平成29年度 公益財団法人土門拳記念館事業報告書
≪展示事業及び入館者数一覧≫

特別展料金を設定（800円）
その他の期間は通常料金

月

主要展示室

企画展示室Ⅰ

企画展示室Ⅱ

2017

1/4（水）～4/16（日）

1/4（水）～4/16（日）

3/4（土）～4/16（日）

4

土門拳
自選作品展

800円

風貌

その他

第23回酒田市土門拳文化賞受賞作品展
・4/28（金）
ストラーン久美子
「横須賀ブルー ペルリ164年目の再上陸を 牛尾喜道×藤森武×佐々木広人
わが師、おやじ・土門拳を語る
想起する」

（3,758人、4月からのカウント828人）

（2123人、4月からのカウント828人）

4/20（木）～8/29（火）

4/20（木）～6/18（日）

5

特別展
土門拳と18人の写真家が捉えた
6

・5/27（土）
ねじめ正一「昭和のこどもを語る」

選り抜き
古寺巡礼

・6/1(木）～13（火）
庄内空港ミニギャラリー

「昭和のこども」

・6/14(水）～28（水）
酒田市役所ミニギャラリー

（5,811人）
※６月１９日（月）一部展示替え休館

7

6/20（火）～8/29（火）
（草月創流90周年）

勅使河原蒼風
その人と花

8
前期（4/20～6/18） 5,811人
後期（6/20～8/29） 7,723人
期間合計 13,534人

10

11

鬼の眼
土門拳の仕事

9/1（金）～12/24（日）

第３６回土門拳賞
受賞作品展

梁丞佑（ヤン・スンウー）

・あじさい呈茶（6/24.7/1）
・7/1(土)開館時間延長
ミュージアムコンサート
出演：アンサンブル・ノエル
・7/22(土)
親子ワークショップ
ピンホールカメラ体験教室

（7,723人）

9
9/1（金）～12/24（日）

・4/29（土）
拳ちゃんこどもまつり

9/1（金）～12/24（日）

鬼の眼
土門拳の仕事

・9/16(土)
土門拳賞受賞作家
ギャラリートーク
・10/1(日)
開館記念日無料開放

・10/1（日）～10/22（日）
第12回
「わたしのこの一枚」写真展
(2,452人）
（第二会場） ・10/28(土)
ミュージアムコンサート
出演：YOSHIKO with JAZZ

「新宿迷子」
12
（8,831人）
2018

1

2

1/4（木）～4/15（日）

歳時記

1/4（木）～4/15（日）

ぼくと酒田

1/4（木）～3/2（金）

荻原守衛
（1,173人）
3/3（土）～4/15（日）

3

第24回酒田市土門拳文化賞受賞作品展
（3,193人、3月までのカウント2,497人）

※（ ）内の数字は、各期間ごとの入館者数

（2,020人、3月のみのカウント1,324人）

・2/24（土）吉野弘の詩朗読会

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２９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。
冬期間も含め企画ごとのポスター・チラシを配布するとともに、リニューアルし
た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、外国語（８カ国語対応）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。
① 特別展の開催
土門拳をはじめとした昭和を代表する写真家１９人が捉えた「昭和のこども」
を開催。戦前から高度成長期にかけてのこどもたちの姿が各作家の視点で撮られ
た作品群を、途中一回の展示替えを実施して展示した。世代を問わず、多くの方々
に写真の魅力を伝えた。
入館料

一般
学生

８００円（２０名以上の団体６５０円）
４００円（２０名以上の団体３００円）

② その他の展示
平成２８年に刊行された写真集「鬼の眼 土門拳の仕事」にあわせて構成した
展示をはじめ、多様な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）ギャラリートーク等
① トークイベント「我が師・おやじ・土門拳を語る」
・日時：平成２９年４月２８日（金）午後３時～４時４０分

・会場：土門拳記念館 企画展示室Ⅱ
・出演者：牛尾喜道×藤森武×佐々木広人（アサヒカメラ編集長）
・参加者：約３５名
② 特別展トークイベント「作家 ねじめ正一 昭和のこどもを語る」
・日時：平成２９年５月２７日（土）午後２時～３時
・会場：土門拳記念館 主要展示室
・講演者：ねじめ正一
・参加者：約６０名
（２）
「第３４回拳ちゃんこどもまつり」
・開催日時：４月２９日（土・祝）昭和の日

（参加者推定：４５０人）

・会場：土門拳記念館・飯森山公園（雨天のため一部縮小し、館内実施）
・内容：・「こども写真教室」（参加者：３０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）
・酒田市公認マスコットキャラクターもしぇのん・あののん登場
・撮影コーナー「はい、チーズ」 ・スタンプラリー
・フィリップさんとダンスパフォーマンス
・昔あそびコーナー ・よねさんの紙芝居 ・風船プレゼント
・４月２９日の館内入館者数２４４人
・こどもまつり写真コンテスト（対象・中学生以下）
・応募点数 ７０点 （２０人）
・入

賞（特選１名、入選５名、佳作１１名、チャレンジ賞３名）

・表彰式：７月２９日（土）午前１０時 土門拳記念館記念室
・入賞作品展示：７月２９日（土）～８月１４日（月） エントランス
（３）親子ワークショップ「ピンホールカメラ体験教室」
（協力：公益社団法人日本写真協会）
・日時：平成２９年７月２２日（土）
① 午前９時３０分～１２時
② 午後１時～３時３０分
・会場：酒田市総合文化センター310（明室）、理科実験室（暗室）

・内容：ピンホールカメラ（箱）組立、写真撮影、現像、プリントを体験
・参加者：午前・午後の回、あわせて親子３９組
・完成プリントの展示：７月２８日（金）～８月１３日（日）エントランス

（４）第１２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２３９点の作品を記念室で展示した。
・展示期間：平成２９年１０月１日（日）～１０月２２日（日）
（５）ミュージアムコンサート等
① ナイトミュージアムコンサート 初夏の星降る夜
・日時：平成２９年７月１日（土）午後７時～７時４０分
・会場：土門拳記念館 主要展示室
・出演者：髙橋真理子（ソプラノ）、菅紀子（フルート）
鈴木信哉（チェロ）、鈴木布美子（ピアノ）
・参加者：９４名
② 秋のミュージアムコンサート「AUTUMN JAZZ LIVE」
・日時：平成２９年１０月２８日（土）午後４時～４時４０分
・会場：土門拳記念館 主要展示室
・出演者：YOSHIKO with JAZZ FRIENDS
・参加者：約８５名
・東北文化の日（１０月２８日、２９日）参加事業
③ 朗読会
「『宝の日』土門拳さんの記念館で吉野弘さんの詩を読む」
・日時：平成３０年２月２４日（土）午後２時～３時１５分
・会場：土門拳記念館 企画展示室Ⅱ
・出演者：阿蘇孝子・本間美智（朗読）、鈴木康之（話）、
佐々木正（ギター）、万里小路譲（フルート・サックス）
・参加者：約４０名
（６）土門拳ミニギャラリー
館外無料施設で土門拳作品１０点を展示し、一般市民や空港利用者へのＰＲを図
った。
①

日時：平成２９年６月１日（木）～６月１４日（水）
会場：庄内空港３階ギャラリー

②

日時：平成２９年６月１４日（木）～６月２８日（水）
会場：酒田市役所１階フリースペース

（７）会員の募集について
ポイントカードを新たに作り、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）
４１０枚（前年度４３８枚）
・特別会員券（１０名まで）
３７枚（前年度３７枚）
（８）飯森山公園との連携
当館事業（こどもまつり）と公園事業を同日に開催するなどの連携を行った。ま
た、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。
楽之会による呈茶
・日時：平成２９年６月２４日（土）及び７月１日（土）
・会場：土門拳記念館企画展示室Ⅱ
（９）その他
① 希望ホールとの連携・協力
（平成２９年１２月３日、希望ホール「土門さんとワタシ」協力）
希望ホール自主事業プレイベント「鈴木ユキオ 土門拳記念館で踊る」
・日時：平成２９年９月９日（土）午後５時４５分～午後７時
・会場：土門拳記念館中庭
・参加者：４７名
② 他組織との連携等
・酒田交流おもてなし市民会議への参加
・酒田市・本間美術館連絡協議会への参加
・庄内ミュージアム連携会議への参加
平成２９年１２月２１日「庄内ミュージアムシンポジウム」
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２９年度 ４４,４０９,０００円
・指定期間

４

：平成２８年４月１日～平成３２年３月３１日（５年間）

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。
＊写真原板（フィルム・ポジ）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、引き続き重要な課題
である。平成２９年度は、４×５モノクロフィルムを中性紙ネガホルダーに入れ替え
ること、及び平成２７年度に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。３０年度は引き続き４×５カラ－ポジの
入れ替えを実施する。
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。
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３６回土門拳賞受賞作品展
毎日新聞社主催の土門拳賞（平成２９年３月発表）受賞作品を展示・収蔵。
梁丞佑『新宿迷子』 モノクロ５０点収蔵
・展示期間：平成２９年９月１日（金）～１２月２４日（日）
・受賞者によるギャラリートーク：
平成２９年９月１６日（土）午後２時～３時
（参加者：約３０人）

２

酒田市土門拳文化賞
（１）第２３回酒田市土門拳文化賞受賞作品展
前年度決定した受賞作品を展示・収蔵。
ストラーン久美子「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２９年３月４日（土）～４月１６日（日）
・新宿ニコンサロン展示：平成２９年６月６日（火）～６月１９日（月）

（２）第２４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２４回（平成２９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
１４６テーマ／３,９２３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３０年１月１５日（月）（コンファレンス東京）
・授賞式（市主催）平成３０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
石津 武史 氏（７４歳） 奈良県北葛城郡王寺町
「「俺は負けない！」終の住処で…」 （モノクロ
・奨励賞（３名）

３０枚組）

平野 君子 氏（７６歳） 神奈川県相模原市
「命のうた 響き合うリズム」
（カラー ３０枚組）
上原 ゆうこ 氏 （６８歳） 宮崎県宮崎市
「里山の守人たち」
（カラー ３０枚組）
清水 匡 氏（４７歳）
千葉県船橋市
「Children at Risk」
（カラー ３０枚組）
③ 受賞作品展

今後の予定

平成３０年３月３日（日）～４月１５日（日）
会場：土門拳記念館企画展示室Ⅱ、記念室
平成 30 年 6 月 5 日（火）～ 6 月 11 日（月） ニコンプラザ新宿
平成 30 年 11 月 29 日（木）～12 月 5 日（月） ニコンプラザ大阪

（３）酒田市土門拳文化賞友の会との連携・協力事業
① 第７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 酒田市土門拳文化賞友の会 ＊共催 酒田市・公益財団法人土門拳記念館
＊写真講評会 期日 平成３０年３月３日
会場 酒田市総合文化センター
講師 江成常夫氏
参加者 約３０名
＊交流会

期日 平成３０年３月３日
会場 ホテルイン酒田駅前

参加者

５５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歴代受賞者写真展
中村邦夫「ヤギ爺」松本鶴子「黒森歌舞伎」姫崎由美「時間（とき）の贈り物」
期日 平成３０年３月２日～５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 ４２２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２９年度の貸付件数は、６３件。
＊今年度、館外での土門拳展は 0 件。
＊単行本の発刊 2017.11 月 ポプラ新書（ポプラ社）
都築政昭著「土門拳の写真撮影入門」（近代文芸社刊の新書判）
収益事業２
土門拳の写真集や関連書籍、クリアファイルなどのグッズ等を館内外（通信販売含む）で
販売した。
・平成 29 年度に制作販売したオリジナルカレンダー「2018 土門拳写真の旅 高雄神護寺・
栂尾高山寺」は、第 69 回全国カレンダー展（（一社）日本印刷産業連合会・フジサンケイ

ビジネスアイ主催）で、全国最優秀賞にあたる経済産業大臣賞（第３部門
した。

金賞）を受賞

・平成２９年度は、新たに土門拳写真集及びオリジナルグッズを「酒田市ふるさと納税」
に５種類登録した。２９年１０月～３０年３月まで、１２件の返礼品申し込みがあった。
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２９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２９年度定時評議員会
・日 時：平成２９年６月２２日（木）
・場 所：ホテルリッチ＆ガーデン酒田
・案

件
１
２
３
４
４

平成２８年度事業報告について
平成２８年度収支決算について
評議員の選任について
理事の選任について
監事の選任について

５

その他

午後１時３０分
１階 スカンジナビア

② 平成２９年度臨時評議員会
・日 時：平成３０年３月２３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３０年度事業計画について
２ 報告（２）平成３０年度収支予算について
３ その他
（２）理事会
① 平成２９年度第１回理事会
・日 時：平成２９年５月２６日（金）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２８年度事業報告について

２ 平成２８年度収支決算について
３ 平成２９年度定時評議員会の開催について
４
５
６

情報公開審査会委員の選任について
（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
その他

② 平成２９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６月２８日
・案

件

１ 理事長の選任について
２ 館長理事の選任について
３

学芸担当理事の選任について

③ 平成２９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１２月２４日
・案

件
１

④

平成３０年度展示計画について

平成２９年度第２回理事会
・日 時：平成３０年３月３日（土）
・場 所：ホテルイン酒田駅前 ６階

午後３時
会議室

・案 件
１ 職員給与規程の一部改正について
２ 平成３０年度事業計画について
３ 平成３０年度収支予算について
４ 平成２９年度臨時評議員会の開催について
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 定例監査について
・日
・場

時：平成２９年５月１７日（水）午後２時
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２９年７月２７日（木）午前１１時３０分
・場 所：土門拳記念館 館長室
・平成２９年度中の情報公開請求 ０件

登記、届出・報告に関する事項
１ 平成２９年６月２７日

平成２８年度事業報告書を県に電子提出

２ 平成２９年７月５日
山形地方法務局に、評議員、理事、及び監事変更に伴う変更登記申請完了
３ 平成２９年７月３０日

評議員、理事、及び監事変更を県に電子届出

４ 平成２９年９月５日
法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査（山形県）
結果は特段問題無
５ 平成３０年３月２９日

平成３０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

