
 

平成３１年度公益財団法人土門拳記念館事業計画書 

自 平成３１年４月  １  日  

至 平成３２年３月３１日  

１ 事業方針  

    公益財団法人土門拳記念館は、酒田市から指定を受けた指定管理者として酒田市写真展

示館の管理及び運営を行い、それを通じて、土門拳の作品展示を中心に、写真芸術及び地

域文化の向上に寄与する事を目的としています。 

  平成３１年度は、これら目的の実現に向けて次のように取り組みます。 

 

公益事業１ 

概要 

  酒田市写真展示館の入館者数の状況は、ますます厳しい状況が続いている。その中で、

写真家土門拳の残した功績と写真作品の魅力を県内外のより多くの方々に伝えていく努力

を続けていく。 

特別展「昭和を見つめる目 田沼武能と土門拳」展や、土門拳生誕 110 年を意識した企

画展示を開催する。平成 29 年度にリニューアルしたＨＰ等によって、外国船クルーズなど

インバウンドも意識したより効果的な情報発信に努めるとともに、市内宿泊施設や庄内観

光施設との連携、協力による情報発信にも取り組み、入館者数の減少に歯止めをかけ増加

に努めていく。 

  一方、酒田市写真展示館としての専門性を活かして、市民の写真活動を支援する事業を

行い、酒田市民の交流・文化活動の広場として機能する酒田市写真展示館を目指していく

とともに、市全体の充実した写真文化芸術活動に向けた取り組みの一翼を担っていく。 

貴重な写真作品を後世に伝えていくために、現在酒田市が取り組んでいるフィルムの劣

化対策事業に引き続き協力しながら、デジタル化など今後の保存方法も含めた検討を酒田

市と共に進めていく。 

 

１  土門拳作品展示事業   別添展示計画（案）のとおり 

 

①  特別企画展示 

平成が終わる 31 年度。遠くなりつつある昭和、そしてオリンピックで注目される

東京の街をクローズアップする企画として、「昭和を見つめる目 田沼武能と土門

拳」展を開催する。田沼武能作品と土門拳作品を同時に展示することで、より深く

昭和の魅力を際立たせ、時代の匂い、街の生きた景色、人間像を現代に強く伝える

企画とする。 

期間中は特別入館料を設定。 

期間中、関連イベントを開催する。 

5 月 25 日（土）午後 2 時～ 田沼武能「昭和と東京を語る」聞き手：藤森武 



 

②  その他の展示 

・平凡社「別冊太陽 土門拳」をベースにした作品展 

「生誕 110 年 鬼が撮った日本」 

・不朽の名作「古寺巡礼」名作セレクションなど王道を魅せる作品展 

・生誕 110 年を意識して、土門拳の人物像を掘り下げた展示 

 

これらを通して、多様な土門拳の写真世界を捉えることができる展示を行い、酒田

市民をはじめ、全国の写真愛好家に普遍的な土門拳の写真作品の魅力、不世出とい

われる土門拳の功績を紹介していく。 

 

２  普及事業等  

   

① 生誕 110 年関連イベント 

「弟子が語る土門拳 ～土門拳が好きだったもの～」（仮題）講師、堤勝雄 

土門拳が住んでいた家や収集していたもの、性格など、生身の「土門拳」の魅力

を掘り下げる。8 月下旬予定 

 

② 第 36 回拳ちゃんこどもまつり  

単なる公園周辺イベントではなく、こどもたちの写真活動をより活発にする事業

として位置付ける。 

日時 ４月２７日（土）撮影会、写真教室、他 

   後日、キッズカメラマン写真コンテスト、授賞式を実施 

  

③  親子ワークショップの開催  

 地域の子供及び親世代に写真に興味を持ってもらう取組として、公益

社団法人日本写真協会のご協力を得て、親子ワークショップ「ピンホー

ルカメラ体験教室」を開催する。 

日時 ７月２８日（日） 

 

④  写真展「わたしのこの一枚」（第１４回）  

展示期間  平成３２年３月（予定）  

 

⑤  ミュージアムコンサート等の開催 

自然環境とマッチした、素晴らしい土門拳記念館の展示室において開催しているミ

ニコンサートは土門拳の写真作品と音楽・その他の文化との融合として好評を得て

おり、３１年度も継続し開催していく。 

 



・７月６日（土） 開館時間延長、ミュージアムコンサート 

ヴァイオリンの調べ 出演：鈴木崇 

・１０月２６日（土）東北文化の日に合わせてのミュージアムコンサート 

         

・２月予定「『宝の日』土門拳さんの記念館で吉野弘さんの詩を読む」 

 

⑥ 土門拳記念館開館記念日の無料開放 

１０月１日を無料開放とし、酒田市民をはじめ全国の皆さんに、土門拳及び記念館

の魅力を再認識していただく。 

 

⑦ ミニギャラリーの開催 

酒田市役所等、特に市民が多く訪れる場所を利用して土門拳作品を展示し、土門拳

記念館の展示案内等の紹介を行う。 

 

⑧ 会員の募集  

会員へのポイントカード配布を実施し、新規会員及び継続会員の募集に努める。 

 

⑨ 中学生以下の無料化 

 

⑩ 飯森山公園との連携 

公園の紫陽花が咲く時期に合わせ、公園に訪れた方の館内入館を促すため、館内

で楽之会の協力による〈あじさい呈茶〉を開催し、（6 月 29 日、7 月 6 日予定）、公

園と記念館双方の魅力を向上していく。 

 

⑪ 土門拳や土門拳記念館への理解がより深まるための資料を提供 

１、 中学生及び希望者へ、わかりやすい冊子型パンフレットを配布 

２、 インバウンド対策として、外国人向けのパンフレットを準備 

現在下記の８カ国語を窓口で準備及び HP に掲載 

   （英、韓国、中国簡体字、中国繁体字、ロシア、イタリア、フランス、タイ） 

３、 山形ＤＣに関連した事業としてバックヤードツアーを実施し、希望者へ

より詳しく説明する機会を設ける。 

 

⑫  その他  他組織との連携等  

 酒田市文化芸術基本条例に基づき酒田市が進めている、写真を含めた文化芸術全

体を活発化する事業に、拳ちゃんこどもまつりや写真展「わたしのこの一枚」事業

等をとおして参画し、その一翼を担っていく。また、高校生向けワークショップな

ど酒田市が推進する事業へ積極的に参画していくと共に、その他の組織、会議等に

おいても、広く連携を図っていく。 



３  施設管理運営事業  

酒田市写真展示館の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、適正な業務に

努める。 

 

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、整理と適正な保存に努める。  

特に、フィルムの劣化対策と作品保存のためのデジタル化について引き続

き研究と対策検討を酒田市と協力して進めていく。 

また、収蔵作品のデータベース化をより進展したものにする。  

 

 

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」、この 2 つの受賞作品を展示収蔵する

事業。 

 

１  土門拳賞   

 

①  第３８回土門拳賞受賞作品展  

 高橋智史『RESISTANCE カンボジア 屈せざる人びとの願い』（内定） 

日時  ９月２７日（金）～１１月１０日（日） 

期間中、受賞者ギャラリートークを実施  １０月１２日（土）予定 

 

２  酒田市土門拳文化賞   

  

①   前年度から募集中の第２５回酒田市土門拳文化賞顕彰事業に係る作品

の募集継続及び選考と受賞作品の展示等、及び第２６回の募集を酒田市

から受託し適正に行っていく。  

 

②  酒田市土門拳文化賞友の会との連携  

友の会会員活動の支援を通し、市民写真愛好家との交流を広げる。  

酒田市土門拳文化賞２５周年記念写真展への協力  

 

 

 



 収益事業１ 

 土門拳の作品を、他美術館等の展覧会及び出版社やテレビ企画会社等その他へ貸し付け

提供し、土門拳の作品を広く伝える事業を行う。 

 

  収益事業２ 

 土門拳の写真集や関連書籍、オリジナルカレンダーなどを館内外で販売する

事業を行う。    



特別展期間入館料（一般800円）

他期間は通常料金

月

2019

4

5

6

7

8

9
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2020

1

2

3

《備考》
○都合により、作品及び日程の一部を変更することがあります。

○４月～11月10日（予定）は、休まず開館します。

但し、展示替えのための臨時休館日は、次のとおりです。

○2月～3月は、月曜日休館（祝日の場合は、翌日休館）。

○2019年11月11日(月）～2020年2月14日（金）は館内修繕のため全館休館予定です。

詳しくはお問い合わせください。

・３月
第14回「わたしのこの一枚」写真展

　2019年4/17(水)～19(金)、7/16（火）～18(木）、9/24（火）～26（木）

2月15日(土）～4月（中旬） 2月15日(土）～4月（中旬） 2月15日(土）～4月（中旬）
・２月
「『宝の日』土門拳さんの記念館で
吉野弘さんの詩をよむ」

古寺巡礼
執念の第4集、5集

文楽
土門拳

その周囲の人びと

11月11日(月）～2月14日（金）
館内修繕のため休館予定

土門拳　古寺巡礼 高橋智史 第25回酒田市土門拳文化賞 ・10/12(土)
土門拳賞受賞作家ギャラリートーク

名作セレクション 『RESISTANCE　カンボジア 　受賞作品展
屈せざる人びとの願い』 ・10/26(土)ミュージアムコンサート

9/27（金）～11/10（日） 9/27（金）～11/10（日） 9/27（金）～11/10（日） ・10/1(火)
開館記念日無料開放生誕110年 第38回土門拳賞受賞作品展

・6/29（土）7/6（土）
あじさい呈茶

・7/6(土)　開館時間延長
ナイトミュージアムコンサート
ヴァイオリンの調べ　出演：鈴木崇

7/19（金）～9/23（月祝）

生誕110年 ・7/28（日）
夏休み親子ワークショップ
ピンホールカメラ体験教室

土門拳　鬼が撮った日本 ・8月下旬
「弟子が語る土門拳」堤勝雄

・9/29（日）
第25回酒田市土門拳文化賞授賞式

4/20（土）～7/15（月祝） 4/20（土）～7/15（月祝）
・4/27（土）
拳ちゃんこどもまつり

特別展
昭和を見つめる目
田沼武能と土門拳

古寺巡礼
わが仏像10選

・5/25（土）特別展イベント

田沼武能「昭和と東京を語る」

聞き手　藤森武

室生寺
モノクロの光と影

古寺巡礼
伝統の装飾・文様

昭和の手仕事

～4/16（火） ～4/16（火） ～4/16（火）

2019年度　公益財団法人土門拳記念館展示計画

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（予定）


