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平成 26 年度 第 2 回 八戸市美術館運営協議会 

 

 

・日 時  平成27年3月19日(木) 午後1時30分～午後2時30分 

・場 所  八戸市美術館 2階 講義室  

・出席委員 坂本会長、米内副会長、奥山委員、亀本委員、田口委員、戸来委員 

・事務局  高島部長、山田館長、大嶋主幹、木村主査、寺下主事兼学芸員  

・傍聴者  0名 

・次 第  (1)開会 

         (2)会長挨拶 

         (3)案件 ①平成26年度事業実施状況 

             ②平成27年度展覧会開催計画 

             ③その他 

 

 

 

                                        

 

 

 

●事務局 

本日はお忙しいなか、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 26 年度第 2 回八戸市美術館運営協議会を開会いたします。  

本日の協議会は、委員定数 8 名中 6 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。  

本日の会議は公開となっております。傍聴者はおりませんのでご報告いたします。 

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ので、よろしく   

お願いいたします。 

 

●会長 

それでは私の方から一言ご挨拶申し上げます。 

この会議が始まる前にお話をしておきたいことがありまして、それは新しい美術館が

どのようになるのだろうかという話題でございまして、実は私もデーリー東北を今週

ずっと見ていましたが、ちょっと目に留まった記事がありまして、それは今週の月曜

日付けで八戸市に新美術館を熱望する市民の会というところから出されていた美術館

建設を求める陳情を八戸市議会総務常任委員会で採択したという記事でしたが、非常に

新しい美術館を望んでいる人が多い中、1 つの進展かと捉えたりしておりました。  

私たち協議会も、美術館の運営に関しまして大きな視点をそこに向けている訳です

ので、そのような意味でも私たちにとりましても非常に喜ばしいことなのではないかと

感じた次第です。 
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本日は、2 件の案件が資料として配付されておりますが、どうぞ忌憚のないご意見、

コメントをお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。  

案件 1「平成 26 度美術館事業実施状況」について、事務局よりご説明をお願いいた

します。 

 

(資料 1 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何かご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 

●委員 

  7 ページの 26 年度事業実施状況のところで、豊島和子氏から 456 点というとても 

多い作品の数が寄贈されることになったということですが、これに関して保管状態は

どのような見通しが立てられるのでしょうか。  

 

●事務局 

今現在、豊島さんが書き溜めていた作品は、ご自宅でもありますアトリエに全て   

収蔵庫のような形で倉庫を作って保管されております。今のところは、まだそちらの

ほうでお預かりをいただいております。一般の住宅ではありますが、きちんとアトリエ

としてお作りになっているところですので、 1 つ 1 つ豊島さんの場合には梱包もきち

んとされておりますので、今のところはそちらで管理していただいて折を見てこちら

にと考えております。 

 

●委員 

  企画されればそちらから、その点数はそのときやってくる感じなのでしょうか。 

 

●事務局 

  そうなります。 

 

●委員 

  今は家族に任せている状態ということでしょうか。  

 

●事務局 

  そうなります。 

 

●会長 

  そのほかに、ございませんでしょうか。  
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●委員 

  作品は、私が立ち会って宏尚氏が亡くなる前に色々見て、その段階でかなり保存は

良い状態でしたが、それはもうこちらに全部配ったのでしょうか。  

 

●事務局 

  まだ、アトリエのほうにあります。 

 

●委員 

  展覧会を開催して、それからこちらの企画で持って来ると思いますが、状態は良い

と思います。 

 

●委員 

  とても貴重な作品ですし、今後、地元の作家のやったものを継ぐ者としては、是非

美術館のほうでしっかりした収蔵をされるべき施設を持つのが本当だと思いますので、

そこのところを検討されたほうがよろしいかと感じます。  

 

●委員 

  関連して、そのほかの作品も家族とか美術館以外のところに保管をお任せしている

状態ということでしょうか。  

 

●事務局 

  ほかの作品に関してはそのようなことはありません。全て今のところは美術館の 

手元にあって博物館の収蔵庫で管理していただいております。ただ、豊島さんの作品

については、 456 点というかなり膨大な作品量ですので、今急に動かせる状態では  

ありません。物理的にも無理ですので、一時ご家族のアトリエ内にある倉庫でそのまま  

お預かりいただいている状態です。ただ、新年度は豊島弘尚さんの展覧会、回顧展を

やる予定ですので、その時点で一度こちらに持って来ます。その後に関してはまた   

協議が必要な形となりますが、いずれ今の状態で持ち込んでもかえって作品にとっては

良くないという判断のもとに、ご家族のほうでお預かりいただいておりますが、これは

本当に特異な例です。ただ今後、八戸出身で活躍されている作家たちがみんなご高齢に

なって、月館れいさんとかそのような方々の作品も同様な形で入る可能性も無きにしも

非ずですので、今後については早急に対策を考えなければいけないと思っております。 

 

●委員 

  平面作品についてはそういうことだということがわかりましたが、例えばオブジェ

とか彫刻、おそらく色々なところに美術館管轄の作品があるかと思います。例えば、

今はどうなったかわかりませんが、三日町から十三日町にかけて佐々木憲章さんの 

石の彫刻というかオブジェ、八戸の景色をモチーフにした作品がかなりの点数があり、

破損もありました。あのようなものの管理状況というのはどのようになっているのか

お知らせいただければと思いますが、あれは美術館の管轄ではないのでしょうか。 
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●事務局 

  町中にある彫刻に関しては、多分商店街が依頼して設置したものなので、市の管理

ではありません。同じく市庁前の広場に建っている彫刻類も市の管理ではありますが

美術館の管理ではありません。あくまでも美術館は美術館の中で設置して見せている

ものを対象としております。 

 

●委員 

  それでは、郊外に設置しているものは全て美術館の管轄外ということですね。 

 

●事務局 

  唯一、玄関脇に建っている彫刻は、敷地内に建っているもので美術館の管轄ですが、

それ以外に関しては美術館のものはありません。  

 

●委員 

  わかりました、ありがとうございました。 

 

●会長 

  ほかにありますでしょうか。  

 

●委員 

  思いつくままに、あまり機会がないのでお話をしたいのですが、市内の小学校の  

中に地域の人が書かれた作品がすごく保存状態が悪いと危惧されている方から伺った

ことがありますが、それらの人たちの遺産を敷地の外ではありますが財産として美術館

サイドで考えることはできないのでしょうか。例えばリストアップもされていないよう

ですし、抽象的な話でどこの学校のどの作品なのかはわからないのですが、その話を

された方は小中野地区の方でしたが、すごく保存状態が良くない。例えば、渡辺貞一

さんとかあの時代の方の中で書かれた方の作品とかもあるらしくて、今後やはり寄贈

という形で置いていかれたとは思いますが、学校の長が変わる度に、つまり感心が  

なくなり、ひどい言い方をすればこの壁面からよけようかということがあるのでは 

ないかと思われていました。地域との関わりの中に美術館があり、また学校という  

システが入っていると思いますので、何か策はないかと、それをどこでどのように  

してということはわかりませんが、感じたことを述べさせていただきました。 

 

●会長 

  非常に貴重なお話だと思います。多分、すぐに何かシステム的に調査してどうこう

というのは難しいかも知れませんが、協議会として出た意見として捕らえていただけ

ればと思いますが、何かポイント等ありますでしょうか。 
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●委員 

  小中野や柏崎の場合には、それをどのように保存していくかという委員会があります。

学校によってはそのようなことはやっていますが、それに美術館が入っていくという

ことはなかなか出来ないと思います。ただ、相談があれば行ってそれに対応は出来ると

思いますが、ほとんど八戸の小中学校の現在玄関とか廊下に飾っている 50 何点は私の

作品です。ですから見てくれと言われれば私が見ているようなものです。ただ、やはり

美術館が関わっていく部分というのは美術館そのものに対してどうしていくかという

相談があってそこから始まるものなので、なかなか地域のことまでは大変だと思います。 

 

●委員 

  田口先生にも小学校にも本当にたくさん、私の小学校にもあります。玄関入って  

すぐの職員室の脇のところに大きくありますが、今お聞きしてそれを地域や学校で 

どのように受け継いでいくかというか、そういうところの何か組織なり何なりがあれば

確かに良いというのは田口先生から聞いて思いました。ただ、それを全部の学校で  

しっかり組織できるのか、その辺りは難しい問題があるのかも知れません。 

 

●会長 

  これから近い将来、統廃合とか、小学校だけではなくて色々なところでそのような

ことは起こったときに、行方不明になると、私全然その辺りはわかりませんが非常に

ドッキリとするような視点、私にとってはなるほどという思いでした。  

 

●委員 

  多少、調査は入っています。教育委員会のほうで、どのような美術品がありますかと

問い合わせがありまして、これこれが寄贈されたものがはっきりしている場合、その

作品については寄贈された美術品ですというのはあげてはいるのですが、それに入ら

ないようなもの、というかわからないものがあります。古いものであるとか、そういう

ものは、私八小にいましたが、八小に佐々木泰南先生の書があります。火災を免れた

ものが玄関に飾られていますが、見る人が見るとこれはすごいと言うそうですが、   

それを一体誰がどうやって保存していけば良いのかとか、その辺りは確かにどなたかに

ご相談しなければならないのかと感じたことがありました。  

 

●事務局 

  美術館の役割としては、それらの作品を全部美術館のものにするというわけには当然

いきません。寄付者の思いもありますので、自分の出身やゆかりのある学校に納めたい

とか子どもたちに見せたいとか、色々な思いがあってそこにあるわけですので、その

中でも美術館の収集対象の作家があるとの情報はこちらでもデータベースで掴んで  

おりまして、必要なときは学校からお借りして作品展示のときに使わせていただいて

いる状態です。後は学校のほうで保管をどうしたら環境上良いのかとのアドバイスは

させていただく形で関わっていくというのが良いのではないかと思っておりますので、

学校で持っている作品についてはこちらも把握しております。  
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●会長 

  この件に関しまして、ほかにございますでしょうか。  

 

●委員 

  八戸小学校が昨年 140 周年で、八戸小学校の卒業生の 100 年前の作品が突然出てき

ましたので、はっちで展示させてもらいました。北村小松とか同学年に松下正寿とか、

そのような有名どころがたまたま出て、それが小学校の卒後のときの習字と絵が対に

なったアルバムみたいなものがたくさん出てきました。周りが少し焼け焦げたような

感じで、これはすごいということで記念として展示はさせていただきましたが、また

それをそのまましまっていますが、美術品にはならないのかも知れませんがなんとなく

価値がありそうな気もしまして、それは小学校の時のものだからどうしたら良いのかと、

普通であれば子供に返すものだったのを 100 年も経ってしまい、そのうちのその人が

とても有名な人になってしまっている感じなので、これは一体学校でただ保管して  

おいて良いものなのか、何かどこかで預ってくれはしないかとかそのようなことを 

考えたことがあります。その前に学校を変わってしまいました。 

 

●副会長 

  学校で持て余しているということでしょうか。  

 

●委員 

  持て余しているというか、それをどうすれば良いかということです。  

 

●副会長 

  学校できちんと保管しておくのが一番良いかと思いますが、持て余してあれば困る

ので、持て余すというのではなく大事なのでしたら学校できちんと保管して、学校の

宝物としておくものではないでしょうか、その学校のものですから。  

 

●会長 

  私のほうから少しお伺したいのですが、岩合さんの写真展は予想通り非常に多くの

方に来ていただいたと思いますが、入館者の構成はおわかりになりますでしょうか。

年齢とか男女比率とか細かい情報を知りたいのですが、それは出てきますでしょうか。 

 

●事務局 

  すいません。男女まではさすがにないのですが、資料の中に入館者一覧があるかと

思いますが、この中で唯一、大人なのか高校生なのか大学生なのか小学校中学校なの

かというところの入館者の区別は入れております。ただ、それ以上のことは入館の  

チケットの種別の中ではこれが限度ですので、一般の方が約 13,000 人、高校大学生が

527 人とか、市外の小中学生が 485 人、市内が 2,163 人だとか、このような形の分け

方では捕らえております。 
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●会長 

  ありがとうございます。今回の件については、美術館に行ったことがないという方も

ねこを見にいかなければいけないという話をあちこちでしておりました。そういう  

意味で、美術館で作品を観るということがどういうことなのかということが、その  

ような方々にも理解していただく絶好のチャンスだったのではないかと思います。 

やはり多くの方に、そのような時間の使い方、過ごし方もあるのだという認識を持って

もらうのは非常に良かったと思っております。前回もこの場で、 SNS を使ったとか  

フェイスブックを使ったとの話をしましたが、振り返ってみると実際フェイスブックの

ページが、どなたが見たのか知りませんが流れていて、直接美術館ということでは   

なかったのですが、私の仲間も多くの方がこれは行かなければいけないという状況に

なっていたみたいですので、それだけ、こう言うと失礼ですが美術館でありながらも

テーマによっては足が向くという事実だと思いますので、ほかの色々なイベントも 

すごく観る価値があるのだとのＰＲができれば、もっと多くの方にご利用いただける

のかと感じました。 

  

●会長 

ほかに何かございますでしょうか。 

 

●会長 

それでは続きまして、案件 2 の「平成 27 年度美術館展覧会開催計画」について事務局

よりご説明をお願いいたします。  

 

(資料 2 説明) 

 

●会長 

ただいまのご説明に対して何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

 

●委員 

  バリエーションのある企画が揃ったとの感想ですが、今年度を振り返ってそして 

来年度の企画を見て、少し物足りない、ここの美術館の性質だと思いますが、彫刻、

立体というところに視点が少ないかという感じがします。収納するところの問題も 

もちろんあるでしょうし、基礎の問題もあるでしょうし、持って来る大変さもあると

思いますが、定期的に立体に関しては企画して欲しいという望む声が市民の中でも 

あるのではないかと思います。  

 

●会長 

  そのほかにございませんでしょうか。  
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●副会長 

  前にもお聞きしたと思いましたが、広田さんの写真展のときに鉄道の何か模型を 

走らせるということになっていたかと思いましたが、それはジオラマのようなものを

作って、どこかで、ここでやるのでしたでしょうか。  

 

●事務局 

  広田さんの展覧会の時に、原則、実演のある鉄道模型と申しますと、ジオラマ付きに

なります。ご協力いただく予定のところは非常に大型の、大型というのはスケールの

大きいジオラマをお持ちのところで、こちらの講義室全体をお使いいただいてとお願い

したのですが狭いというお話で、どうしても広田さんと一緒のコラボができるので 

あればということで、そこに合わせて縮小して全体を使ってやっていただくという 

ことでお話を進めております。基本は八戸の周辺を走っている鉄道模型を中心にして

くださるということですが、そこはもう少し詰めたいと思っております。  

 

●会長 

  そのほかにございませんでしょうか。  

 

●会長 

  特別展Ⅲは 9 月から 11 月 8 日まで、前半と後半に分けるという話をいただきましたが、

図録等は作る予定というのはあるのでしょうか。  

 

●事務局 

  豊島さんの場合には、今までに何回かこちらでも展覧会をさせていただいており 

まして、特に 2002 年の展覧会で自選作品による図録が美術館から発行されております。

今回展示するあるいは寄贈される中にもそれらも含まれておりますので、ご寄贈いた

だいて今回のそれまでの期間に撮影をし、ということはなかなか厳しいのでまた改めて

ということで、一応図録としては佐野さんですとか谷さん等の親交のあった方々を  

中心に文章をお寄せいただくということと、豊島さんご自身が書家であった豊島鐘城

さんの元で勉強されていた方で書家としても作品を残しておられます。それから文章も、

それらについてをまとめまして、それに代表作を合せた形であまり大きくはござい 

ませんが、出せればと思っております。 

 

●会長 

  ありがとうございました。  

  そのほかにございませんでしょうか。  

 

●会長 

  よろしければ、これで案件の 2 を終了したいと思います。  

  本日の案件は全て終了しましたが、委員の皆様から何かフリーでご意見、コメント等

あればお話いただけますでしょうか。  
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●委員 

  1、2 か月前だと思いますが、八仙の酒蔵の 2 階を使ってアート展をやっていた団体が

ありましたが、こういうスペースを生かしはじめているのを見て大変共感しました。

美術館という 1 つの建物の中以外にも、市民があるいはアーティストたちがアート展開

できる、そういう空間やそういうコートをもっともっと見出すことも、もしかしたら

八戸の美術の活性化ということにつながってくる、これは美術館の役割とは違うかも

知れませんが、まちづくりのほうかも知れませんが何か踏み出すためのヒントとして

一緒にやっていければ良いと感じました。  

 

●会長 

  同感です。その案は素晴らしい企画だったと感じております。  

  そのほかにございませんでしょうか。  

 

●事務局 

  今の話に関しまして実際に主体で動いたのが、八戸短大にいる芸大を終わってきた

先生方が中心になって立ち上げてやりました。美術館との関わりの中でも、八戸短大の

先生方が子どもたちに美術教育をという視点で動いている部分も実はあります。アート

イズと言いまして、年間通して子供たちに様々な美術に触れさせながら造形教育を 

行っておりますが、その一端を新年度美術館の会場でもいわゆるアートイズを展開 

してもらうということで連携をとって話を進めている最中です。今までは、夏休み  

だとか冬休みにワークショップを無造作に開催していましたが、これからは美術館の

展示に合わせて、本来子供たちが美術館の中の展示作品を観て、それらからインスピ

レーションを起こしたものを造形教育に結びつけるという活用を今までしてこなかった

ので、それを短大の先生方と一緒に毎月 1 回でもここでやろうかということで話が  

進んでおります。27 年度の計画は展覧会の計画しか載せておりませんが、一方でその

ような教育普及計画を若い先生方が来てくれたことでできるというような面もできて

きておりますので、ご報告いたします。  

 

●会長 

  非常に楽しみなことだと思います。1 月に 1 回というのはすごいですね。なかなか

大変なことだと思います。 

 

●委員 

  それに付随してですが、小学校とか中学校、特に小学校では図画の時間が削減されて

いますので、その中で出前でできるというのはすごく良いでしょうし、今行われている

学校教育の中で触れられるものというのは、どのような感じなのか、担当する先生方の

幅の広さにもよるとは思いますが、去年、一昨年、その前だったかも知れませんが、

青森県立美術館で旅するムサビという、美術大学の 1 つが移動してきて県立美術館と

一緒になって、そこに夏休みに部活や親子連れという形で、すごく遠いところにある

美術館ですが、機会を作っていると、そういうところでもやはり今、八戸の美術館も
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試行されているところで、良いことの 1 つだと思いました。たくさん感じている子ども

たちや親子もたくさんいると思います。 

 

●委員 

  中学校で今年、第 51 回の生徒美術展をやったのですが、版画がどんどんなくなって

いまして、ほとんど 0 に近い状況です。分野別に審査していましたが、版画という   

ものが審査対象にできない状態です。それは時間数の関係、 1 時間で完結しなければ

ならない教材に移り変わらざるを得ないので、彫刻とか版画とかがどんどん削られて

います。デザインのほうがかなり多くなってきています。そのような中で、お礼も   

含めてですが、岩合さんの展覧会に合わせて美術館のほうから事前に、春の段階で  

中学校の美術研究会に紹介していただいて、「ねこ」という 1 つのテーマ性を持って  

1 年間制作、テーマから追っていく制作ということでやってみようと、集った作品を

岩合さんの展覧会と生徒美術展の期間が合ったので、そこで 1 コーナー設けてやり  

ました。それに対して市民の方々それに気が付いて、「美術館でもやっていますが関係

ありますか」と聞かれ、「実はそうなんです」と答えて、それはそれで楽しかったと。

岩合さんのはもちろん写真が中心ですが、生徒美術展は「ねこ」というテーマで様々な

表現方法を行ったので、そのような関わり方も学校教育と美術館と関わる、あるいは

外の団体とも関わると、移動ムサビのような大きなものはまた少し難しいですが、  

そのような関わりがこれから必要になってくるだろうということは感じます。教室の

中で完結できるのは難しいと思います。  

 

●会長 

  ありがとうございます。 

奥山先生、小学校の立場で何かございますか。  

 

●委員 

  今の時間数との関係で言うと、確かに様々な素材に触れるだとか、感性を新たに  

するような造形作品に触れることが難しくなってきているのではないかという感じが

します。私は図工研究会にも入っていますが、年間、高学年なんかは 50 時間の中で  

四つ切の絵に取り組むと、低学年であればすぐに描けますが、高学年だとそれだけで

10 数時間かかります。そして冬になったら版画だと、それもやはり 10 数時間かかり

ます。そうすると、50 時間の中の 10 数時間、10 数時間で、もう後は本当に少ししか

ない状態で、例えば素材探しに出かけようだとか、どこかの空気を感じて造形的な  

遊びをしてみようだとか、そのような余裕がなくなってきて、キット的な出来上がり

のようなものを作ってみようかということで、せっかくの造形教育からいくと少し 

寂しい感じのものになっているということが今の現状で、先ほど戸来先生が仰られた

ように何かそこに新たのもの、例えばねことかそのようなことでの視点を設けて少し

でも我々教師側のほうでも刺激を与えるようなことをしなければ、図工や美術の関心が

遠ざかっていくような感じがして、何か作れば良いという感じになれば少し寂しい 

ものになっていくのではないかということで、非常に先ほどの提案、美術館が展示  
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しているものに関連させて子どもの造形教育を発展させていこうということは非常に

ありがたいと思いますが、そこに実現するための様々なクリアしなければならない 

問題はたくさんあると思いながら、例えば輸送であるとか、時間の関係もありますし、

行って帰るまで全部図工の時間で取ったら、それだけで何時間も授業時間を消化される

ということで、その辺りも上手く組み合わせながらやっていかなければ駄目なのだと

思って聞いていました。何とかそのようなものを上手く活用して子どもたちの造形 

教育に結びつけていければ良いと思いました。  

 

●会長 

  ありがとうございました。  

何か今の話は、美術館の新しい関わり方へのヒントみたいなものがたくさん入って

いたと強く感じました。 

  そのほかにございませんでしょうか。  

 

●副会長 

  昨年でしたか、大嶋さんと一緒に小中野小学校の写真を撮らせていただきましたが、

古い中にすごく良いものがそのまま使わないで残っているものもたくさんありました。

建物自体もすごく良いです。天井に方向示す何かがありましたが、あのようなものは

子どもたちは見ていない、見られない場所にあります。あのようなものを私たちが、

そのようなものもあるなと、そのようなものを例えば美術館の方々と行って、子ども

たちの目に触れるとか普段から接するようなものにそのようなものをしていけるのも

学芸員の方が見つけてあげて、生徒もですが、周りの先生方がそのような雰囲気に  

なってもらわないと子どもたちがそこにいかないかと思いまして、まず美術館の方々

とかわかっている方々が見て、先生方に話をしてくれる機会を作ってもらうような 

ことを少し増やしていければと思います。随分珍しいものもあって、私は小中野小学校

卒業なので、行って見てすごいものがあったのだと、鉄筋コンクリートの階段なんかも、

大人になってみないと価値がわからないものがあると思います。そこを子どもたちに

教えていくということも出来るのかと思います。先ほど先生が仰ったみたいな、後々

著名になった松下さんのものなんかもなぜ大事なのかということもきっと子どもたちも

わかってくると思います。 

 

●会長 

  ありがとうございます。 

子どもの想像性の教育を推進する上で、非常に貴重な意見だったと思います。  

  そのほかにございませんでしょうか。  

 

●会長 

  もしよろしければ、本日はこれで終了とさせていただきたいと思います。  

それでは事務局にお返しいたします。  
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●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、以上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。  


