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2021 年度事業報告 

自 2021 年 4 月 1 日 

至 2022 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 

 

 

 

2 范曽美術館（3 日間公開） 

一般公開 2 月 18 日（金）～20 日（日） 191 名 

 

 

 

 本 館 別 館 月 計 

 入館者

数 

前年比

（％） 

前々年比

（％） 

入館者

数 

前年比

（％） 

前々年比

（％） 

入館者

数 

前年比

（％） 

前々年比

（％） 

4月 622 490 31 337 602 31 359 196 31 

5月 396 396 13 213 533 15 609 435 14 

6月 124 36 8 42 19 6 166 30 7 

7月 523 85 37 279 85 38 802 85 37 

8月 467 76 24 272 73 41 739 72 28 

9月 404 54 21 158 42 23 562 50 22 

10月 911 91 41 566 125 73 1,477 102 49 

11月 1,452 133 54 549 125 53 2,001 138 54 

12月 1,009 202 107 370 176 90 1,379 181 102 

1月 662 154 65 246 117 43 908 142 57 

2月 346 75 32 174 59 33 520 69 32 

3月 1,105 112 177 312 77 88 1,417 102 145 

合 計 8,021 114 39 3,518 102 39 11,539 110 39 

※前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大のため来客減少が継続。 
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Ⅱ 作品の収集 

 1 竹久夢二関連の作品・資料 

① 購入 千代紙 3 点、雑誌 11 点、楽譜１点 

② 寄贈 著作本 8 点、装幀本 4 点、木版画 9 点、楽譜 7 点 

 

 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 

    該当なし 

② 両備文化振興財団 

該当なし 

 

２ 企画展・特別展等の開催 

① 夢二郷土美術館 本館 

2021 年 3 月 9 日（火）～6 月 6 日（日） 

「大正ロマンと竹久夢二」（出品点数 145 点） 

2021 年 6 月 8 日（火）～9 月 5 日（日） 

「ユメジスタイル」（出品点数 150 点） 

2021 年 9 月 7 日（火）～12 月 5 日（日） 

「いろ◆色◆夢二」（出品点数 149 点） 

2021 年 12 月 7 日（火）～2022 年 3 月 6 日（日） 

「松田基コレクションⅩ：夢二名品展  

特別公開 生誕 100 年藤田喬平のガラス」（出品点数 114 点） 

② 夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘（夢二郷土美術館別館） 

2021 年 3 月 2 日（火）～6 月 13 日（日）  「夢二生家の春」 

 催し：3 月 2 日（火）～4 月 4 日（日） 「桃の節句」 

 催し：4 月 6 日（火）～5 月 5 日（水・祝） 「端午の節句」 

2021 年 6 月 15 日（火）～9 月 12 日（日） 「夢二生家の夏」 

 催し：7 月 2 日（金）～8 月 7 日（土） 「七夕の催し」 

2021 年 9 月 14 日（火）～12 月 12 日（日） 「夢二生家の秋」 

 特別展示：9 月 14 日（火）～12 月 12 日（日）「加藤 萌 漆芸展－夢二を見ていた

猫たち－」  
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 催し：10 月下旬～11 月中旬  「重陽の節句」 

2021 年 12 月 14 日（火）～2022 年 2 月 27 日（日） 「夢二生家の冬」 

催し：2022 年 1 月 2 日（日）～1 月 10 日（月・祝） 「正月の催し」 

   2022 年 3 月 1 日（火）～7 月 3 日（日） 「夢二生家の春」 

    催し：3 月 1 日（火）～4 月 3 日（日） 「桃の節句」 
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3 広報活動 

①掲載雑誌等 

依頼元 掲載メディア 

内容 

美術年鑑社 「美術年鑑 2022 年版」 

本館 前年入館者数等 

美術年鑑社 「美術年鑑 2022 年版」 

別館 前年入館者数等 

(株)ビジョン企画出版社 2022 年版『美術大鑑』 

本館 基本情報 

(株)ビジョン企画出版社 2022 年版『美術大鑑』 

別館 基本情報 

岡山市広報広聴課 「岡山市くらしの便利帳」 

本館 基本情報 

山陽学園大学教務課 「教育免許状更新講習」チラシ 

本館館名、外観写真掲載 

ライフプランニング(株) 『るるぶドライブ中国四国ベストコース２２』 

本館 基本情報 

ライフプランニング(株) 『るるぶドライブ中国四国ベストコース２２』 

別館 基本情報 

グループ広告枠 山陽新聞広告 4/ 

本館 大正ロマン展 

瀬戸内市文化観光課 「瀬戸内市観光パンフレット」増刷 

別館写真、基本情報 

瀬戸内市文化観光課 「瀬戸内市歴史文化財紹介パンフレット」 

別館二施設写真 

岡山市 ESD・市民協働推

進センター 

「ももちゃりマップ」 

本館基本情報 

リビングひろしま新聞社 「リビングひろしま 6/25 号」 

本館 ユメジスタイル 

(株)エディターズ 『まっぷるマガジン岡山 22』 

本館 基本情報 

（公社）岡山県観光連盟 「岡山観光素材集」 

本館 マツオヒロミ展、夢二タクシー 

岡山博物館協議会事務

局 

「山陽新聞 特集面」 

本館 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

『きび野』163 号 9/30 発行 

本館 いろ♦色♦夢二展・名品展、別館 生家の秋・冬 
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岡山市こころの健康セン

ター 

『精神障碍者保健福祉手帳によって利用できる制度』確認 

本館 基本情報 

瀬戸内市民芸術祭実行

委員会 

第 1 回瀬戸内市民芸術祭パンフレット 

メッセージ、別館外観 

（株）ビザビ 「タウン情報岡山」 

別館 基本情報 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

『きび野』164 号（1/1 発行） 

本館 名品展、別館 生家の冬展 

山陽新聞社読者局 

さん太クラブ事務局 

山陽新聞朝刊さん太クラブ広告欄（11/16） 

会員プレゼント グッズ写真 

一般社団法人日本自動

車連盟 

JAF 会員向け企画内容確認 

本館・別館 基本情報 

両備グループ事務局 両備グループ企業一覧 

両備 HD ガイダンス 

㈱生活の友社 「美術の窓」小誌第 1 号（12/20） 

グッズ写真（カレンダープレゼント） 

（株）阿部出版 『季刊 版画芸術』 

展覧会アンケート 

㈱全旅 「全国旅館・ホテル総合カタログ」「全国観光・運輸総合カタログ」 

別館 基本情報 

㈱全旅 「全国旅館・ホテル総合カタログ」「全国観光・運輸総合カタログ」 

本館 基本情報 

（株）メディアハウスクリエ

ーション 

「ホットペッパー」 

本館 名品展 

（株）K＆B パブリッシャー

ズ 

『るるぶせとうちしまなみ海道 島旅』 

本館 基本情報 

（株）オークシード 『月刊プラザ岡山』 

本館 名品展 

（株）ビザビ 「タウン情報岡山」行政イベント『瀬戸内市』 

別館 基本情報 

山陽新聞 山陽新聞 広報部 

本館・別館 基本情報、企画展 

瀬戸内市 「瀬戸内市は大きな博物館」（文化財紹介パンフ） 

別館 基本情報 

山陽新聞 山陽新聞「インターハイ・総文祭」別刷特集 

本館 ユメジスタイル展 

両備グループ 

クリエイティブサポート部 

『WONDERFUL SETOUCHI 2022.4 月号』 

本館・別館・夢二タクシー基本情報 
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(株)生活の友社 『美術の窓』2021 年 12 月号 

本館 2022 年企画展 他 

(株)生活の友社 『美術界データブック 2022』 

本館 基本情報 

(株)生活の友社 「美術界データブック 2022」 

別館 基本情報 

(株)生活の友社 『美術の窓』2022 年 1 月号 

カレンダープレゼント 

（公財）日本中小企業福

祉事業財団 

会員誌「まいんど」2 月号オンライン美術館特集 

本館ギャラリートーク写真 

（株）はなうたデザイン 『せとうち美術館ネットワーク』2022 年号 

本館・別館基本情報、2022 年年間スケジュール 

本州四国連絡高速道路

（株） 

「瀬戸マーレ」春号 2022.4 月発行 

本館・別館 基本情報 

岡山交通（株） 夢二タクシープランパンフレット 

本館・別館 基本情報 

NHK 文化センター広島

教室 

NHK 文化センター日帰りバスツアー・絵画鑑賞 

本館・別館 2022 年年間スケジュール 

岡山電気軌道（株） 岡電バスツアーチラシ 

本館 名品展 

岡山カルチャーゾーン事

務局 

カルチャーゾーン上期周遊マップ 

本館スケジュール 他 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

『きび野』165 号 3/31 発行 

本館 水戸岡展、別館 生家春 

（社）大学女性協会 大学女性協会総会懇親会研修旅行チラシ 

本館・別館 外観写真 

（株）武揚堂 「瀬戸大橋観光マップ」 

本館 基本情報 

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 2022」 

本館 基本情報 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

岡山県郷土文化財団会員に対する入館料割引のある県内文化施設一覧 

本館 基本情報 

山陽新聞 山陽新聞 2/19 付西大寺会陽特集 

范曽美術館 基本情報 

（株）編集工房 XYZ 「Clasism 2022 春号」 

別館基本情報（取材あり） 

山陽新聞 「山陽新聞」第 11 回おかやま新聞コンクール別刷特集 

范曽美術館 基本情報 
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（公社）岡山県観光連盟 「岡山県教育旅行ガイド」 

本館 基本情報 

editor,writer 吉田奈央様 「MOE」4/1 発売 5 月号 

いちょう風呂敷、本館 基本情報 

山陽新聞読者局 「山陽新聞」さん太クラブプレゼント 3/31 

紅茶缶 

山陽新聞読者局 「山陽新聞」さん太クラブ協賛店特集 3/29 

本館 基本情報 

（株）エディターズ 「別冊 旅の手帖岡山」 

本館、別館、范曽美術館 岡山 DC 

毎日新聞社 毎日新聞 

本館 大正ロマンと竹久夢二展 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 大正ロマンと竹久夢二展 

山陽新聞社 山陽新聞 広告枠 

本館 大正ロマンと竹久夢二展 

山陽新聞社 山陽新聞 

「第 10期こども学芸員任命式」 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 ユメジスタイル展 

山陽新聞社 山陽新聞東備版 

別館 夢二生家の夏 

朝日新聞社 朝日新聞 

本館 ユメジスタイル展 

日本経済新聞社 日経新聞「My Way」 

館長代理 

読売新聞社 読売新聞 ギャラリー欄 

本館 ユメジスタイル展 

共同通信社 共同通信 

本館 ユメジスタイル展 

山陽新聞社 山陽新聞さん太タイムス 

こども夢二新聞 

山陽新聞社 山陽新聞 

瀬戸内市市民図書館 デザインの魅力講演会 

山陽新聞社 山陽新聞さん太タイムス 

こども夢二新聞 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 招き猫絵付け体験 
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山陽新聞社 山陽新聞 oniニュースプラス 

本館 ユメジスタイル展 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 いろ色夢二展 

山陽新聞社 山陽新聞 oniニュースプラス 

本館 いろ色夢二展 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 文化講座「夢二の色彩」 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 いろ色夢二展 

読売新聞社 読売新聞 

本館 いろ色夢二展 

朝日新聞社 朝日新聞 

夢二タクシー 

朝日新聞社 朝日新聞 

本館 いろ色夢二展、井出先生 

日本経済新聞社 日経新聞 

夢二タクシー 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 いろ色夢二ギャラリートーク案内 

山陽新聞社 山陽新聞 

別館 夢二生家の秋 加藤萌展 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 こども夢二新聞表彰式 

山陽新聞社 山陽新聞 岡山博物館協議会広告枠 

本館 基本情報、いろ色夢二展 

日本経済新聞社 日経新聞 

ミュージアムグッズ（高梁紅茶） 

山陽新聞社 山陽新聞 

ミュージアムグッズ（高梁紅茶） 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 宵の夢二募集 

山陽新聞社 山陽新聞東備版 

別館 瀬戸内市紹介パンフレットの紹介 

日本経済新聞社 日経新聞 

本館別館 せとうちアートツアー 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 黑の助着任もうすぐ５年 
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山陽新聞社 山陽新聞 

本館 こども学芸員活動について 

山陽新聞社 山陽新聞 

カレンダーについて 

朝日新聞社 朝日新聞 

本館 夢二の猫（晩春）、黑の助 

朝日新聞社 朝日新聞 

本館 黑の助昇格＆黑の助バスクリスマスお披露目 

読売新聞社 読売新聞 

本館 黑の助昇格＆黑の助バスクリスマスお披露目 

山陽新聞社 山陽新聞 

別館 正月 

山陽新聞社 山陽新聞さん太タイムズ 

本館 松田基展 

朝日新聞社 朝日新聞 

本館 松田基展、こども学芸員について 

山陽新聞社 山陽新聞 

夢二デザイン切手 

日本経済新聞社 日経新聞 

夢二デザイン切手 

山陽新聞社 山陽新聞 

范曽開館 

山陽新聞社 山陽新聞 

高島屋猫の日グッズ販売 

日本経済新聞社 日経新聞 

高島屋猫の日グッズ販売 

読売新聞社 読売新聞 

夢二タクシー 

朝日新聞社 朝日新聞 

夢二タクシー 

朝日新聞社 朝日新聞 

本館 磯田先生からの黑の助辞令授与 

読売新聞社 読売新聞 

本館 磯田先生からの黑の助辞令授与 

瀬戸内海経済レポート 瀬戸内海経済レポート 

本館 磯田先生からの黑の助辞令授与 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 磯田先生からの黑の助辞令授与 
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（株）KG 情報 「ねこと暮らすびと」（7/18 発行） 

本館 黑の助 

瀬戸内海経済レポート 瀬戸内海経済レポート「VISION」 

本館 いろ色展 

ライター・土井ゆう子様 「JCB THE PREMIUN」 

本館 いろ色展、カフェ、黑の助 

瀬戸内海経済レポート 瀬戸内海経済レポート媒体不明 

別館 夢二生家の秋 

（株）ビザビ 「タウン情報おかやま」11 月号 

別館 椿茶房、トートバッグワークショップ 

アイリ― 「タウン情報おかやま」 

本館、別館 着物姿で撮影（場所提供） 

②テレビ・ラジオ放送 

依頼元 掲載メディア 

内容 

Oniビジョン Oniニュースプラス（5/24～27予定） 

本館 大正ロマン展 

NHK ハートネット TV「あがるアート」（9/6予定） 

本館 ありがとうファーム展示見学 

OHK岡山放送 OHK昼前ニュース（8/17） 

本館 ユメジスタイル展 

RSKラジオ RSKラジオカー「朝耳らじお」（6/24） 

本館 ユメジスタイル展 

レディオモモ RadioMOMO「ふるさと発見！お出かけ情報」（6/23） 

本館 ユメジスタイル展 

レディオモモ RadioMOMO「輝くおかやま夢ガール」（6/23） 

本館 ユメジスタイル展、別館 夢二生家の夏 他イベント 

Oniビジョン Oniニュースプラス（8/26～29） 

本館 ユメジスタイル展 

OHK岡山放送 OHKライブニュース イット（9/7） 

本館 いろ色夢二展 

Oniビジョン Oniニュースプラス（9/13～9/19） 

本館 いろ色夢二展 

RSKテレビ RSKニュース（9/16） 

夢二タクシー 

OHK岡山放送 OHKニュース（9/16） 

夢二タクシー 
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KSB瀬戸内海放送 KSBニュース（9/16） 

夢二タクシー 

エフエムふくやま エフエムふくやま「comスタイル」（9/30） 

本館 いろ色夢二展 

NHK岡山放送局 NHK岡山「もぎたて！」「ひるまえ直送便」（10/1～12/5） 

本館 いろ色夢二展 

RSKラジオ RSKラジオカー「朝耳らじお」（10/14） 

本館 いろ色夢二展 

レディオモモ レディオモモ（10/20） 

本館 いろ色夢二展、別館 夢二生家の秋 

RSKテレビ RSKイブニングニュース、昼ニュース（12/9） 

本館 松田基展 

OHK岡山放送 OHKニュース（12/21） 

本館 黑の助昇格＆クリスマス黑の助バス 

NHK岡山放送局 NHKニュース（12/21） 

本館 黑の助昇格＆クリスマス黑の助バス  

KSB瀬戸内海放送 KSB「News Park KSB」（9/16） 

本館 松田基展 

レディオモモ レディオモモ（12/24） 

本館 松田基展 

岡山県観光課 鹿児島県南日本放送（MBCラジオ）（1/19） 

本館 松田基展 

RSKラジオ RSKラジオ「朝耳ラジオ GOGO」（1/14） 

別館 夢二生家の冬 

NHK岡山放送局 NHK岡山「もぎたて！」、番組ツイッター 

本館 松田基展 

KSB瀬戸内海放送 KSBニュース（2/16） 

范曽美術館開館 

KSB瀬戸内海放送 KSBニュース（3/21） 

夢二タクシー 

RSK西日本放送 RSKニュース（3/21） 

夢二タクシー 

NHK岡山放送局 NHKニュース（3/21） 

夢二タクシー 

OHK岡山放送 OHKニュース（3/21） 

夢二タクシー 

RSK山陽放送 RSKニュース（3/21） 

夢二タクシー 
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RSK山陽放送 RSKイブニングニュース（3/28） 

本館 黑の助磯田先生からの辞令授与 

OHK岡山放送 OHKニュース（3/28） 

本館 黑の助磯田先生からの辞令授与 

KSB瀬戸内海放送 KSBニュース（3/28） 

本館 黑の助磯田先生からの辞令授与 

③ホームページ・動画等 

依頼元 掲載メディア 

内容 

大東建託パートナーズ株

式会社 

『DK SELECT 進化する暮らし』 

本館 基本情報 

（株）大空出版 『おでかけカレンダー』観光情報サイト 

本館・生家 基本情報 

ウェブ版「美術手帖」編集

部 

ウェブ版「美術手帖」 

本館 大正ロマン展 

（株）ビザビ コミュニケー

ション局 

『岡山観光ネット』GW 特集グルメコーナー 

本館 art café 夢二 

子どもとお出かけ情報

「いこーよ」 

『いこーよ』2021 年 GW イベント 

本館 大正ロマン展 

Johnnie 通信 ブログ『Johnnie 通信 地域ネタ＆食ルポ』 

本館 企画展、黑の助、グッズ 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

「JR おでかけネット」、「Yahoo!JAPAN」など 

本館・別館・カフェ 基本情報 

岡山県環境文化部文化

振興課 

『アートプロジェクトおかやま』 

本館・別館 基本情報 

（株）JTB 『2021 年上期旅の過ごし方ページ』 

本館 基本情報 

ウェブ版「美術手帖」編集

部 

ウェブ版「美術手帖」 

本館 ユメジスタイル展 

（株）トゥーエイト 『観光音声ガイド ツーリストガイド』 

本館 基本情報 

（株）ヴェロ（VUELO） 「walker＋（ウォーカープラス）」 

本館 ユメジスタイル展、別館 夢二生家の夏 

（株）JTB 『旅の過ごし方』山陽山陰満喫クーポン 

本館・カフェ 基本情報、クーポン特典 

るるぶ観光データセンタ

ー 

『るるぶ＆more.』 

別館・椿茶房 基本情報 
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ウェブ版「美術手帖」編集

部 

ウェブ版「美術手帖」 

本館 ユメジスタイル展 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

じゃらん net、Yahoo!JAPAN 

本館 ユメジスタイル展 

（株）公募ガイド社 「公募ガイド ONLINE」月刊誌『公募ガイド』 

第 11 回「こども夢二新聞」募集案内 

マイフェバ編集部 「マイフェバせとうち」WEB サイト 

本館 ユメジスタイル展、別館 夢二生家の夏 

（株）JTB 2021 年度下期「旅の過ごし方ページ」 

本館 基本情報 

岡山県博物館協議会事

務局 

岡山県観光連盟 博物館めぐりスタンプラリーサイト 

本館 基本情報 

インターネットミュージア

ム事務局 

サイト「インターネットミュージアム」キャラクターアワード 

黑の助（水戸岡先生キャラ）で応募 

インターネットミュージア

ム事務局 

サイト「インターネットミュージアム」キャラクターアワード 

黑の助 キャラクター紹介ページ作成 

マイフェバ編集部 「マイフェバせとうち」WEB サイト 

本館 ユメジスタイル展、別館 夢二生家の夏 

（株）ナビタイムジャパン ナビゲーションアプリへの掲載 

本館 基本情報 

（株）ナビタイムジャパン ナビゲーションアプリへの掲載 

別館 基本情報 

（株）ヴエロ（VUELO） 「ウォーカープラス」 

本館 ユメジスタイル展 

（株）ヴエロ（VUELO） 「ウォーカープラス」 

別館 基本情報 

おかやま観光コンベンシ

ョン協会 

協会 HP、SNS 掲載 

本館 ユメジスタイル展、別館 夢二生家の夏 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

「じゃらん net」、「全日空」 など 

別館 夢二生家の秋、加藤萌 漆芸展 

（株）FAITH アートアジェンダ 

本館 いろ♦色♦夢二展、別館 夢二生家の秋展 

ウェブ版「美術手帖」編集

部 

ウェブ版「美術手帖」 

本館 いろ♦色♦夢二展 

（株）オークシード ポータルサイト「ぐるっと関西」 

本館 いろ♦色♦夢二展 

（株）大空出版 「JAPAN View おでかけカレンダー」 

本館 基本情報 
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（株）大空出版 「JAPAN View おでかけカレンダー」 

別館 基本情報 

（株）JTB 「旅の過ごし方」山陽山陰満喫クーポン 

本館・カフェ 基本情報 クーポン特典 

マイフェバ編集部 「マイフェバせとうち」WEB サイト 

本館 いろ♦色♦夢二展 

（株）ビザビ 「プラチナマップ」ビンゴラリー 

スポット設定 

マイフェバ編集部 「マイフェバせとうち」WEB サイト 

本館 いろ♦色♦夢二展 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

「じゃらん net」、「全日空」 など 

別館 夢二生家の冬展 

両備経営サポートカンパ

ニー 創夢本部 

「PR TIMES」 

夢二高梁紅茶、本館・別館・カフェ 基本情報 

おかやま観光コンベンシ

ョン協会 

協会 SNS 掲載 

art café 夢二 

（株）ヴェロ（VUELO） 「ウォーカープラス」 

本館 いろ♦色♦夢二展 

（株）JTB 「旅の過ごし方」WEB サイト（電子クーポン） 

セールスポイント 

（株）ローカルラボ フリーペーパー「ぱど」 

くじ引き賞品として紅茶缶を提供 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

「じゃらん net」、「全日空」 など 

范曽美術館 

（株）JTB 「旅の過ごし方」山陽山陰満喫クーポン 

本館・別館 館名 

（株）ヴェロ（VUELO） 「ウォーカープラス」 

本館 名品展 

JAF 岡山支部 アプリクーポン企画 

本館・別館 基本情報 

（株）オークシード ポータルサイト「ぐるっと関西」 

本館 名品展、別館 夢二生家の冬展 

（株）JTB WEB 販売部 チケットデジタル化プラットフォームサービス 

本館・別館 基本情報 

岡山県生涯学習センター ぱるネット岡山 

本館 基本情報 

（株）FAITH アートアジェンダ 

本館 名品展、別館 夢二生家の冬展 
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（株）ヴェロ（VUELO） 「Walker＋（ウォーカープラス）」 

本館 名品展 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 各社、「じゃらん net」、全日空アプリ「A-NAVi」 など 

別館 夢二生家 ふるさとの春展 

（株）JTB 2022 上期「旅の過ごし方 WEB サイト」 

本館・別館 基本情報 

中国電力「ぐっとずっと。

地域応援プロジェクト」 

「ぐっとずっと。地域応援プロジェクト」 

別館 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」春のレジャー特集限定特典 

本館・別館 10％引、オリハプレゼント 

京阪カード、e-kenet マー

ケット 

京阪カードツアーチラシ 

別館外観写真 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 各社、「じゃらん net」、全日空アプリ「A-NAVi」 など 

本館 宵の夢二 

（株）リロクラブ ドコモスゴ得 

本館・別館 基本情報 

（株）レックス 「ウォーカープラス」 

本館・別館 基本情報 

（株）JTB JTRweb（Tripodeck）（チケット購入システム） 

本館・別館 基本情報 

東横 INN 東横 INN 岡山駅東口優待施設紹介 

本館・別館 基本情報 

（株）吉備人出版 ウェブサイト「LIFE おかやま」活動紹介 

本館 基本情報 

（株）瀬戸内海経済レポ

ート 

「VISION OKAYAMA」 

本館 ユメジスタイル展 

（株）アイリ― アイリーHP ふるさと納税返礼品着付け体験紹介 

本館 別館 

共同通信社 共同通信社 web サイトなど 

本館 ユメジスタイル展 

（株）フルタイム（せとうち

ファンクラブ運営事務局） 

せとうちファンクラブ用動画、情報誌 

別館 カフェ紹介 

おかやま観光コンベンシ

ョン協会 

おかやま観光コンベンション協会運営サイトの SNS 

本館紹介 

（株）MATCHA ウエブサイト「MATCHA」 

本館 基本情報、カフェ、ショップ 

瀬戸内市観光協会 瀬戸内市観光協会 HP 秋の特集ページ 

別館 
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周地社 ナビタイムトラベル ウエブサイト 

本館 基本情報 

瀬戸内市秘書広報課 「Visit Setouchi」など SNS 

別館 椿茶房 

瀬戸内市秘書広報課 瀬戸内市の WEB、SNS「瀬戸内グルメ」と題して外国向け案内 

生家、椿茶房 

計 新聞 60 件、雑誌・パンフレット等 58 件 

テレビ 24 件、ラジオ 9 件 

ホームページ・動画 74 件          合計 225 件 

 

４ 講演会と原稿執筆 

 2021年 6月 19日 瀬戸内市民図書館 講演会 

「夢二とデザイン―生活を豊かにするデザイン―」 

講師：井土真菜（当館学芸員） 

 2021年 11月 12日 岡山市立東公民館 福寿大学講座「郷土の詩人画家竹久夢二の作品と生涯」 

―ふるさと岡山が与えた創作への影響と現代につなぐ夢二郷土美術館の活動― 

       講師：平松里美（当館学芸員） 

 2021年 10月 31日 招き猫美術館 ワークショップ「ゆめじねこハンコをつくって 

オリジナルトートバッグをつくろう」 

       講師：平松里美（当館学芸員） 

 2022年 1月 16日 瀬戸井内市中央公民館 せとうちキラリ☆市民文化講座 

「ふるさとを描いた夢二―夢二のこども絵と詩から邑久の幼少期をたどる― 

 講師：平松里美（当館学芸員） 

  

５ 夢二郷土美術館 文化講座 

  9月 18日 第 56回文化講座「夢二生誕日記念講座「夢二の色彩」」（後日オンラインで動画配信） 

   講師：井手康人氏 

    

６ 夢二郷土美術館 主催コンサート、ワークショップ等 

① 夢二郷土美術館 本館 

 4月 24日 「夢二デザインで手づくりする御朱印帳」（感染症拡大のため中止） 

  5月 2日 「夜の特別鑑賞会「宵の夢二 解説つきプレミアムツアー」」 

  8月 28日 「ワークショップ「招き猫絵付け体験」」（感染症拡大のため中止） 

  7月 17～9月 16日 「第 11回「こども夢二新聞」募集」（展示 10月 9日～10月 24日） 

  7月 31日 「こども夢二新聞・新聞づくり教室」 

  7月 31日 「こども夢二新聞・こども記者バスツアー」 

  9月 16日 「夢二生誕日記念「オリジナル絵ハガキプレゼント」」 

  10月 9日～10月 24日 「第 10回「こども夢二新聞」作品展示」 
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  11月 20日 「夜の特別鑑賞会「宵の夢二 解説つきプレミアムツアー」」 

  12月 19日 「創設記念日 オリジナル絵はがきプレゼント」 

  12月 21日 「黑の助お庭番頭へ昇格＆クリスマス黑の助バス特別公開」 

  12月 24日 「黑の助 お庭番ねこ就任 5周年記念！黑の助名刺プレゼント」 

  2022年 2月 13日 「こども学芸員によるギャラリートーク」（感染症対策のためオンラインで 

動画配信） 

  4月 16日、5月 16日、6月 16日、7月 16日、8月 17日、10月 16日、11 月 16日、12月 16日  

「毎月 16日はオリジナル夢二絵はがきプレゼント」（12月 16日で終了） 

  その他、企画展ギャラリートークなどオンライン（YouTube）で動画配信も行った。 

  

② 夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘 

3月 13日 「瀬戸内市中央公民館連携：日本画講座 

「井手康人先生と金箔を使って夢二の椿を描こう!」」 

3月 12日 「リニューアル 2周年記念「オリジナル絵はがきプレゼント」」 

8月 3日～8月 15日 「「夢二の和傘アートライト」作品展示」 

 9月 16日 「夢二生誕日記念「オリジナル絵ハガキプレゼント」」 

 10月 23日 「加藤萌ギャラリートーク」（後日オンラインで動画配信） 

 10月 9日～10月 24日 「第 10回「こども夢二新聞」作品展示」 

 11月 3日 「夢二生誕日記念「IPU・環太平洋大学ダンス部公演“おもいびと―夢二、その抒情―”」」 

 11月 7日 「加藤萌ワークショップ「漆でブローチを作ろう」」 

12月 19日 「創設記念日 オリジナル絵はがきプレゼント」 

  4月 16日、5月 16日、6月 16日、7月 16日、8月 17日、10月 16日、11 月 16日、12月 16日  

「毎月 16日はオリジナル夢二絵はがきプレゼント」（12月 16日で終了） 

 

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 小学校 2校 12名 中学校 4校 88名 高校 3校 94名 大学 3校 17名  

一般（教職員免許更新講習）33名 

   職場体験 該当なし（感染症拡大につきお断りした） 

  夢二生家記念館・少年山荘 

   校外学習 小学校 1校 140名 中学校 1校 5名 

 

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「こちら竹久夢二研究所」 

   ※通常の授業形式では開催なし（感染症拡大のため）→10月 29日生家を見学、学芸員解説 
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③ 第 11回「こども夢二新聞」募集 

  140件の応募から 16名に表彰 

  10月 9日～10月 24日にかけ本館と生家で計 140点の新聞を展示 

 

④ 第 10期「こども学芸員」 

  本年度 11名参加 

  勉強会 計 5回開催 

  2022年 2月 13日 11：00～ こどもたちによるギャラリートーク ※感染症対策のため動画配信 

 

⑤ アンケート・問い合わせ等への回答 

日中経済文化交流センター様など 19件 

         

8 後援・協賛・協力等 

協力 

KIMONO倶楽部 
KIMONO 倶楽部 144例会 

2 割引きでご入館、作品解説 

山陽学園大学 
教員免許状更新講習 

作品解説 

山陽新聞社 
2021 春の烏城桃源郷、宵待こみち 

夢二作品デザインパネルを蓬莱橋に設置協力 

山陽新聞社 
夏の幻想庭園、宵待こみち 

夢二作品デザインパネルを蓬莱橋に設置協力 

敷島堂 
「夢二式美人を描こう！」コンテスト 

障害者支援のため、夢二作品を展示室で鑑賞、スケッチ 

本州四国連絡高速道

路株式会社 

瀬戸大橋 2億台達成記念 

本館、生家招待券 20枚提供 

岡山博物館協議会 
博物館めぐりスタンプラリー 

スタンプ押印、オリハプレゼント 

竹久夢二美術館 竹久夢二美術館の企画展示で生家外観+夢二の部屋写真の使用  

瀬戸内市秘書広報課 
「瀬戸内ファンクラブ」会員名刺に生家・少年山荘の写真掲載 

写真を提供 

山陽新聞社 
「山陽こどもネットワーク」取材ツアー 2022.4.2 予定 

本館で取材体験 

鈴木正昭様 
少年山荘跡地の管理者で石碑設置等を検討している 

少年山荘の資料などを提供 

瀬戸内市社会福祉協

議会 

ふれあいサロン活動への協力 

見学時に解説 
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明石市立天文科学館 
2022 年全国カレンダー展への資料提供 

壁掛けカレンダー1本提供 

瀬戸内国際芸術祭実

行員会 

瀬戸内国際芸術祭 2022割引協力施設の募集 

チケット提示でエハガキプレゼント+カフェご利用 50円引き 

JAF（岡山市産業観光

局） 

岡山市イベントチラシ設置 

倉敷芸術科学大学学

生 

生涯学習概論で本館施設に関する質問 

学芸員が対応 

オリエント美術館 

四角様 

カルチャーゾーン鑑賞ノート制作 

イラストで夢二作品の使用 

鏡野町立図書館 こども図録①寄贈のご要望 

アイリ― 瀬戸内市ふるさと納税の返礼品などで美術館をからめた企画の実施 

 

9 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 1回） 


