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平成23年度 八戸市美術館運営協議会 会議録 

 

 

・日 時   平成24年２月17日(金) 

・場 所   八戸市美術館 ２階 講義室  

・出席委員  坂本委員、寺地委員、西川委員、蛭子委員、戸来委員、三浦委員、 

      米内委員 

・事務局   市長、古舘次長、佐藤館長、山田副館長、大嶋主幹、伊藤主査 

 

 

●事務局 

本日はお忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。 

ただいまから、平成 23年度八戸市美術館運営協議会を開会いたします。会議に先立

ちまして、市長から委嘱状を交付いたします。恐れ入りますが、お名前を呼ばれた方は

その場でご起立願います。それでは市長、お願いいたします。 

 

（委員へ委嘱状交付） 

 

●事務局 

次に、市長からご挨拶を申し上げます。 

 

●市長 

一言ご挨拶を申し上げます。本日は大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとう

ございます。このたび、八戸市美術館運営協議会委員への就任を快くお引き受けいただ

き、誠にありがとうございます。２年間の任期でございますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

さて、当美術館は昨年度まで博物館の分館となっておりましたが、芸術文化の振興及

び中心市街地の活性化に向けて、市の文化施策として推進する諸事業との連携など、新

たな活動の展開を図るため、今年度より市長部局へ移管したところであります。 

当美術館では、郷土作家や国内外の優れた美術作品を紹介する展覧会事業をはじめ、

資料の収集・調査等、また、教育普及活動や市民ギャラリー貸出など、地域の皆様の多

種多様なニーズに応えるため様々な業務を行っております。 

開館から 25 年が経過し、施設の老朽化も進んできており、厳しい財政状況の中では

ございますが、鋭意工夫をしながら事業を展開しているところであります。 

本日の協議会では、今年度の事業実施報告と次年度の事業計画概要をご説明申し上げ

ますので、委員の皆様におかれましては、当美術館の今後の円滑な事業運営に向けて、

運営方法の在り方や事業内容等につきまして忌憚のないご意見を賜りますようお願い

申し上げ、挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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●事務局 

それでは始めに、協議会の運営に当たってご報告させていただきます。 

本日の協議会は委員定数８名中７名が出席されており、八戸市美術館運営協議会規則

第４条第２項の規定により、会議が成立していることをご報告いたします。 

続きまして、八戸市美術館運営協議会規則第３条の規定により、会長と副会長の選出

をお願いいたします。 

本日は第１回目の会議ですので、会長及び副会長の選出に当たり、市長が仮議長を務

めさせていただきます。それでは市長、仮議長をお願いいたします。 

 

●市長 

  それでは、会長と副会長が決定するまでの間、議長を務めさせていただきます。 

  規則では、会長と副会長は委員の互選によって定めるとあります。最初に会長、次

に副会長の順で決めてまいります。どなたかご推薦する方は、お願いいたします。 

 

●委員 

会長は坂本委員にお願いしたいと思います。 

 

●市長 

ただいま会長に坂本委員を推薦するご意見をいただきましたが、他にご意見はござい

ませんでしょうか。 

 

（意見なしの声） 

 

●市長 

他にご意見がないようですので、坂本委員が会長ということでご異議ございませんで

しょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

●市長 

異議なしと認めます。それでは、坂本委員に会長をお願いいたします。 

続きまして副会長ですが、どなたかご推薦する方はお願いします。 

 

●委員 

米内委員にお願いしたいと思います。 

 

●市長 

ただいま副会長に米内委員を推薦するご意見をいただきましたが、他にご意見はござ

いませんか。 
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（意見なしの声） 

 

●市長 

他にご意見がないようですので、米内委員が副会長ということでご異議ございません

でしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

●市長 

異議なしと認めます。それでは、米内委員に副会長をお願いします。 

ここからは会長に会議の進行をお願いすることといたしまして、私の役目はここまで

とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

●事務局 

それでは、坂本会長は会長席へ移動をお願いいたします。 

 

（会長移動） 

 

●事務局 

ただいま会長に選出されました坂本様より、一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

●会長 

僭越ではございますが、会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。一言ご挨拶申し上げます。 

私は地元の人間ということで、八戸の発展を願う市民の一人です。満足の価値観は、

物質的な要求から精神的な要求に移り変わってきていると言われております。文化や歴

史、そして美術館で展示される創造物等に触れて日々の満足を増し、そして仕事も元気

よくやり、その繰り返しによって市が活性化していくと思っております。普段、常々思

っていることは、地域のいろいろな方に接していますと、「美術はちょっと･･･」「芸術

は苦手で･･･」という方が少なからずいらっしゃいます。そういった方が文化や創造物

に触れて元気になることが、八戸の活性化に結び付くのではないかと思っております。 

この協議会を通じて、皆さんと共に貢献できればと感じております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

●事務局 

ありがとうございました。続きまして、米内副会長より一言ご挨拶をお願いいたしま

す。 

 

●副会長 

  できる限り多くの方々に美術館を利用していただけるように、そして、形ばかりで
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はなく中身も良い美術館にしていけるよう、私たち委員みんなで良い方向に持ってい

ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●事務局 

ありがとうございました。 

なお、市長は次の公務がございますので、誠に申し訳ありませんが、ここで退席させ

ていただきます。 

 

●市長 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（市長退席） 

 

●事務局 

それでは、出席しております事務局職員を紹介させていただきます。 

 

（事務局紹介） 

 

●事務局 

それでは、ここからの議事進行は会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

●会長 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。次第をご覧ください。 

案件１の「八戸市美術館概要」について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（資料１について説明） 

 

●会長 

ありがとうございました。ただいまのご説明に対して、ご意見・ご質問等ありました

らご発言いただければと思います。いかがでしょうか。 

 

では私の方から。収蔵品についての予算等はあるのでしょうか。 

 

●事務局 

美術館の資料の収集方法についてですが、平成元年から平成 10 年までは美術品購入

予算がございましたので、10 年計画により購入を進めてまいりました。その後、予算

が付かない状態が続き、現在も同様です。そのため、それ以降は主に市民の方からの寄

贈により作品収集をしております。 
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●委員 

今年度はあと残り２か月ですが、入館者数の見込みはいかがでしょうか。 

 

●事務局 

現在、市民ギャラリーで書の展覧会が開催されており、お客様も沢山入っております。

何人になるかは予測がつかないところではございますが、できれば３万人は超えてほし

いと思っております。 

 

●委員 

購入予算が平成元年から 10 年まであったということですが、予算は元々あって当然

のものなのか、それとも通常は無いものなのか、その辺が分からないのですが。 

 

●事務局 

八戸に限らず、最近の情勢としましては購入費が削られてゼロという美術館は少なく

ありません。ですが、美術館の役割として美術品収集は大きな柱のひとつですので、購

入費が無いというのは不自然ではあります。やはり、あって然るべきものだと思ってお

ります。ですが、青森県立美術館もそうなんですが、開館に当たっては予算を付けて作

品を買い集め、その後、予算がどんどん縮小されて、現在は予算ゼロという状態です。 

市の財政等いろいろな要件が絡んでおり一概には言えませんが、購入費があるのが本

来の姿であることは間違いありません。ただし、購入費が復活するかどうかに関しては

道筋が見えないところでございます。 

 

●会長 

  ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

 

●委員 

ワークショップ等の開催は、年間どのぐらい参加されているのでしょうか。 

 

●事務局 

今のご質問に関しては、次の案件の「平成 23年度事業実施状況」の中でご説明した

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

●委員 

資料１の「入館者数内訳」の中には入っていないのですか。 

 

●事務局 

「展覧会等自主事業」に含まれております。 

 

●委員 

昭和 44年に建設されて昭和 61年に改築ということですが、建物自体は昭和 44年の
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ものと理解してよろしいのでしょうか。かなり古いと思ったのですが。 

 

●事務局 

建築物そのものは昭和 44年に建設されたものです。昭和 61年に改築したのは、事務

室等を展示室にしたり、エレベーターを設置したり等それらの改修工事ですので、建物

自体は昭和 44年建設と理解していただいてよろしいです。 

 

●委員 

先ほどの予算関連ですが、郷土作家とか絵画作家の作品を寄贈したいという声もよく

聞くのですが、受け入れ態勢はあるのでしょうか。 

 

●事務局 

美術品の購入に当たりましては、以前、資料検討委員会というものを設けて、そこで

購入していい作品であるかどうかを検討していただいておりました。現在は購入があり

ませんので委員会自体はないのですが、委員会で持っておりました収集方針に基づいて

現在寄附を受けております。そのため、どなたの作品でも受け入れするというわけでは

ございません。 

 

●会長 

あとはよろしいでしょうか。 

それでは、次に案件２に入りたいと思います。平成 23 年度事業実施状況について、

事務局よりご説明をお願いします。 

 

（資料２について説明） 

 

●会長 

ありがとうございました。ただいまのご説明に対して、ご質問・ご意見等ありました

らお願いします。 

 

では私の方から。４ページのボランティア活動についてですが、平成 13 年度から始

めたということで現在 40 人の登録となっていますが、登録者の出入りについてはどう

いう状況になっているのでしょうか。 

 

●事務局 

ボランティアの登録は原則１年で、更新される場合はその都度ということで登録制を

とっております。ここ数年の登録人数ですが、だいたい 35～40名の間で推移しており、

初年度からメンバーに名を連ねて活動している方がほとんどです。新規の方がなかなか

入ってこないのが現状です。 

 

 



- 7 - 

●会長 

新しい風というか、そういったエネルギーをこういうボランティアからも持っていけ

ればいいのかなと感じました。委員の皆さんから何かございませんでしょうか。 

 

●委員 

教育普及事業の創作講座で、大人と子供の割合はどうでしょうか。 

 

●事務局 

美術館の場合、水彩画入門と油絵入門はどちらかというと大人対象の連続講座になり

ます。水彩画は６～10 月までの３か月を通してひとつの作品を仕上げていく講座で、

夜に開催しております。午後６時～８時までの活動ですが、中には小学生が入ってくる

場合もあります。油絵講座には小学生が１名参加しておりました。 

夏休みに開催しております講座は子ども向けとなりますので、ワイヤーアートや切り

絵、それから赤塚不二夫展関連で開催した回転のぞき絵等になります。これは親子対象

で、子どもだけでもいいですし親子で一緒に参加されてもいいという募集の仕方をして

おります。版画のシルクスクリーン講座と銅版画講座ですが、これらの講座はカッター

を使いますので、小学校５年生以上という限定は付けておりますが、５年生以下でもあ

る程度カッターを扱えれば３～４年生のお子さんでも参加は受け付けております。ただ、

どうしてもやはり冬場は大人の受講が多いです。 

講座は講義室で行っており沢山の人数が呼べませんので、だいたい１講座 20 名位で

募集しております。 

 

●会長 

その他にございませんでしょうか。 

よろしければ次の案件に移りたいと思います。それでは案件３の「平成 24 年度展覧

会開催計画」について、事務局よりご説明をお願いします。 

 

（資料３について説明） 

 

●会長 

ありがとうございました。12 月の特別展「魔法の美術館」は、館外の展示もあるん

でしょうか。 

 

●事務局 

館内の展示となります。冬の寒い時期はなかなか美術館まで足を運んでいただけない

ですし、冬ですので暗くなるのも早いですから、光を使っていろいろな展示をしたいと

思っております。 

 

●委員 

季節的に野外でイルミネーションもやるのかなと受け取っていたのですが、そういう
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企画はないのでしょうか。 

 

●事務局 

まちづくり文化推進室がまちなかイルミネーションを担当しており、昨年度から中心

街で実施しておりました。今年度も 12 月から正月、えんぶり等のイベントに合わせて

実施しております。美術館の展示と連携して実施していこうと大枠では決めております

ので、関連付けながら市民の皆様に楽しんでいただきたいという考え方でございます。

具体的なことについてはこれから進めていくことになります。 

 

●会長 

ありがとうございます。確認ですが、美術館周辺といいますか、美術館のエントラン

スで実施したり、ということもあるのでしょうか。 

 

●事務局 

まず中心街ですが、市庁前、三日町、十三日町で現在実施しておりますので、そこと

の繋がりをまちづくり文化推進室で検討し、美術館との繋がりについては、これから双

方で相談して決めていきたいと思います。 

 

●会長 

私もよく出張する機会があるのですが、何もないところにすごいイルミネーションが

あったりすると、そこまで行くのが面倒でも行かなきゃならないように思ってしまい、

誘われて行ってしまうという時があります。すごいものを発見したと写真を撮って帰っ

てくるんですが、せっかく八戸の美術館も十字路から見える位置にありますので、市民

の方が「あ、何かあるぞ」と思えるようにすればな、と思ったものですから。 

皆さんの方から、他に何かございませんでしょうか。 

 

この案件に関してはよろしいでしょうか。 

それでは、本日の案件については終わりということにしまして、今日はいろいろ美術

関係とかアートに関わる方々がいらっしゃいますし、また、初めての会議ということで

すので、各委員の自己紹介も兼ねて、現在取り組まれている事や、その中で課題と感じ

ていること、または最近の新しい動きなど、何でも結構ですので、お一人ずつ順番にご

発言いただければと思います。それでは、○○委員からよろしくお願いいたします。 

 

●委員 

現在、○○○学校の校長をしております。若いときは抽象画とかに興味がありいろい

ろやってきたのですが、年をとってきたらだんだん具象とかの古いものに興味を持つよ

うになりまして、自分の眼も変わってきたなと感じています。 

舟越保武や佐藤忠良とか、いろいろな方たちの彫刻を見て私も彫刻をやってきました。

彫刻は室内だけでやると重々しくなりますから、たとえば光を取り入れるような展示と

か、いろいろ工夫していけば作品にも広がりがあるのかなと思ったりしています。建物
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がこの状態ですから、実際にはなかなか･･･ということになると思いますが。 

先ほどの、いろいろなところに出張に行って、という話で、私もいろいろな美術館に

行くんですが、彫刻を外に展示したり、ガラス張りの光が入る場所で展示したりという

のを見かけるので、これからはそういった工夫も必要なのかなと思いながら話を聞いて

いました。こういう機会があれば少しずつお話していきたいなと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 

●会長 

  ありがとうございました。それでは○○委員、お願いいたします。 

 

●委員 

この間、クリスマスの時期に内丸にある友人宅に行ったとき、今年は市庁周辺のイル

ミネーションが昨年より増えているような気がして、一市民としてとても目を引きまし

た。例えば美術館でも何かをなさる場合、もう少し他団体と連携するようにして、人が

流れるような工夫がさらにできればいいのかなと感じました。 

バスを降りて市庁前を通って行きましたが、そこにもイルミネーションがあればまた

少し違うのかなと思います。 

自分の周りの人と美術館の話を今まで以上にするようにして、皆さんの意見を持って、

またここに参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●会長 

  ありがとうございました。それでは次に○○委員、お願いします。 

 

●委員 

○○○所属の○○です。当団体は大きく分野を分けると 6部門ありまして、会員数は

約 9,800人です。 

25 万人前後の八戸市民から見ますと、隣の警察跡地が市のものになったという情報

もありますので、もうそろそろ八戸も新しい美術館を、という声が出てきています。 

現在の美術館では一般の方々が展示するために借りていますけど、作品が大型化して

きておりますので、今の建物だと少し天井が低いとかいろいろ問題があります。 

トイレも洋室化してほしいとか、いっぱい意見がありますが、今すぐにできるもので

もないですしね。それから玄関の屋根を無くするとか、玄関前のスペースで車を回りや

すくしてほしいとか、いろいろな意見が会員から出ています。そういうものを含めなが

ら、また、作品をどういうものにすれば市民が来るのか、機会があれば私もそれをまと

めて、会長が招集し委員の皆さんで協議できればなと。 

 

●会長 

総合アート的なものも面白いのかなと思いながら伺っておりました。ありがとうござ

いました。次の方、お願いいたします。 
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●委員 

私は○○○という現代アートの展覧会で、美術館にご協力いただいて 10 年間やって

きました。今は活動休止中です。美術館は、このエリアとして考えれば非常にいいなと

思いますが、新しく作るためには、私たちを含めた八戸市民が何のために欲しいのかと

いう基になるものがきちんとなければ、と思っております。欲しいと騒いで作ってはみ

たけれど、結果、人が来ないということもありますので。やはり、基になる考えを詰め

て、きちんと皆で持ってからでないと、と思います。様々な施設を見て回って真似する

ことは簡単ですが、本当に八戸に良いものを作るということは難しいので、皆でよく話

し合い、方向を決めていかなければならないと思っております。 

私たちが展覧会をやってきて、良かったことと駄目だったことがありました。駄目だ

ったことは、非常に中身の濃いことをやると来てくださる方が少なく、少し面白いもの

をやると中身が浅くなる、という点でした。来館者をただ増やしたいために、人を呼び

やすい内容で続けていくと結果的には中身が貧相なものになっていくので、そのバラン

スをとりながらやっていくのが非常に難しかったなと 10年間やってきて感じました。 

来年度の美術館の展覧会は非常に専門的なものもありますし、たくさんの方に来てい

ただくために、もう少し高低差をつけてやっていただいてもいいのかなと感じています。 

それから、今年度、美術館で写真の講座をやっていただいて非常に良かったです。写

真ばかりでなくても外に出てやるのは非常に良いと思いますので、続けていただければ

と思います。 

私たちがやっているものは狭い部分なのかもしれませんが、少しでも役にたつ部分が

あれば協力させていただきたいと思っています。 

 

●会長 

 ありがとうございました。それでは○○委員、お願いします。 

 

●委員 

  地域活性化における美術館の役割について、改めて真剣に考えはじめた訳ですが、

それを友達に「美術館どう思う？どうすれば人が来ると思う？」と聞いてみたら、「外

観変えたらどうだろう？」と、まず最初にそれが出てきました。それだけで人が集ま

るのであればいくらでも方法はあるのではないかと、友人と話が盛り上がりました。 

美術館に足を運んでいただく方法としては、まず、市民の目を引かなければいけない

という考えでした。この建物のままでいくのであれば、イメージを変えるという方法に

なりますが、新しく建て替えるまでの間、美術館に親しんでもらうということを一生懸

命やっていけばいいのではないかと思います。 

他にも意見がありましたが、外観のことだけお話します。 

いま、若い方はブログをやっていて、観光スポットに行くたびに写真を必ず撮り、今

度はそれを見た人からどんどん口コミで広がっていくという、東北だけどブログ・ネッ

トの面では全国レベルではないかと思いまして、文化とか美術に対する関心はちょっと

低いかもしれませんが、ネットの方はレベル的にはそんなに低くはないと思います。ブ

ログを利用して口コミで実術館が変わったよと噂を広めるために、外観の色を塗ってみ
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るとか、せっかく十字路から見えそうな場所ですからはっきりした色にしてみるとか、

そういうことをするのもいいのではという話をしていました。 

先ほど、どなたかからも意見がありましたが、エントランスを無くして小さな庭にす

るとか木を植えてみるとか、「美術館が変わったな」という話題にはなるのではないか

と思います。 

収蔵品に関してはすごく素晴らしいものがたくさんあるので、展示方法とか一人の作

家の作品を展示するよりは、テーマを決めて青い作品だけを展示するとか、そういう変

わった展示方法も面白いのではないかと考えておりました。 

 

●会長 

  ありがとうございます。今、若い人の視点というのが出てきました。私も普段、学

生と接していまして、最近の若い人に自己紹介をさせたときに、女の子も廃墟とか工

場とかがけっこう大好きだと、そういう方が増えてきております。要するに、段々と

視点が昔と変わってきているなというのがありますので、そういった視点の変化も利

用できないかなと感じたところです。 

それから外観ですが、思い切ってまっさらの四角にして、そこにアレンジするという

のもいいのかなと思っておりました。外壁の色を一色にする、とんでもない色にすると

か、そういうこともありかなと感じています。 

それから展示方法ですが、私も常々どうあれば人を呼べるんだろうかと考えたときに、

今日の案件の中にあった赤塚不二夫展の時に非常に多くの方が来たというのであれば、

その時に子どもがおじいちゃんおばあちゃんを連れて、あるいはおじいちゃんおばあち

ゃんが子どもを連れて来て喜ばせることができたと、今まで美術館に足を運ぶようなこ

とがなかった人にも来てもらって、そのときに「これはすごい」という状況を作れたら、

ファンが一人でも増えて、それをまた周りに広げてファンを増やす、というのもいいの

かなと頭の中で描いておりました。 

今、委員の皆様にいろいろお話を伺いましたが、それに関して何かございますでしょ

うか。新たなご意見でもかまいません。何かありましたらご発言いただければと思いま

す。 

 

●委員 

  この間もある人と話していたんですが、新しい美術館ができるまで数年かかると思

うので、その間、奇抜な何かをするとか、それから玄関の「美術館」という看板の表

示も小さくて目立たないとか、いろいろ意見が出ています。ですから、それらにどの

程度予算がかかるか試算したことがあるのかとか、そういう部分も考えながら、少し

イメチェンをしていったらもっと人が来るのではないかと思います。 

当団体でも、子どもの学生俳句大会で入賞した人には、県内の高校生が七戸や十和田

から来て、一人の入賞者に家族５人が付いてくるんです。両親におじいさんおばあさん

と。そんな感じで来ますから、その辺を狙いながら企画をした方がいいのかなと思って

いました。 

高齢者の方も利用するので、トイレを洋式にしてもらえないかと、そういう声もあり
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ます。今年度から美術館は市長部局になりましたから、予算的にそういうものをひとつ

でもやるとかですね。 

公民館は２階にトイレがなかったため５～６年かけて全部直しました。そろそろ美術

館もそういう要望を少し入れてもらえば、また良くなるのではないかなと感じておりま

す。 

 

●委員 

「美術館」は、人を呼ばなきゃダメなのか、例えば癒しの場の空間なのかとか、全部

総合することもできるんでしょうが、そういうところからも考えていかなければならな

いわけですよね。そして、もちろん子どもも来るような美術館なのか、大人の層が来る

美術館なのか、全部が活用する美術館なのか、いろんな面から話し合っていかなければ

ならないと思います。やはり美術館によっては子どもが入りにくいような、大人の癒し

の空間みたいな美術館もありますし、この八戸市であれば、そうではなく子どもも高齢

者も誰もが来るような美術館にするとか、その辺から考えていかなければ、と思いまし

た。八戸市美術館の在り方だと思うんですけどもね。 

 

●会長 

おっしゃるとおりだと思います。癒しの空間といっても、人がいっぱい来て、敷地内

でやろうと思っても難しいところがあったりとかですね、将来のことを考えながら、委

員の皆さんで考えを詰めていければいいかなと思います。 

十和田市現代美術館もありますが、そこと違うところは何だろうかというところも含

めて考えていく必要があると思います。 

八戸には今「はっち」等のいろいろな施設がありますが、私たちもよく都会に出かけ

たときに、ちょっとここで小休憩したいなと、移動の際にそういうところが欲しくなる

ときがあります。 

東京に行ったときでも休憩ポイントを自分で探って、あそこのベンチに座って･･･と

かですね。そこで 20分休んでから次の会場に移動とか、そういうことを自分の頭の中

で考えているんですけど。 

八戸に来られた方が休むようなところ、それが今は「はっち」であればいいんですが。 

美術館に来た人は、一生懸命、長時間絵を見ますので、やはり少し疲れるというか、

そういう時に思わずコーヒーの一杯でも、という雰囲気ができればいいのかなと思った

りしました。 

 

●委員 

これから美術館について構想していくというと反対される方もいらっしゃると思い

ます。私たち素人は作り方・やり方に対して全然分からないため、斬新な意見になると

きもあるので、そう思って聞いてください。 

建物を建てるときに○○○委員会とかを立ち上げます。たくさんの方の意見を聞いて、

権力のある方の意見も聞くのですが、そうすると、ある意味、平均的なものができてし

まうんです。それは、魅力からするとあまりに乏しいなと。 
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今まで私は「はっち」と八戸駅前に少し携わったのですが、そこで感じたのは、たく

さんの方々の意見を聞いて、それぞれ皆さん八戸のためにと思って発言をしているので

すが、この意見は駄目と言うことが出来ず、いろいろな意見を取り入れてしまう。きつ

い言い方をしますと、どっちつかずのモノが出来てしまうんです。そうすると、出来て

しまってから文句を言うわけにもいかず･･･となります。 

皆で協力はしなければならないのですが、成功するのに時間がかかるんじゃないかと。

そのために、せっかく今なにもない状態でやろうとするのであれば、今までの失敗した

ことがないようにやっていただければいいなと思うんですよね。 

 

●会長 

ありがとうございます。非常に本質的に大事なところをお話いただいたような気がし

ます。その他にございますでしょうか。 

 

●事務局 

美術館の将来を考えるためには、逆に今この美術館をどう使い倒すか、どう考えてい

くかというところもあると思います。よく利用者数について言われることはありますが、

これから美術館をどんどん使いまわして、その中からヒントを見つけるということもあ

りではないかと思います。 

ある団体が美術館で展覧会を開催した時も、皆でとにかく楽しくやりたいんだという

ところから始まりました。そして、結果的には美術館にある程度のものを生み出してく

れたというのがあります。そういう形で美術館を使い倒してみようという、そういった

動きによって、逆にそれが次の展開に繋がっていけばいいなと感じています。 

 

●会長 

それではお時間も残り少なくなってまいりましたので、この辺で、意見交換は終わり

にしたいと思います。 

本日の案件は予定どおり全て終了いたしました。委員の皆様、ありがとうございまし

た。事務局にお返しします。 

 

●事務局 

  委員の皆様から貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。今後の参考に

させていただきます。 

それではこれで、本日の協議会を終わらせていただきます。お疲れ様でした。 

 


