14 秋号』 

黒の助紹介 

㈱ビザビ 『ﾀｳﾝ情報おかやま 9月号』 

瀬戸内市特集 生家、生誕日イベントなど 

ビザビメディア開発局 『ﾀｳﾝ情報おかやま 11 月号』 

カルチャーゾーン立ち寄りスポット 本館紹介 

朝日新聞アエラ 『ニャエラまたたび』12/21 発売 

黒の助紹介 

岡崎真奈美（フリージャーナリス

ト） 

イギリス RANDAM HOUSE 社 PRESTEL 

日本の猫カルチャーに関する単行本で黒の助紹介 

山陽新聞レディア 「山陽新聞レディア」1/22 掲載 

スマホ写真撮影の記事（カフェ、外観写真使用） 

㈱ウエストパブリッシング 雑誌『ノジュール』2018．4 月末発行 

本館・分館紹介 

㈱HUGHUG おやこ情報誌『HUGHUG』5 月号 

本館（黒の助展、フォトコン、宵の夢二）、分館（単語の節

句、フォトコン撮影教室） 

㈱わかさ生活 『にっこりわかさ生活 四国・中国版』5 月号 

本館基本情報 

㈱旅行出版社 『どこいこ観光関連ガイド』 

本館・分館基本情報 

㈱白夜書房 『夢二のぬり絵 傑作選』 

《晩春》《早春》《童子》《桜下五美人》《湖畔舞妓図》《立田

姫》《星まつ里》《遠山に寄す》 

山陽新聞社 「さん太クラブ」 

黑の助展概要と入館券プレゼント 

㈱美術年鑑社 『美術年鑑』平成 30 年度版 

本館基本情報 



情報誌ぱど 『情報誌ぱど』5 月号（4/26～） 

黑の助展 

岡山県郷土文化財団 『きび野』146 号（6/30 発行） 

LOVE 展 

㈱KK ベストセラーズ 『一個人』6 月号（5/10 発行）「猫と日本人」 

夢二と黑の助 

㈱ビジョン企画出版社 『美術大鑑』2018 年版 

本館基本情報 

㈱アスコン 『ウィンク』7 月号 

LOVE 展 

㈱HUGHUG 『HUGHUG』6 月号 

黑の助展、フォトコン、LOVE 展 

（公社）おかやま観光コンベンショ

ン協会 

『イイこと発見！ハレルヤ旅』2017.6 月発行 

黑の助、、カフェ 

㈱武揚堂 『瀬戸大橋観光マップ』 

本館案内 

エルフル(株) 『2017 エルフルガイドブック』 

分館案内、オリジナルハガキプレゼント 

（公社）おかやま観光コンベンショ

ン協会 

旅行会社向パンフレット『岡山県観光素材集』 

本館基本情報 

(株)コーセイカン JR 西日本岡山支社企画 外国人観光客向け観光ガイド 

本館基本情報 

山陽新聞社 山陽新聞さん太クラブ 8/1 掲載 

LOVE 展紹介＆招待券プレゼント 

山陽新聞広告社 『Cue 備後』6/30 号おでかけガイド 

生家七夕紹介 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 

生家七夕紹介 

島根県立古代出雲歴史博物館 日本博物館協会中国支部開放 No.43 

本館分館情報 

㈱日本旅行 2017 年度版システム販売手帳（社員向け） 

本館基本情報 

グラフィック社 『お菓子の包み紙』（甲斐みのり著）掲載 

当館包装紙、夢二飴パッケージ 

㈱HUGHUG 『HUGHUG』8 月号 

本館 LOVE 展、フォト展示、こども夢二新聞、生家七夕など

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 

こども夢二新聞イベント紹介 



ＢＪエディターズ バスマガジン連載『終点の情景を求めて』 

生家、少年山荘を文中で紹介 

中国新聞広告社 『Cue 備後』7/21 号おでかけガイド 

本館 LOVE 展 

Ｊプロデュース㈱ 『2017 年度下期エースＪＴＢ小冊子旅のすごし方 BOOK』 

本館基本情報 

㈱HUGHUG 『HUGHUG』9 月号 

本館 LOVE 展、裸婦展、生家イベント等 

㈱メディアハウスクリエーション 『ホットペッパー』8/25 発行 

本館 LOVE 展 

（公財）岡山県郷土文化財団 『きび野』147 号（9/30） 

本館裸婦展 

クエストルーム㈱ JTB るるぶシリーズ『楽楽 広島 宮島 尾道 倉敷』 

本館基本情報 

クエストルーム㈱ 『JTB るるぶ 広島 宮島 尾道 倉敷』コラム 

竹久夢二について、生家紹介 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 

本館 LOVE 展 

（有）せのお写真植字社 『ﾀｳﾝ情報おかやま 瀬戸内市 SPOT、EVENT 

生家基本情報 

リビングおかやま、くらしき 『リビングおかやま』 

本館 LOVE 展 

はなうたデザイン 『せとうち美術館ネットワーク』 

本館分館下期予定 

㈱エディターズ 『まっぷるマガジン 岡山'18』 

分館基本情報 

クエストルーム㈱ 『るるぶ岡山'18』 

生家 基本情報 

リビングおかやま、くらしき 『リビングおかやま、くらしき』 

本館 裸婦展 

㈱エディターズ 『まっぷるマガジンおかやま'18』 

本館 基本情報 

㈱生活の友社 『美術界データブック 2018』 

本館 基本情報 

㈱ベネフィット 『えらべる倶楽部 NEWS！秋号』 

本館 基本情報 割引 

山陽新聞社 （グループ広告枠）山陽新聞 10/5 掲載 

本館 文化講座、カフェ 



クエストルーム㈱ JTB るるぶシリーズ『ココミル「倉敷・尾道・瀬戸内の島々」』

本館 基本情報 

㈱HUGHUG 『HUGHUG』11 月号 

本館 裸婦展、夜間開館、分館 重陽、ワークショップ等 

㈱Clay 『るるぶ岡山･倉敷・蒜山'18』 

本館 基本情報 

ﾀｳﾝ情報おかやま 『ﾀｳﾝ情報おかやま』10 月号 

商品（千總ふろしき）紹介 

ﾀｳﾝ情報おかやま 『ﾀｳﾝ情報おかやま』11 月号 

本館 カフェ 

リビングひろしま 『リビングひろしま』11/11 発行 おでかけ案内板 

本館 裸婦展 

山陽新聞社 山陽新聞広告枠 11/4 掲載 

生家 重陽、ふるさとカフェ 

㈱生活の友社 『美術界データブック 2018』 

分館 基本情報 

㈱HUGHUG 『HUGHUG』12 月号 

本館 裸婦展、コレクション展、他イベント 分館 ふるさとカ

フェ 

（公財）岡山県郷土文化財団 『きび野』第 148 号 1/1 発行 

本館 コレクション展 

㈱トライアングル 『黒猫マニアックス』 

黒の助紹介 本館 基本情報 

朝日新聞出版「AERA」編集部 『ニャエラ』 

黒の助紹介 

㈱HUGHUG 『HUGHUG』1 月号 

本館コレクション展、お正月イベント 分館 正月の催し 

㈱ＪＴＢ国内旅行企画 2018 年上期エースＪＴＢ『旅の過ごし方 BOOK』 

本館 基本情報 

㈱全旅 クーポン事業部 「全国観光・運輸総合カタログ』2018 年版 

本館、生家 基本情報 

ライフプランニング㈱ 『るるぶドライブ中国四国ベストコース'19』 

本館、生家 基本情報 

㈱ウララコミュニケーションズ 『ロードナビ 2018』 

本館 基本情報 

㈱HUGHUG 『HUGHUG』2 月号 

本館 コレクション展、文化講座 生家 桃の節句 

㈱山陽折込広告センター 『スマイル』2 月号 



本館 コレクション展 

山陽新聞社 （グループ広告枠）山陽新聞 

本館・分館 お正月イベント 

はなうたデザイン 『せとうち美術館ネットワーク』春夏号 

本館・分館上期情報 

リビングひろしま リビング新聞 おでかけ案内板 1/20 号 

本館 コレクション展 

㈱ワード 『るるぶ FREE 岡山・倉敷 2018 冬・春・夏号』 

本館 基本情報 

㈱廣済堂 『ミュージアムぐるっとパス関西』 

本館 年間企画展情報 

岡山市勤労者サポートプラザ ときめきプラザ『ガイドブック 2018』 

本館 基本情報 

㈱HUGHUG 『HUGHUG』3 月号 

本館 コレクション展、ノスタルジア展＆イベント 生家 桃

の節句＆イベント 

晴れの国おかやま観光キャンペ

ーン推進協議会 

『晴れの国おかやまレンタカークーポン』 

生家 基本情報、クーポン特典 

㈱ベネフィット 『えらべる倶楽部 NEWS！春号』 

生家 基本情報 

（公財）岡山県郷土文化財団 『きび野』第 149 号 

本館 ノスタルジア展 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 2/8 アート欄 

范曽美術館特別開館 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 2/8 

本館 コレクション展文化講座 

岡山県博物館協議会事務局 『おかやま博物館なび』 

本館、分館 基本情報 

リビングおかやま、くらしき リビングおかやま 2/17 号 

范曽美術館特別開館 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 2/22 号 

写真撮影に関する特集 本館外観とカフェメニューの写真

を例にとって紹介 

（公財）岡山県郷土文化財団 『岡山県郷土文化財団会員向け文化施設一覧表』 

本館、分館 基本情報 

岡山カルチャーゾーン事務局 カルチャーゾーン上期行事予定 

本館 上期企画展情報 



㈱HUGHUG 『HUGHUG』4 月号 

本館 ノスタルジア展、ギャラリートーク、分館 桃の節句、

端午の節句、他イベント 

両備ホールディングス たまルン

プロモーションセンター 

『たまルンカード ショップガイド』 

本館、分館 基本情報 

岡山リビング新聞 岡山リビング新聞 

分館 桃の節句 

㈱コーセイカン JR 西日本岡山支社『トレイントリップ』 

本館 基本情報 

㈱岡山県観光連盟 『教育旅行ガイドブック』 

本館 基本情報 

㈱HUGHUG 『HUGHUG』5 月号 

本館 ノスタルジア展、他イベント 分館 端午の節句、他イ

ベント 

エルフル㈱ 『エルフルカードガイドブック』 

本館、分館 基本情報 

(株)瀬戸内海経済レポート vision 岡山 2017.GW 特別号 

50 周年記念共通券について 

瀬戸内市産業建設部観光課 『ZOOM JAPON』No.69 2017 年 4 月号 瀬戸内市案内 

分館紹介 

 
 
② テレビ・ラジオ放送 
山陽放送㈱ ＲＳＫ「イブニング 5時」4/6 放送 黒の助展（黒の助）紹介

合同会社カラボック BS-TBS「発見！にっぽんの旅 瀬戸内の伝統に触れて」

8/2 放送予定 夢二生家外観撮影と夢二についての説明

ＮＨＫ岡山放送局 ＮＨＫ「お昼のニュース」「もぎたて岡山」6/27 インタビュー

岡山放送㈱ ＯＨＫ「LOVE 夢二」展紹介  

山陽放送株式会社 ＲＳＫ「LOVE 夢二」展紹介  

㈱岡山シティエフエム レディオモモ「ばあばのあなたとクラシックを」5/7 館長代

理ゲスト出演 

ＲＳＫラジオ ＲＳＫラジオカー「あもーれ！まったリーノ！」ラジ丸くん 

表町ライブ 生家取材 

岡山エフエム放送㈱ 「牛島俊明 ドリームファクトリー」8/4 企画展、生家、こど

も夢二新聞紹介など 館長代理出演 



ＮＨＫ 「西海岸の裸婦修復後初公開展」プレス発表 

岡山放送㈱ 「西海岸の裸婦修復後初公開展」プレス発表 

岡山エフエム放送㈱ 「西海岸の裸婦修復後初公開展」プレス発表 

西日本放送㈱ 「西海岸の裸婦修復後初公開展」プレス発表 

岡山放送㈱ ＯＨＫ「瀬戸内日和」10/2 または 9 

フランスＴＶ局（おかやま観光コンベ

ンション協会 駒木根様） 

フランスの番組「J-one」2017.12～2018.6 頃予定 本館、

生家の紹介 

ＫＳＢ瀬戸内海放送 ＫＳＢ「ヒルペコ」11/8 夢二と本館・分館の紹介 

テレビせとうち㈱ TSC news5（夕方ニュース）内の企画 大原先生の紹介

（《西海岸の裸婦》撮影） 

RSK ラジオ 1/31 放送 范曹美術館紹介 

ＮＨＫ制作局 「鶴瓶の家族に乾杯」3/12 瀬戸内市紹介 VTR に生家と

夢二紹介 

読売テレビ 黒の助バスプレス発表 

ＮＨＫ岡山放送局 ニュースで紹介 黒の助バス運行 

山陽放送㈱ コレクション展、リニューアルプレス発表 

岡山放送㈱ コレクション展、リニューアルプレス発表 

テレビせとうち㈱ コレクション展、リニューアルプレス発表 

ＮＨＫ岡山放送 コレクション展、リニューアルプレス発表 

oni ビジョン 1/4.5 コレクション展、リニューアルについて 

岡山放送㈱ ＯＨＫ「金バク！」11/3 瀬戸内市邑久町紹介 生家 

岡山観光連盟 レディオモモ 2/16 范曹美術館特別開館について 

ＮＨＫ岡山放送 テレビ、ラジオで「ノスタルジア展」紹介 



㈱B リサーチ 「かわいいアニマル大集合」黒の助 取材依頼のみ（取材

日未定） 

ＮＨＫ岡山 「ノスタルジア展」プレス発表 

RSK ラジオ ラジまる 

ノスタルジア展 

 
 
③  ホームページ・ビデオ等 
おかやま観光コンベンション協会 台湾のブロガー 

黒の助の紹介 

コーセイカン 「吉備の国くまなく旅日記」ブログ 

カルチャーゾーン紹介の中で本館紹介 

シームスブレインズ㈱ 「マイプレ」新店舗特集 

カフェ紹介 

（有）ピース JR 西日本「マイフェイバリット瀬戸内」 

宵の夢二ツアー 

JTB ビジネスサポート九州 「JTB ベネフィットえらべる倶楽部」 

本館、分館 基本情報 

写真工房アンセル 「Walker plus」4 月 

生家 端午の節句 

両備ホールディングス㈱ 幻想庭園ＨＰ 両備グループ協賛バナー広告 

（公社）岡山県観光連盟 「旅とく岡山」 

本館、分館 オリジナルハガキプレゼント 

㈱ＤＮＰアートコミュニケーションズ Web マガジン「artscape」 

ミュージアムﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

（公社）岡山県文化連盟 「岡山文化情報」 

本館 企画展、イベント情報 

協同組合インフォメーションテクノロ

ジー関西 

JR、Yahoo!JAPAN、じゃらん net 

生家 七夕 

びびなび 「タウンガイドプレミア」 

本館、生家 基本情報 

㈱東京地図研究社 「るるぶ．com」等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

分館 基本情報 

㈱ビザビ 岡山市移住定住 Facebook 記事（おかやま Facebook） 

本館情報、黒の助紹介 

㈱ロードランナー 「るるぶ．com」等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

本館 基本情報 



（有）ピース マイフェイバリット瀬戸内 6/16 公開 

本館 LOVE 展 

㈱ビザビ Web「日刊ﾀｳﾝ情報おかやま」 

本館 LOVE 展 

写真工房アンセル 「Walkerplus」7 月号 

本館 LOVE 展 

㈱ビザビ おかやま観光コンベンション協会「おかやま観光ネット、サ

イト＆Facebook」 

本館 LOVE 展 

㈱コーセイカン 岡山市の台湾・香港向け PR Web 

本館 基本情報＆Web サイトへのリンク 

ジョルダン㈱ ジョルダンパスポート 

本館 基本情報 

JTB ベネフィット えらべる倶楽部 NEWS!秋号（2018．9 月発行） 

㈱コーセイカン 「吉備之国くまなく旅日記」（ブログ記事） 

本館 基本情報 

協同組合インフォメーションテクノロ

ジー関西 

JR、Yahoo!JAPAN、じゃらん net、JR おでかけガイド 

生家 重陽の節句 

（有）ピース マイフェイバリット瀬戸内 

本館 裸婦展 

本州四国連絡高速道路㈱ せとうち美術館ネットワークＨＰ 

本館、生家、少年山荘 

㈱ビザビ おかやま観光コンベンション協会「おかやま観光ネット」サ

イト＆Facebook 

クエストルーム㈱ マイフェバ「芸術の秋特集」 

本館基本情報、裸婦展、art café 夢二 

㈱リロクラブ Docomo スゴ得 

本館、分館 基本情報 

ダイアモンド瀬戸内マリンホテル ダイアモンド瀬戸内ホテルＨＰ 

本館基本情報 

大東建託いい暮らしナビ事務局 「いい暮らしナビ」 

本館基本情報 

共同組合インフォメーションテクノロ

ジー関西 

JR、Yahoo!JAPAN、じゃらん net、JR おでかけガイド 

生家 正月 

（有）ピース マイフェイバリット瀬戸内 

コレクション展、カフェ、生家 正月 

共同組合インフォメーションテクノロ

ジー関西 

JR、Yahoo!JAPAN、じゃらん net、JR おでかけガイド 

范曽美術館特別開館 



共同組合インフォメーションテクノロ

ジー関西 

JR、Yahoo!JAPAN、じゃらん net、JR おでかけガイド 

生家 桃の節句 

シームスブレインズ㈱まいぷれ事業

部 

地域情報ポータルサイト「まいぷれ」 

art café 夢二 

リロクラブ リロクラブ情報更新オンラインシステム 

本館、分館基本情報 

ベネフィットステーション ベネフィットステーション 

本館、分館基本情報 

(株)ビザビ 日刊 web タウン情報おかやま 

范曽美術館特別開館 

(株)象形社 ヒトコト・モノコト 瀬戸内市職人記事 

生家基本情報 

共同組合インフォメーションテクノロ

ジー関西 

JR、Yahoo!JAPAN、じゃらん net、JR おでかけガイド 

本館 宵の夢二 

（有）ピース マイフェイバリット瀬戸内 

范曽美術館特別開館 

（公社）おかやま観光コンベンション

協会 

観光コンベンションセンター たびねっと 

本館 基本情報 

本州四国連絡高速道路㈱ せとうち美術館ネットワークＨＰ 

本館、分館 基本情報 

共同組合インフォメーションテクノロ

ジー関西 

JR、Yahoo!JAPAN、じゃらん net、JR おでかけガイド（継続

掲載） 

本館 分館 基本情報 

（公社）岡山券観光連盟 旅とく岡山（継続掲載） クーポンでオリハプレゼント 

本館、分館 基本情報 

おかやま観光コンベンション協会 じゃらん net クーポン企画内観光施設紹介 

本館 黑の助 

インターネットミュージアム事務局 インターネットミュージアム 

本館、分館基本情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 講演会と原稿執筆 
6月 11日 瀬戸内市公民館「夢二と京都」 
      講師 小嶋ひろみ（当館館長代理） 
6月 17日 吉備学会 パネルディスカッション 

「岡山の博物館・美術館の今と未来」   
      パネリスト 小嶋ひろみ（当館館長代理） 
7月発行  天神山文化プラザ「天神山だより」vol.70 
      リレーエッセイ「夢二式表装」 
      執筆者 小嶋ひろみ（当館館長代理）  
10月 19日 第 65回中国地区公立高等学校 事務職員協会研究大会 

「竹久夢二とふるさと岡山」   
      講師 小嶋ひろみ（当館館長代理） 
3月 9日  岡山北西ロータリークラブ例会外部卓話 
      講師 小嶋ひろみ（当館館長代理） 
3月 10日 華鴒大塚美術館友の会講演会 
      講師 小嶋ひろみ（当館館長代理） 
3月 29日 せとうちキラリ倶楽部主催講座「次世代につなぐ夢二の心 

―夢二郷土美術館 こども学芸員活動への想い」 
      講師 平松里美（当館学芸員） 

 
 5 夢二郷土美術館 文化講座 
第 50回 平成 29年 10月 28日 「幻の夢二の油彩画 修復調査から分かった新事実」 

      講師 大原秀之氏（絵画修復家、吉備国際大学教授、文化財総合研究センター長）、 
下山 進 氏（吉備国際大学名誉教授、デンマテリアル㈱色材科学研究所 取締役  
技術顧問） 

 第 51回 平成 30 年 2 月 21 日 「リニューアルオープン記念 高階秀爾氏講演会 
「夢二郷土美術館コレクションについて」」 

      講師 高階秀爾氏（大原美術館館長、竹久夢二学会会長） 
 
6 夢二郷土美術館 主催コンサート、ワークショップ等 
① 本館 
4月 28日～6月 4日 「スマホでも参加できる！夢二のふるさとフォトコンテスト」募集 
          （展示 7月 8日～8月 15日） 
4月 28日、5月 5日 「夜間貸切開館 宵の夢二 解説つきプレミアムツアー」 
5月 14日      「スマホでも参加できる！夢二ゆかりの地撮影教室」 
7月 23日～9月 16日 第 7回「こども夢二新聞」募集（展示 9月 30日～10月 16日） 
7月 29日      「新聞づくり教室」講師 山陽新聞読者局記者 
7月 30日      「夢二バスで行く取材バスツアー」 
 11月 18日         「夜間開館「一夜限りの夜の夢二」」 



平成 30年 2月 26日 「こども学芸員によるギャラリートーク」 
平成 30年 3月 21日 「磯田道史氏による特別ギャラリートーク」 
 
生家 
4月 22日      「夢二のふるさと こども祭り」 
9月 18日      「夢二生誕記念日ワークショップ 折り紙でお庭番のくろねこ・ 

黑の助のマスコットをつくろう」 
      「夢二生誕日記念ワークショップ 絹ちりめんでお庭番のくろねこ・ 

黑の助をつくろう」 
 11月 5日      「重陽の節句ワークショップ 夢二風オリジナルブックカバーをつくろう」 
平成 30年 1月 7日  「琴のお弾き初めとお茶席」 
平成 30年 3月 3日  「甘酒のふるまい」 

 
7 教育普及活動 
① 校外学習・生涯学習等を含む教育活動の一環としての受け入れ（岡山県内の学校） 

  ○夢二郷土美術館 本館 
校外学習 中学校 7校 142名 高校 1校 62.名 

 計 204名受入 
職場体験 中学校 2名受入 
福祉学習 中学校 11名受入 

 
②出前授業 

   瀬戸内市立邑久小学校 5年 総合的な学習の時間「こちら邑久小学校 竹久夢二研究室」 
講師 平松里美（学芸員） 

    6月 13日 講座「竹久夢二」  
    6月 30日 審査「ギャラリートーク大会」 
      

③第 7回「こども夢二新聞」募集 
128件の応募から 16名を選び表彰 
9月 30日～10月 16日にかけ本館と生家で新聞を展示 
 

④第 6期「こども学芸員」 
本年度 12名参加 
 
勉強会計 7回開催 
12月 21日からの「リニューアルオープン記念展 THE 夢二郷土美術館 
COLLECTION」にて子どもたちの作品解説と活動記録図録を発行、 
ミュージアムショップにて販売 
平成 30年 3月 4日 11:00～、14:00～ 子どもたちによるギャラリートーク 



 
⑤アンケート・問い合わせ等への回答 
岡山県立大学ほか 57 件 

 
 8 竹久夢二学会 

2018年 2月 21日 夢二郷土美術館にて第 3回総会開催 
    ①総 会：15:00－16:00 

②見学会：16:00－17:00 
リニューアルオープン記念展「THE 夢二郷土美術館 COLLECTION」   

③講演会：17:30－19:00 
      「夢二郷土美術館のコレクションについて」（兼夢二郷土美術館第 51回文化講座） 

  講師：高階秀爾（竹久夢二学会会長、大原美術館館長） 
 
 9 後援・協賛・協力等 
山陽新聞社 宵待こみち（夢二パネル設置） 

（公財）放送番組センター 94．5．2放送「小さな美の伝道・川辺の美術館 夢二郷土美術館」
の県立図書館での利用 

瀬戸内市中央公民館 「瀬戸内ほっこりコンサート 2017」への実行委員会への参加 

阿部出版 「版画芸術」展覧会予定コンサート 

本州四国連絡高速道路㈱ せとうち美術館ネットワーク＆四国のお城スタンプラリー案内パ

ンフレット設置 
広島県東部総務事務所 ポスター・チラシ（廊下日除けも兼ねて使用とのこと） 

名古屋市守随本店 自社カレンダーへの黒の助写真使用 
社内「離席カード」に黒の助写真を使用 

ＥＮＮＯＶＡ 11/23~26 旧内山下小学校にてグッズ販売。 

たまルンプロモーションセ

ンター 
リビングおかやま クーポン企画（クーポン持参で 1 割引＋オリ
ジナルハガキプレゼント） 

東京藝術大学音楽学部 
岡山県人会 

東京藝術大学岡山県出身者によるジョイントコンサートの後援名

義使用 
大阪大学小林先生（財団評

議委員） 
「智の木協会 2018年カレンダー」協賛企業両備グループ説明に黒
の助、美術館外観写真使用 

岡山商科大学 インバウンド対策に関する研究のための館内サイン撮影の協力 

岡山県立博物館 岡山県博物館協議会会報「岡山の博物館」わが館のイチオシ 執

筆 



曹源寺美術展実行委員会 実行委員会への参加 

染織近藤 商工会議所広報誌のデザインへの夢二画像の使用 

 
10 夢二郷土美術館友の会の活動 

    友の会「ゆめびぃ通信」の発行 2回 
 


