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・10/29(土)
ミュージアムコンサート

・1/4（水）～1/24（火）

第11回
「わたしのこの一枚」写真展

・2/25(土)
「宝の日」吉野弘さんの詩を読む

・7/2(土)
開館時間延長
ミュージアムコンサート

＜公園内あじさいの時期＞
呈茶（6/25.7/2）

・7/16（土）
特別展ギャラリートーク

・10/1(土)
開館記念日無料開放

・10/8（土）
特別展ギャラリートーク
・10/9（日）
特別展館外ギャラリートーク
（福島　勝常寺ほか）

・10/15(土)
土門拳賞受賞作家
ギャラリートーク

第22回
酒田市土門拳文化賞受賞作品展
芦田英次「『野生魂』最後の記録」

平成28年度　公益財団法人土門拳記念館事業報告書

特別展料金を設定（800円）

主要展示室 企画展示室Ⅰ 企画展示室Ⅱ その他(イベント等）

（3,735人、4月からのカウント449） （1,841人、4月からのカウント449人）

1/5（火）～4/10（日） 1/5（火）～4/10（日） 3/6（日）～4/10（日）

古寺巡礼
モノクローム

勅使河原
蒼風の花

（　　　　　　　　　　8,474人　　　　　　　　　）

・5/3（火）
堤勝雄ギャラリートーク
「土門拳のリアリズム」

・5/4（水）
拳ちゃんこどもまつり

4/13（水）～7/10（日） 4/13（水）～7/10（日） 4/13（水）～7/10（日）

　

ローマ展同時開催
Domon ken

Il Maestro del
Realismo Giapponese

　
―土門拳　日本リアリズムの巨匠―

江東のこども
箱根の森
彫刻と詩Ⅱ

・6/11（土）
藤森武ギャラリートーク
「ローマでの土門拳」

・6/16（木）～6/29（水）
庄内空港3階
土門拳ミニギャラリー展

10/８（土）～12/25（日）

風貌

特別展
土門拳・藤森武
みちのくの仏像

古窯遍歴

第３５回土門拳賞
受賞作品展

山内道雄
『DHAKA2』

7/13（水）～10/5（水） 7/13（水）～10/5（水）

1/4（水）～4/16（日） 1/4（水）～4/16（日） 1/4（水）～3/3（金）

日本人の原像
土門拳

自選作品展 （1,635人）

3/4（土）～4/16（日）

（3月末まで2,930人、4月からのカウント828人） （2,123人）

6

特別展
時代を生きた写真家
濱谷浩と土門拳

ヒロシマ
ナガサキ

（　　　　　　　　　　9,154人　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　5,368人　　　　　　　　　）

第23回酒田市土門拳文化賞受賞作品展
ストラーン久美子「横須賀ブルー」

10/8（土）～12/25（日） 10/８（土）～12/25（日）



  

公益事業１  

 

日本を代表する写真家である、酒田市出身の土門拳の全作品を収蔵・展示する酒田市写

真展示館（土門拳記念館）において、酒田市民をはじめ広く写真愛好者及び美術愛好者に、

土門拳の作品及び関連資料を鑑賞する機会を提供するとともに、土門拳に関する資料の収

集、調査研究と教育普及活動を行う事業を行った。 

 

１ 土門拳作品展示事業   

平成２８年度は、主要展示室、企画展示室Ⅰ、企画展示室Ⅱの３つの展示室ごと

に４回の展示替えを行った。 

冬期間を除き企画ごとのポスター・チラシを配布するとともに、ＨＰ（ＳＮＳ等

含む）、酒田市広報、各種報道機関や地域情報誌を活用し、ＰＲに努めた。 

４月～１１月は、展示替えによる臨時休館を除き無休とし、また、小中学生を年

間通し無料とするなど、来館者の利便を図った。展示期間ごとの作品目録、小学生・

中学生向けの資料、英文パンフレット、建物について詳しく記載した建築概要など

を希望に応じ入館者へ配布した。 

しかし、入館者の減少が大きく、通常展と特別展の入館料バランスや、「土門拳作

品を充実して見たい」「新たな切り口を見たい」などの多様なニーズ、県外客と地元

市民それぞれの期待にどう応えていくか、効果的なＰＲ方法の模索、など今後の課

題が大きい。 

 

① 特別展の開催  

土門拳の写真世界を他の作家と絡めることでより深みと広がりのある展示を

めざし、「時代を生きた写真家 濱谷浩と土門拳展」と「土門拳・藤森武 みち

のくの仏像」を開催。 

入館料 一般 ８００円（２０名以上の団体６５０円） 

    学生 ４００円（２０名以上の団体３００円） 

     

② その他の展示 

 ローマで開催された土門拳写真展に合わせた「土門拳 日本リアリズムの巨匠

展」を始め、土門拳の作品をテーマごとに紹介。 

入館料 一般 ４３０円（２０名以上の団体３７０円） 

    学生 ２１０円（２０名以上の団体１６０円） 

 

（年間展示内容及び各入館者数は一覧を参照） 

 

２ 普及事業等 

 

（１）展示事業にあわせたギャラリートーク等 

 



  

① ギャラリートーク「土門拳のリアリズム」 

・日時：平成２８年５月３日（土）午後３時～４時 

 ・場所：土門拳記念館 主要展示室 

 ・講演者：堤勝雄 

 ・参加者：約４５名 

 

② ギャラリートーク「ローマでの土門拳」 

・日時：平成２８年６月１１日（土）午後３時～４時１５分 

 ・場所：土門拳記念館 企画展示室Ⅱ 

 ・講演者：藤森武 

 ・参加者：約４０名 

 

③ ギャラリートーク「報道写真家の生きた時代」 

・日時：平成２８年７月１６日（土）午後２時～３時１５分 

    ・場所：土門拳記念館 企画展示室Ⅱ 

    ・講演者：多田亞生（元岩波書店 美術書編集長） 

    ・参加者：約４０名 

 

④ ギャラリートーク「みちのくの仏像」 

・日時：平成２８年１０月８日（土）午後２時～３時 

 ・場所：土門拳記念館 主要展示室 

 ・講演者：藤森武 

 ・参加者：約３０名 

 

⑤ 館外ギャラリートーク「藤森先生と行く福島みちのくの仏像」 

・日時：平成２８年１０月９日（日）バスツアー 

 ・場所：勝常寺（福島県湯川村）、恵隆寺（会津板下町） 

 ・講演者：藤森武、ゲスト：牛尾喜道 

 ・参加者：２４名 

 

 

（２）「第３３回拳ちゃんこどもまつり」    

   ①開催日時：５月４日（水・祝）みどりの日  （参加者推定：９００人） 

 

    内 容：・「ちびっこ写真教室」（参加者：２９人） 

         講師：藤森武理事、堤勝雄理事（市内写真愛好家ボランティア協力） 

        ・もしぇのん登場  

        ・昔あそびコーナー（お手玉、おはじき、メンコ、コマ回し） 

        ・よねさんの紙芝居  ・金魚すくい ・風船プレゼント 

        ・５月４日（水）の館内入館者数４１１人 



  

 

②写真コンテスト 

    ・応募点数   ７５点       ・応募者  ２０名 

 

    ・入 賞（特選１名、入選５名、佳作１５名） 

    ・特 選（１名） 

       「まってー！！」       齊藤小雪（酒田市立松陵小学校４年） 

     ・入 選（５名） 

       「ビュン！！」       阿部凌雅（酒田市立十坂小学校３年） 

         「パズル」         小松泰智（酒田市立宮野浦小学校３年） 

         「すくえた！金魚」         松井郁貴（酒田市立泉小学校２年） 

         「かわいい弟」       髙橋琳音（酒田市立南平田小学校６年） 

         「ピース」          髙橋 紬 （酒田市立南平田小学校４年） 

      

      ・表彰式：７月２３日（土）午前１０時 土門拳記念館企画展示室Ⅱ 

      ・入賞作品展示：７月２３日（土）～８月７日（日） エントランス 

  

（３）第１１回写真展「私のこの一枚」展 （期間中入館者：６８３人） 

    市内小学校からも協力を得ながら、市民及び全国各地の写真愛好家から出品され

た１７７点の作品を記念室で展示した。 

    ・展示期間：平成２９年１月４日（水）～１月２４日（火） 

 

（４）ミュージアムコンサート等 

      

① 山形県立酒田光陵高等学校音楽部管弦楽班ナイトミュージアムコンサート 

・日時：平成２８年７月２日（土）午後７時～７時４０分 

 ・場所：土門拳記念館 主要展示室 

 ・演奏者：山形県立酒田光陵高等学校音楽部管弦楽班 

 ・観客数：約６０名 

 

② 筝のしらべ 

・日時：平成２８年１０月２９日（土）午後４時～５時 

・場所：土門拳記念館 主要展示室 

 ・演奏者：沢井筝曲院 伊藤良子、菊池文恵、及川文子 

・観客数：約７５名 

・東北文化の日（１０月２９日、３０日）参加事業 

 

③ 朗読会と書パフォーマンス 

 「『宝の日』土門拳さんの記念館で吉野弘さんの詩を読む」 

  ～「漢字喜遊曲」では書道パフォーマンスと共に～ 



  

・日時：平成２９年２月２５日（土）午後２時～３時 

  ・場所：土門拳記念館 主要展示室 

  ・出演者：阿蘇孝子・本間美智（朗読）、鈴木康之（話）、佐々木正（音楽） 

       渡部美恵子（書道） 

 ・観客数：約１５０名 

 

（５）土門拳ミニギャラリー 

    庄内空港３階ギャラリーにおいて、土門拳の作品１０点を展示し、空港利用者へ

のＰＲを図った。 

    ・展示期間：平成２８年６月１６日（木）～６月２９日（水） 

 

（７）会員の募集について 

  新規会員及び継続会員の募集に努めた。 

  会員の加入状況 

   ・普通会員券（２名まで）  ４３８枚（前年度４２３枚） 

    ・特別会員券（１０名まで）  ３７枚（前年度３６枚） 

 

（８）飯森山公園との連携 

    飯森山公園のあじさいが６月下旬から７月上旬に見ごろであることに伴い、公園

に訪れる方の館内入館を促すため、館内で下記を開催した。 

 

① 楽之会による呈茶 

・日時：平成２８年６月２５日（土）及び７月２日（土） 

・会場：土門拳記念館企画展示室Ⅱ 

 

 

３ 施設管理運営事業 

 

    酒田市教育委員会より指定管理者に指定されていることを受け、「条例」、「包括協定」

並びに「管理運営に関する仕様書」に基づき、酒田市写真展示館の管理・運営及び展

示作品制作について、適正な業務に努めた。 

・指定管理者：公益財団法人土門拳記念館 理事長 髙橋修 

・指定管理料：平成２８年度 ４４,４０９,０００円 

・指定期間 ：平成２８年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

 

４ 原板を含む土門拳作品の整理・保存事業 

 

    収蔵庫の湿温度を管理しながら、引き続き作品の整理と適正な保存に努めた。 

    カラー作品については、プリント作品、原板及び原板から作成した約 2,000 点の代



  

表作品データが収蔵されている。 

    モノクロ作品については、プリント作品のほか、ガラス乾板やモノクロフィルムな

どの原板が収蔵されている。 

         

 

 ＊モノクロフィルムの劣化対策と保存について 

    ビネガーシンドロームによるモノクロ写真原板の劣化対策は、前年に引き続き重要

な課題である。平成２８年度は、６×６及び６×９フィルムを中性紙ネガホルダーに

入れ替えること、及び前年度設置されたクリーンブースで枯らし作業しながら３５ミ

リフィルムを経過観察することが行われた。 

現在はほぼ落ち着いた状況ではあるが、一部の劣化が進んでいるネガについては、引

き続き、丁寧に観察を続ける必要がある。 

 

    ２９年度においては、モノクロ４×５フィルムの状態チェック及び包材交換と、モ

ノクロ３５ミリフィルムのうち特に劣化が認められるものを引き続き観察しながらク

リーンブースによる枯らし作業実施の予定。 

 

    今後の課題 〇より保存に適した特別収蔵庫の空調環境の実現に向けて検討 

          〇モノクロ作品のデジタル化を含め、作品保存について検討 

 

 

  公益事業２  

 

日本を代表する写真家である土門拳を敬して 1981 年に毎日新聞社が創設した「土門拳賞」

と、写真芸術の振興及び奨励に寄与する事を目的にアマチュア写真家を対象として 1994 年に

酒田市が創設した「酒田市土門拳文化賞」、これら二つの受賞作品を展示、収蔵する事業を行

った。 

 

１ 土門拳賞 

（１）第３５回土門拳賞受賞作品展  （期間中入館者：５，３６８人） 

    毎日新聞社主催の土門拳賞（平成２８年３月発表）受賞作品を展示・収蔵。 

    山内道雄『ＤＨＡＫＡ２』 モノクロ１５点カラー３５点、計５０点収蔵 

    ・展示期間：平成２８年１０月８日（土）～１２月２５日（日） 

    ・山内道雄氏によるギャラリートーク 

       ：平成２８年１０月１５日（土）午後２時～３時２０分 

  （参加者：約１５人） 

 

 

２ 酒田市土門拳文化賞 

（１）第２２回酒田市土門拳文化賞受賞作品展（期間中入館者：１，８４１人） 



  

    前年度決定した受賞作品を展示・収蔵。 

    芦田英次「『野生魂』最後の記録」  カラー ３０点 

    他奨励賞３作品を一部額装及びアルバム展示 

    ・展示期間：平成２８年３月６日（日）～４月１０日（日） 

    ・新宿ニコンサロン展示：平成２８年６月１４日（火）～６月２７日（月） 

 

（２）第２３回酒田市土門拳文化賞、公募及び選考等事業（酒田市より受託） 

 

① 第２３回（平成２８年度）の応募者数・入賞者は、次のとおり。 

・応募者数  １３１人（３６都道府県） 

・応募点数  １４３テーマ/ ３,８７９枚 

・選考委員  江成常夫氏、大西みつぐ氏、藤森武氏 

・選 考 会  平成２９年１月１６日（月）（コンファレンス東京） 

・授賞式（市主催）平成２９年３月４日（日）午前１０時 土門拳記念館 

 

② 受賞者 

・酒田市土門拳文化賞 

  ストラーン久美子氏（６１歳） 神奈川県横須賀市 

       「横須賀ブルー ペルリ 164 年目の再上陸を想起する」 （カラー ３０枚組） 

    ・奨励賞（３名） 

      高田 啓一 氏（６８歳）   鳥取県鳥取市 

       「現在（いま）を生きる」 （モノクロ ３０枚組） 

      上出 優之利 氏 （５４歳） 東京都新宿区 

       「モノクロのブルース」  （モノクロ ３０枚組） 

      岡田 治 氏（５７歳）    和歌山県田辺市 

       「お良さん」       （カラー ３０枚組） 

 

③ 受賞作品展  平成２９年３月４日（日）～４月１６日（日） 

           会場：土門拳記念館企画展示室Ⅱ、記念室 

           平成２９年６月６日（火）～６月１９日（月）予定 

           会場：新宿ニコンサロン 

 

 

（３）酒田市土門拳文化賞友の会との連携・協力事業 

 

① 第６回酒田市土門拳文化賞交流会 

歴代受賞者である友の会会員と市内外の写真関係者等が交流を深め、更なる文化賞

事業の発展及び写真文化向上を図ることを目的とし、実施。 

    

＊主催 酒田市・公益財団法人土門拳記念館・酒田市土門拳文化賞友の会 



  

＊写真講評会  期日 平成２９年３月４日 

       会場 酒田市総合文化センター 

講師 江成常夫氏・大西みつぐ氏   参加者 約３０名 

 

 ＊交流会    期日 平成２９年３月４日 

       会場 ホテルイン酒田駅前  参加者 ６６名 

 

② 酒田市土門拳文化賞友の会事業への協力 

 

    ＊酒田市土門拳文化賞受賞者が見た「酒田」写真展 

     門脇徹「酒田周縁」三栖幸生「酒田深景」木村靖子「酒田点描」 

         期日 平成２９年３月３日～６日 

       会場 さかた街なかキャンパス 

主催 酒田市土門拳文化賞友の会 

後援 酒田市、酒田市教育委員会、公益財団法人土門拳記念館 

来場者 約４１０名 

 

 ＊酒田市土門拳文化賞友の会 会報発行及び情報発信等協力 

 

 

  収益事業１  

 

土門拳の作品を、他美術館等の展覧会及びその他の使用へ貸し付ける事業を行った。 

平成２８年度の貸付件数は、６３件。 

   

＊館外での土門拳展（一部個展以外も含む）については、次の通り。 

  

① 写真家土門拳の古寺巡礼展 

 ・会 期 平成２８年４月１６日～６月２６日 

 ・会 場 高梁市成羽美術館（岡山県高梁市） 

 ・作品使用料  1,080,000 円 

 ・資料頒布収入  203,192 円 

 ・相手先（契約） （株）クレヴィス 

 

②  写真家が捉えた「昭和のこども」展 

 土門拳を含む 19 人の写真家による写真展 

 （平成 26 年度から巡回中） 

・会期：会場  

平成２８年 

４月２９日～５月１９日：ＭＵＪＩキャナルシティ博多 



  

６月８日～６月２６日：無印良品 名古屋名鉄百貨店 

７月１日～７月２４日：無印良品 仙台ロフト 

７月２９日～８月１０日：フジフィルムフォトサロン大阪 

９月７日～９月２５日：無印良品 岡山ロッソ 

９月３０日～１０月１６日：無印良品 有楽町 

平成２９年１月２日～２月２６日：四日市市立博物館 

 

・作品使用料  540,000 円（平成 28 年度分） 

  ・相手先（契約） ㈱クレヴィス 

  

    

③  土門拳写真展「昭和のこども」 

 ・会 期 平成２９年３月２１日～６月９日 

 ・会 場 株式会社ノエビア 銀座本社ビルギャラリー1 階 

 ・作品使用料  324,000 円 

 ・相手先（契約） （株）クレヴィス 

  

 

＊これらの貸付のほか、下記の海外での土門拳展に協力した。 

 

① 日伊国交 150 周年記念 

「Il Maestro del Realismo Giapponese  

－土門拳 日本リアリズムの巨匠－」 

・会 期 平成２８年５月２７日～９月１８日（一般公開） 

 ・会 場 アラ・パチス博物館（イタリア・ローマ市） 

・作品数 149 点 

 ・入館者 42,721 人 

 

 

② イタリアＧ７文化大臣会合にあわせた土門拳作品の展示 

・会 期 平成２９年３月３０日～３１日（一般公開） 

 ・会 場 コルシーニ宮殿（イタリア・フィレンツェ市） 

 ・作品数 50 点 

 ・入館者 約 300 人 

  宮田亮平文化庁長官、梅本和義駐イタリア大使ご夫妻が訪問 

 

 収益事業２ 

  

土門拳の写真集や関連書籍、またオリジナルカレンダー「2017 土門拳写真の旅 三徳山三

仏寺」等を館内外（通信販売含む）で販売した。 



  

 

 会議等に関する事項  

 

１ 評議員会及び理事会について 

  平成２８年度の評議員会及び理事会を下記のとおり開催し、全て原案どおり 

同意・承認・可決された。 

 

（１）評議員会 

① 平成２８年度定時評議員会 

・日 時：平成２８年６月２２日（水） 午後１時３０分 

・場 所：ホテルリッチ＆ガーデン酒田 ２階 ストロイエ 

 

・案 件 

 １ 平成２７年度事業報告について 

 ２ 平成２７年度収支決算について 

 ３ 評議員の選任について 

 ４ 監事の選任について 

 ５ その他 

 

  

② 平成２８年度臨時評議員会 

          ・日 時：平成２９年３月２２日（水） 午後１時３０分 

     ・場 所：ホテルリッチ＆ガーデン酒田 ２階 ストロイエ 

     ・案 件 

        １ 報告（１）平成２９年度事業計画について 

        ２ 報告（２）平成２９年度収支予算について 

３  その他 

 

 （２）理事会 

   ① 平成２８年度第１回理事会 

・日 時：平成２８年５月３１日（火）午後３時 

・場 所：酒田市総合文化センター ４階 412 特別室 

・案 件 

  １ 平成２７年度事業報告について 

   ２ 平成２７年度公益財団法人土門拳記念館決算について 

        ３ 平成２８年度定時評議員会の開催について 

      ４ 情報公開審査会委員の選任について 

      ５ （報告）理事長、館長及び学芸担当理事の職務執行状況について 

      ６ その他 

 



  

②  平成２８年度みなし決議に関する理事会 

    ・決議があったとみなされた日：平成２９年１月２４日（火）  

 

    ・案 件 

      １ 平成２９年度展示計画について 

       

                

③  平成２８年度第２回理事会 

          ・日 時：平成２９年３月４日（土） 午後３時 

        ・場 所：ホテルイン酒田駅前 ６階 会議室 

        ・案 件 

          １  職員給与規程の一部改正について 

２ 嘱託職員取扱規程の一部改正について 

３ 日々雇用職員取扱規程の一部改正について 

         ４ 平成２９年度事業計画について 

         ５ 平成２９年度収支予算について 

              ６ 平成２８年度臨時評議員会の開催について 

       ７ （報告）理事長、館長及び学芸担当理事の職務執行状況について 

       ８ その他 

 

 

  ２ 定例監査について 

    ・日 時：平成２８年５月２１日（土）午後２時 

    ・場 所：土門拳記念館 館長室 

 

  ３ 情報公開審査会委員意見交換会について 

    ・日 時：平成２８年７月２８日（水）午前１１時３０分 

    ・場 所：日新開発ビル ６階 第１会議室 

    ・平成２８年度中の情報公開請求 ０件 

 

 

 定款の一部変更に関する事項  

 

１ 平成２８年４月１日より施行 

・定款第１１条第１項の変更（条文の整備によるもの） 

・別表の変更（基本財産の一部処分に伴うもの） 

（平成２８年３月２４日決議、３月２６日、県に電子届出済。） 

 

 

 



  

 登記、届出・報告に関する事項  

 

１ 平成２８年６月２９日 平成２７年度事業報告書を県に電子提出   

 

２ 平成２８年７月７日  

山形地方法務局に、評議員及び監事変更に伴う変更登記申請完了 

 

３ 平成２８年７月２０日 評議員及び監事変更を県に電子届出 

 

４ 平成２９年３月３０日 平成２９年度事業計画書を県に電子提出 

 

 

＊所管 山形県教育庁文化財・生涯学習課 

 

 

   

 


