平成 26 年度
事業報告書
自

平成 26 年 4 月 1 日

至

平成 27 年 3 月 31 日

〒703-8256

岡山市中区浜二丁目 1 番 32 号

公益財団法人 両備文化振興財団

平成 26 年度事業報告
自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 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

本 館

分 館

月 計

4月

1698（104）

889（80）

2587（95）

5月

2305（116）

1537（86）

3842（102）

6月

1479（122）

1033（125）

2512（123）

7月

1493（135）

776（74）

2269（105）

8月

1755（120）

988（110）

2743（116）

9月

1702（127）

1122（136）

2824（130）

10月

1865（100）

1684（124）

3549（110）

11月

2592（109）

1658（94）

4250（103）

12月

846（115）

414（86）

1260（104）

1月

859（110）

841（129）

1700（118）

2月

1092（105）

803（136）

1895（116）

3月

1665（108）

724（98）

2389（105）

合 計

19,351

12,038

31,820

前年比(％)

113

2 范曽美術館
范曽美術館
2 月 20 日（金）～22 日（日）418 名

100

109

Ⅱ 作品の収集
1 竹久夢二関連の作品・資料
① 購入 肉筆画 1 点、遺品（本）1 点、エハガキ 5 点
② 寄贈 雑誌 1 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

生誕 130 年展関連事業の実施状況

・路面電車 KURO による「KURO×夢二」電車の製作
・夢二夜会電車「夜の美術館・後楽園散策、夢二夜会電車のセット企画」の運行
夏：MOMO： 8 月 8 日,12 日,22 日

秋：KURO：11 月 4 日,8 日,15 日

・岡電路線バスに生誕 130 年記念車両 3 両を導入
・ニッコー観光バス㈱に ラッピング「夢二バス」2 台を製作
・髙島屋巡回展「ベル・エポックを生きた夢二とロートレック」計 126,486 名入場
◆京都髙島屋 8 月 27 日（水）～9 月 8 日（月）32,640 名
◆岡山髙島屋 9 月 11 日（木）～9 月 23 日（火・祝）16,102 名
◆日本橋髙島屋 9 月 26 日（金）～10 月 6 日（月）29,390 名
◆横浜髙島屋 10 月 15 日（水）～10 月 27 日（月）48,354 名
・手描き京友禅による着物製作《立田姫》
《秋のいこい》
《加茂川》 （製作（株）千
總、髙島屋所蔵）
・生誕 130 年記念パネルディスカッション「竹久夢二、未来へのメッセージ」
9 月 13 日 於さん太ホール（水戸岡鋭治氏、こども学芸員、館長）約 300 名参加
・スーパー観光ガイド・崎原真弓の松香ツアー
9 月 19 日、10 月 8 日「秋の牛窓と夢二のルーツにふれる旅」
・岡山後楽園・夢二郷土美術館 130 年記念共通チケットの販売（¥880）
8 月 1 日～31 日 約 150 名の利用
※5 月 5 日、8 月 8 日、12、22 日、9 月 14 日、11 月 4 日、8 日、15 日は夜間特別開館

2 特別展の出品状況
① 夢二郷土美術館
・
「生誕 130 年 竹久夢二展 ベル・エポックを生きた夢二とロートレック」
に 146 点
② 両備文化振興財団

・小野竹喬《雨霽》一幅
笠岡市立竹喬美術館「新発見、再発見の竹喬」展に出品
・三宅克己《ロスアンゼルス市旅館の中庭》等 11 点
徳島県立近代美術館
「生誕 140 年・没後 60 年記念 水彩表現の開拓者 三宅克己回顧展」に出品
・国吉康雄《蛸》
《葡萄》2 点
岡山シティミュージアム
「アメリカ国立美術館回顧展壮行記念 ヤスオ國吉」展に出品
3 企画展・特別展等の開催
① 夢二郷土美術館 本館
平成 26 年（3 月 18 日）～6 月 1 日

「夢二の愛した女たち」

平成 26 年 6 月 3 日～8 月 31 日

「夢二の愛した子どもたち」

平成 26 年 9 月 2 日～12 月 7 日

「夢二の愛した日本」

平成 26 年 12 月 9 日～平成 27 年 3 月 15 日
「松田基コレクション 夢二名品展 特別公開 民藝に関わった作家たち」
② 夢二郷土美術館 分館（夢二生家・少年山荘）
平成 26 年 4 月 5 日～5 月 11 日

「端午の節句」

平成 26 年 7 月 6 日～8 月 7 日

「七夕」

平成 26 年 10 月下旬～11 月中旬

「重陽の節句」

平成 27 年 1 月 2 日～1 月 14 日

「正月」

平成 27 年 2 月 8 日～3 月 8 日

「ひな祭り」

4 広報活動
① 掲載記事等
JTB パブリッシング

るるぶ観光データベース掲載

農協新聞

夢二生家「ひな祭り」掲載

HUGHUG

企画展「夢二の愛した女たち」掲載

山陽新聞

生家への椿植樹についての記事掲載

読売新聞

生家への椿植樹についての記事掲載

毎日新聞

生家への椿植樹についての記事掲載

山陽新聞レディア

イベント「こども Day」掲載

近畿日本ツーリスト

教育旅行パンフレットへの掲載

山陽新聞レディア

館紹介の基本情報掲載

山陽新聞

「新聞づくり教室＆バスツアー」告知掲載

（公財）岡山県郷土文化財団

後楽園専任ボランティアガイド 後楽塾 8 期生卒業記念ガ
イドに写真掲載

岡山リビング新聞

企画展「夢二の愛した女たち」掲載

JTB パブリッシング

「タビハナ」に基本情報掲載

(株)ビザビ

「タウン情報おかやま」に基本情報、画像掲載

読売新聞

大阪本社「気流」コラムに夢二と椿の話題掲載

ビザビリレーションズ

「タウン情報おかやま」に企画展「夢二の愛したこどもた
ち」掲載

山陽新聞

「夢二の愛した女たち」広告掲載

日本商工会議所

機関誌に 130 年記念髙島屋巡回展の広告掲載

山陽新聞

夢二生誕 130 年紹介記事掲載

（公財）岡山県郷土文化財団

「きび野」に企画展「夢二の愛したこどもたち」掲載

夏ぴあ

基本情報等掲載

NHK 文化センター大阪総支社

web サイトに基本情報掲載

神姫バスツアーズ

募集型企画旅行のパンフレット等に掲載

山陽新聞

「さん太タイムズ」に夢二生誕 130 年紹介記事掲載

JR 西日本

週末のおでかけ情報に「夢二の愛した女たち」掲載

(株)エディターズ

「MAPPLE 観光ガイド」に基本情報掲載

(株)美術年鑑社

H27 年度版年鑑に基本情報掲載

岡山県文化連盟

「さんび」に企画展「夢二の愛したこどもたち」等掲載

(株)アスコン

「ウィンク」7 月号に「夢二の愛したこどもたち」掲載

後楽園

「後楽塾」チラシ掲載

山陽新聞レディア

企画展「夢二の愛したこどもたち」掲載

両備グループ

グループコンテンツ冊子への特典情報掲載

JR 西日本

週末のおでかけ情報に「夢二の愛したこどもたち」掲載

大阪トヨペット

「月刊みてみて」に基本情報掲載

(株)日本旅行

手帳へ基本情報掲載

本四高速(株)

「瀬戸マーレ」に特集記事掲載

山陽新聞

夢二生誕 130 年紹介広告掲載

山陽新聞

「さん太タイムズ」に夢二生家「端午の節句」等掲載

旅行出版社

基本情報掲載

(株)アローズ

日帰りバスツアー企画に情報掲載

山陽新聞レディア

企画展「夢二の愛したこどもたち」関連情報掲載

本四高速(株)

「瀬戸内美術館ネットワーク」に基本情報等掲載

（有）重政印刷

日博協名簿に基本情報掲載

（公財）三鷹芸術文化振興財団 特別展「大正ロマンの恋と文」に基本情報掲示
岡山商工会議所

会報に生誕 130 年情報掲載

（公財）岡山県郷土文化財団

「きび野」に企画展「夢二の愛した日本」掲載

岡山県文化連盟

「さんび」に企画展「夢二の愛した日本」等掲載

生活の友社

「美術館データブック」に基本情報等掲載

山陽新聞

両備フレンズパック「夢二ツアー」広告掲載

山陽新聞レディア

企画展「夢二の愛したこどもたち」掲載

(株)ビザビ

「LILIO」36 号に特集記事掲載

(株)Hyper AD

「東京女子旅倶楽部」に基本情報掲載

山陽新聞

「夢二外遊記」紹介記事に画像掲載

山陽新聞

さん太クラブに「夢二の愛した日本」招待券プレゼント記
事掲載

ベネフィット・ワン

Web サイト等にパートナー企業情報の掲載

岡山県備前県民局

「まちぷら備前岡山」に夢二生家掲載

読売新聞

企画展「夢二の愛した日本」掲載

東京交通新聞

夢二バス記事掲載

山陽新聞レディア

企画展「夢二の愛した日本」掲載

山陽新聞レディア

生誕 130 年記念髙島屋巡回展掲載

オカヤマイーブックス

オカヤマイーブックスにチラシの掲載

(株)ビザビ

企画展「夢二の愛した日本」掲載

アスコン

「wink」に生誕 130 年記念記事掲載

山陽新聞レディア

ギャラリーコンサート掲載

山陽新聞

町ぷら備前岡山紹介記事掲載

昭文社

「まっぷる岡山・倉敷」に基本情報掲載

ビザビリレーションズ

「オセラ」に夢二夜会電車掲載

両備タクシーセンター

リーフレットに基本情報掲載

両備タクシーセンター

「ツーリズム EXPO ジャパン」に基本情報掲示

読売新聞

夢二学会設立記事掲載

やじろべえ株式会社

「るるぶ’15」に基本情報掲載

(株)武揚堂

観光マップへの基本情報掲載

(株)全旅クーポン事業部

「2015 年版総合カタログ」に基本情報掲載

(株)旅行出版

「どこいこ観光関連ガイド」に基本情報掲載

岡山県文化連盟

「さんび」に企画展「松田基コレクション」掲載

(株)ビザビ

「タウン情報おかやま」に企画展「松田基コレクション」
掲載

(株)エディターズ

「家族でおでかけ中国・四国」に基本情報掲載

（公財）岡山県郷土文化財団

「きび野」に企画展「松田基コレクション」掲載

ベネフィットステーション

web サイト等にパートナー企業情報の掲載

日本観光ネットワーク事務局

「旅楽」に企画展「松田基コレクション」掲載

HUGHUG

企画展「松田基コレクション」掲載

山陽新聞折込広告センター

2015 年「Smile」に生家イベント掲載

山陽新聞

さん太クラブに「松田基コレクション」招待券プレゼント
記事掲載

山陽新聞レディア

企画展「松田基コレクション」掲載

プレスシード

「ランプ」に企画展「松田基コレクション」掲載

(株)ビザビ

「タウン情報おかやま」に夢二生家の催し掲載

読売ライフ

美術館情報掲載

オークシード

「月刊プラザ岡山」に企画展「松田基コレクション」掲載

山陽新聞レディア

文化講座「祖父 河井寛次郎を語る」掲載

HUGHUG

企画展「松田基コレクション」掲載

岡山リビング新聞社

「リビング岡山」に掲載

公明新聞

夢二学会設立記事掲載

ライフプランニング

「るるぶドライブ 中国四国」に基本情報掲載

(株)CP8

「ココミル 倉敷 尾道 瀬戸内の島々」に基本情報掲載

(株)ヴァン

「夢二美人に憧れて」に画像掲載

(株)ビザビ

「オセラ」に「松田基コレクション」掲載

HUGHUG

企画展「YUMEJI×KIMONO」掲載

(株)風来堂

「ブルーガイドてくてく歩き」に基本情報掲載

岡山市勤労者サポートプラザ
事務局

平成 27 年度版ガイドブックに基本情報掲載

（公財）岡山県郷土文化財団

「きび野」に企画展「YUMEJI×KIMONO」掲載

岡山県文化連盟

「さんび」に企画展「YUMEJI×KIMONO」掲載

山陽新聞

テーブルコーディネート講座「生活の中で楽しむ民藝」等
の広告掲載

本四高速(株)
JTB パブリッシング

「瀬戸内美術館ネットワーク」に基本情報等掲載
「トヨタレンタカー ロードナビ中国四国 2015」に基本
情報掲載

JR 西日本

週末のおでかけ情報に「松田基コレクション」掲載

山陽新聞

「夢二のきびだんご」記事掲載

山陽新聞

「范曽美術館開館」広告掲載

岡山髙島屋

折り込みチラシに「YUMEJI×KIMONO」掲載

(株)リラックス・コミュニケー
ションズ

web サイト等にパートナー企業情報の掲載

（公財）岡山県郷土文化財団

割引施設一覧表に掲載

HUGHUG

企画展「YUMEJI×KIMONO」掲載

アスコン

「wink」に展「YUMEJI×KIMONO」記事掲載

写真工房アンセル

企画展情報掲載

クエストルーム

「るるぶ瀬戸内海しまなみ海道」に基本情報掲載

プレスシード

「ランプ」に企画展「YUMEJI×KIMONO」掲載

山陽新聞

さん太クラブに「YUMEJI×KIMONO」招待券プレゼント
記事掲載

HUGHUG

企画展「YUMEJI×KIMONO」等掲載

山陽新聞レディア

文化講座「夢二の着物 特別製作のひみつ」掲載

岡山県観光連盟

「教育旅行ガイド」に基本情報掲載

(株)ビザビ

「オセラ」に企画展「YUMEJI×KIMONO」掲載

山陽新聞

「夢二の愛した女たち」掲載（5 回）

山陽新聞

夢二生誕 130 年記念記事

山陽新聞

「ロマン写真館」掲載

読売新聞

「ロマン写真館」掲載

毎日新聞

「ロマン写真館」掲載

朝日新聞

竹久野生氏個展掲載

山陽新聞

竹久野生氏個展掲載

山陽新聞

「博物館の日」プレゼント企画掲載（2 回）

山陽新聞

生誕 130 年記念ツアー広告掲載

山陽新聞

新聞づくり教室・バスツアー広告掲載

山陽新聞

さん太クラブに「夢二の愛したこどもたち」招待券プレゼ
ント掲載

山陽新聞

柳原白蓮コーナー紹介記事掲載

山陽新聞

夢二生家「七夕」掲載

山陽新聞

夢二バス紹介記事掲載

東京新聞

夢二バス紹介記事掲載

山陽新聞

新聞づくり教室・バスツアー掲載

山陽新聞

中学生記者体験記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年記念ツアー広告掲載

山陽新聞

企画展「夢二の愛したこどもたち」掲載（3 回）

山陽新聞

新聞づくり教室・バスツアー募集掲載

山陽新聞

「こども夢二新聞」募集掲載

山陽新聞

新聞づくり教室・バスツアー募集掲載

山陽新聞

「夢二夜会電車」募集広告掲載

山陽新聞

邑久小学校への出張講座記事掲載

山陽新聞

「こども学芸員」特集記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展プレス発表会記事掲載

朝日新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展特集記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年記念グッズ特集記事掲載

山陽新聞

さん太クラブに「生誕 130 年展」招待券プレゼント掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展広告掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展広告掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展広告掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年記念フォーラム記事掲載

山陽新聞

企画展「夢二の愛した日本」掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展広告掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展特集記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展列品解説全 5 回掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展記事掲載

朝日新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展列品解説全 10 回掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年記念フォーラム記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展広告掲載

朝日新聞

生誕 131 年髙島屋巡回展特集記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展特集記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展記事掲載

山陽新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展記事掲載

山陽新聞

企画展「夢二の愛した日本」掲載

山陽新聞

夢二生家生誕記念コンサート掲載

朝日新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展広告掲載

山陽新聞

夢二学会設立記事掲載

日経新聞

夢二学会設立記事掲載

日経新聞

企画展「夢二の愛した日本」掲載

朝日新聞

生誕 130 年髙島屋巡回展記事掲載

山陽新聞

夢二学会設立記事掲載

読売新聞

夢二学会設立記事掲載

山陽新聞

「夢二夜会電車」募集広告掲載

山陽新聞

「夢二夜会電車」募集広告掲載

山陽新聞

「こども夢二新聞」入賞者記事掲載

山陽新聞

「さん太タイムズ」に「こども夢二新聞」入賞者記事掲載

山陽新聞

「こども夢二新聞」作品展示掲載

山陽新聞

「こども夢二新聞」授賞式記事掲載

山陽新聞

中学生記者体験記事掲載

山陽新聞

「松田基コレクション」掲載（6 回）

山陽新聞

新年開館広告掲載

山陽新聞

文化講座「祖父 河井寛次郎を語る」掲載

山陽新聞

夢二特集記事掲載

山陽新聞

夢二生家「お弾き初め会」掲載

山陽新聞

夢二生家「ひな祭り」掲載

山陽新聞

范曽美術館開館広告掲載

山陽新聞

范曽美術館記事掲載

山陽新聞

企画展「YUMEJI×KIMONO」掲載（2 回）

ぴあ

ぴあ J リーグガイド 2014 への掲載

② テレビ・ラジオ放送
テレビ・ラジオ放送
テレビせとうち
MBC ラジオ

「TSC News５」で紹介
モーニングスマイル「明石屋行ってみ大使・食べ大使」
で本館紹介

Oni ビジョン

「竹久野生氏個展」紹介

KSB 瀬戸内海放送

企画展「夢二の愛したこどもたち」紹介

RSK 放送

企画展「夢二の愛したこどもたち」紹介

NHK 岡山放送

「夢二と白蓮」コーナーの紹介

OHK 岡山放送

企画展「夢二の愛したこどもたち」紹介

西日本放送

「シアワセ気分」にて本館・分館紹介

KSB 瀬戸内海放送

「KSB スーパーチャンネル」にて本館・分館紹介

OHK 岡山放送

「OHK スーパーニュース」にて紹介

OHK 岡山放送

「わがまま！気まま！旅気分」にて夢二の紹介

日本放送協会知財センター

「NHK アーカイブス 夢二がドイツで見つめたもの」
再放送

テレビせとうち

「ニュース５」にて紹介

OHK 岡山放送

企画展「松田基コレクション」紹介

NHK エデュケーショナル
RSK ラジオ

「日曜美術館 響き合う絵と詩～竹久夢二の大正ロマ
ン」にて作品等紹介
中四国ライブネット「孤高のマルチアーティスト竹久夢
二」にて紹介

RSK ラジオ

「ごごラジ ViVi ッと！」にて企画展紹介

FM 東広島

「ハッピーモーニングサタデー」にて本館紹介

山陽放送(株)

夢二生家の紹介

岡山エフエム放送

「Fresh Morning OKAYAMA」にて企画展紹介

山陽放送(株)

范曽美術館の紹介

RSK ラジオ

范曽美術館の紹介

OHK 岡山放送

范曽美術館の紹介

NHK 岡山放送

夢二の愛したレシピ集について

RSK ラジオ

「ごごラジ ViVi ッと！」にて企画展
「YUMEJI×KIMONO」紹介

③ ホームページ・ビデオ
ホームページ・ビデオ等
・ビデオ等
(株)ボーダーレス

全国観光アプリ動画

山陽新聞社メディア報道部

「デジタルアーカイブ」動画ニュースで配信

(株)ワイズプロジェクト

BS フジ「全国百線鉄道の旅」

エルフル(株)

加盟店紹介記事作成

(株)ビザビ

岡山観光コンベンション協会 web サイト

瀬戸内ブランドサイトプロジ
ェクト

瀬戸内ブランドサイト作成

(株)K2 コミュニケーションズ

AR アプリ制作参考

瀬戸内市

イベントカレンダーへの基本情報掲載

Biyori

「伝説の岡山」動画撮影

岡山大学放送文化部

「岡大生が行く！路面電車の旅」動画撮影

山陽新聞社メディア報道部

范曽美術館開館ニュース

リョービツアーズ

VisitWestJapan サイト

KSB 瀬戸内海放送

企画展「YUMEJI×KIMONO」をブログで紹介

岡山県観光連盟

「岡山穴場ネット」フェイスブックで配信

5 講演会等
10 月 25 日 瀬戸内市文化祭講座「夢二生誕 130 年を迎えて～夢二とふるさと～」
講師 館長代理 小嶋ひろみ
11 月 22 日 就実大学図書館主催講座「夢二の「生活美術」という夢」
講師 学芸員 子川さつき
11 月 28 日 建部公民館主催講座「夢二の愛した女たち」
講師 学芸員 子川さつき
12 月 5 日 倉敷南ロータリークラブ「祖父 松田基と夢二郷土美術館」
講師 館長代理 小嶋ひろみ
1 月 31 日 学習院生涯学習講座「竹久夢二の新たな魅力」
講師 館長代理 小嶋ひろみ
2 月 24 日 OHK 流通懇話会「竹久夢二の新たな魅力」
講師 館長代理 小嶋ひろみ
2 月 25 日 岡山県博物館協議会 グッズ開発の事例発表
講師 館長代理 小嶋ひろみ
2 月 26 日 岡山北公民館主催講座「夢二の愛した女たち」
講師 学芸員 子川さつき
6 夢二郷土美術館 文化講座
第 41 回 5 月 10 日 「夢二がえがいた「生活美術」という夢」
講師 学芸員 子川さつき
第 42 回 9 月 11 日 「ベルエポックの夢二とロートレック―ボヘミアンから革新者へ」
講師 岡部昌幸氏（帝京大学教授・夢二生誕 130 年展監修者）
第 43 回 1 月 17 日 「祖父 河井寛次郎を語る」
講師 鷺珠江氏（河井寛次郎記念館）
7 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
5 月 15 日～20 日 「竹久野生氏個展」
竹久不二彦氏養女 野生氏の個展を特別展示室で開催
4 月 26 日、27 日（本館）
、28 日（生家）
「ロマン写真館 ―あなたも夢二式の装いに―」講師 ロマン写真館
7 月 27 日～9 月 16 日 第 3 回「こども夢二新聞をつくろう」募集
7 月 27 日
8月2日
9 月 16 日

「新聞づくり教室・バスツアー」講師 山陽新聞読者局記者
「夢二デザインのくるみボタンを作ろう」講師 当館スタッフ
「夢二生誕日記念ギャラリーコンサートとトーク」
大瀧賢一郎氏（テノール歌手）
、館長代理 小嶋ひろみ

2月3日

「テーブルコーディネート教室「生活の中で楽しむ民藝」
」
講師 原のり子氏

② 生家
4月4日

「夢二椿」植樹式

5月3日

「人形劇」

9 月 14 日

「アコーディオンコンサート」

11 月 8 日

「大正琴と津軽三味線の集い」

1 月 10 日

「お弾き初め会」

8 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 1 校 8 名 中学校 10 校 408 名 大学・専門学校 1 校 32 名 計 448 名受入
職場体験 中学校 2 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」
館長代理 小嶋ひろみ、学芸員 子川さつき、学芸員補 内田摩奈美
6 月 5 日 講座「夢二とふるさと」
6 月 12 日 授業「ギャラリートークの作り方」
6 月 27 日 生徒によるギャラリートーク 講評
③第 4 回「こども夢二新聞」募集
147 件の応募から 20 名を選び表彰
10 月 19 日（日）～11 月 3 日（月・祝）にかけ本館と生家で新聞を展示
④第 3 期「こども学芸員
期「こども学芸員」
ども学芸員」
勉強会計 8 回開催
12 月 9 日～「夢二名品展」にて子どもたちの作品解説を展示
3 月 8 日 11:00～、14:00～ 子どもたちによるギャラリートーク
⑤教育メニューフェアへの参加
12 月 18 日 おかやま教育支援活動メニューフェアへ参加
⑥アンケート・問い合わせ等への回答
亘理町立郷土資料館ほか 67 件

9 「夢二学会」
夢二学会」立ち上げ

9 月 27 日 「竹久夢二学会」を立ち上げ。顧問に小嶋光信が就任
理事 帝京大学教授 岡部昌幸、岡山大学教授 鐸木道剛
12 月 12 日 伊香保へのバスツアーを実施。
4/1 現在、会員数 23 名
10 後援・協賛・協力等
（公社）岡山観光コンベンション
協会
古川文子
岡山市経済局観光コンベンショ
ン推進課

クーポンへの参加
博物館情報・メディア論にて夢二の紹介をするため資料
提供
タマサート大学学生を招待

岡山県環境文化部環境企画課

「クールシェアスポット」ステッカー、チラシ配布協力

岡山カルチャーゾーン協議会

街歩きスポットへの割引特典

岡山県観光連盟

地域情報サポーター制度への協力

イオン

イオンカード提示でポストカードプレゼント

岡山大学

フィールドワークの一環として夢二生家の観覧

全国美術館協議会

会員館名簿作成への協力

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入館料割引

せとうち交流プロジェクト

「福島の子どもたちに瀬戸内市を」招待

岡山県立操山中学校

夏季休業期間中の学生のインタビューへの協力

荒川印刷

瀬戸 PA へのスタンプ設置協力

本四高速

せとうち美術館めぐり応援キャンペーンへの参加

岡山県備前県民局地域づくり推

「中国縦断 EV エコドライブグランプリ」チェックポイ

進課

ント対応協力

岡山県備前県民局

「まちぷら備前岡山」への協力

山陽学園大学

教員免許更新教習に協力（招待入館）

両備タクシーセンター

「ここから、瀬戸内」へ夢二タクシープランの提供

岡山電気軌道

「路面電車で行く 岡山後楽園・岡山城・夢二郷土美術
館」への協力

岡山観光コンベンション協会

web サイトへのイベント情報投稿

(株)MAP&NEWS

観光地調査を目的とした取材への対応

(株)リラックス・コミュニケーシ
ョンズ

福利厚生倶楽部等への優待サービス確認への対応

岡山観光コンベンション協会

「第 10 回アジア国際皮革科学技術会議」参加者への解説

OHK 岡山放送

着物ショー「日本の美を愛でる」に協力

岡山県古武道連盟

広告掲載協力

(株)i.JTB

商品販売延長確認への対応

大阪府立中央図書館

生誕 130 年記念展図録寄贈

牛窓観光協会

牛窓デート 2014 に「夢二のふるさと」DVD 貸出

NHK 文化センター広島総支社

2015 年度前期展覧会情報の提供

岡山後楽園

後楽園開園記念日催事への写真提供

両備不動産

会社案内冊子に蝶がかかれた作品画像の提供

ベネフィット・ステーション

割引施設情報確認への対応

岡山県立図書館

「竹久夢二が描く世界」へグッズ展示協力

11 夢二郷土美術館友の会の活動
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

