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     土曜フォーラムの報告 

当 NPO の主催、杉並区の協賛などで開催しました土曜フォーラム

について下記、結果報告です。 

(平成20年9月から主に杉並区のセンターにてフォーラムを開催しました) 

■第 1回・9月 13日 於：杉並区産業商工会館（南阿佐ヶ谷） 

 講師：谷岡 清 (当 NPO理事長） 

『美術を楽しむ講座』--日本美術史にみる東西文化交流の面白さ 

講座Ⅰ：・縄文人もびっくり･･・稲作と金属器（ハイテク）を携え

て弥生人がやってきた 

・砂漠を越え海を渡って仏教伝来・・・100 年かかったお釈迦

様の来日 

■第 2回 9月 20日 於：杉並区産業商工会館（南阿佐ヶ谷） 

講師：谷岡 清 （当 NPO理事長） 

『美術を楽しむ講座』Ⅱ：・奈良まで吹いたｼﾙｸﾛｰﾄﾞの風・・・

大仏の建立と世界の宝庫正倉院の宝物 

・雅を極めた美の世界・・・栄華を誇った平安貴族たちが見た

天国と地獄 

■第 3回 10月 11日 於：杉並区産業商工会館（南阿佐ヶ谷） 

講師：谷岡 清 （当 NPO理事長） 

『美術を楽しむ講座』Ⅲ：・水墨画は禅宗とともに・・・禅僧が心遊

ばせた理想の宇宙水墨山水画  

・西から飛んできた鉄砲の玉・・・一丁の鉄砲が運んだ南蛮文

化と洋風画の奇想天外 

■第 4回 10月 18日 於：杉並区産業商工会館（南阿佐ヶ谷） 

講師：谷岡 清 （当 NPO理事長） 

『美術を楽しむ講座』Ⅳ：・ヨーロッパに吹き荒れた“磁器あら

し”・・・マイセンは柿右衛門のそっくりさん 

・モネもゴッホもマネした日本の浮世絵・・・印象派の画家たち

が夢に描いた理想郷 

■第 5回 11月 1日 於：ギャラリー遊美 （荻窪南） 

講師：下山静香『ピアノコンサート』：印象派時代の音楽と異国 

趣味（オリエンタリズム・スペイン趣味）ドビッシー、フォーレ、 

ラヴェル、シャブリエ他 

■第 6回 12月 6日 於：杉並区産業商工会館 （南阿佐ヶ谷） 

講師：武者小路篤信 （銀座・ギャラリー武者小路・代表） 

『我が祖父・武者小路実篤』：楽しいエピソードを語る実篤像 

 

 

現在会員数:68名（協賛 5社）

含） 

【杉並区教育委員会・学校へ提案結果】 
杉並区教育委員会を紹介してもらい、最初杉並 

中学校の美術関係の教師集会に名画貸不の説明 

のため出席しました。次に小学校の図画工作関

連の先生の集会に出席し、名画貸不の説明をさ

せていただきました。双方の集会共、当 NPO の

趣旨に賛同されるも、実際に自分の学校の空き 

教室などに簡易的な美術館を作るとなると、各

担当教員への事務量や交渉ごとの増加が予想さ

れます。現在でも各教諭は諸般の仕事で手が一

杯のためか進んでこのような付加的な業務を取

り入れる先生が尐なかったように思われる。結

果的に質問は 1 件、実際に学校に取り入れてみ

たい提案は 0 件でした。これを分析すると前述

のように一般の先生の負荷を増やす方法では浸

透して行かない事が想像されます。従って方針

を転換して我々NPO 会員が具体的な名画貸不行

動に出て行かないと難しい事が分かりました。

次期には、是非仲間の中から具体的行動が出来

る有志を募って各学校に提案活動をする実動部

隊の人選が必要と感じられました。 

 

    

             理事長 谷岡 清 

会員の皆様 ますます 

ご活躍のこととお慶び申し上げ 

ます。当 NPO 協会も発足して 

一年になろうとしています。 

未曾有の丌況下、社会情勢が 

慌ただしく変化している昨今, 

当協会も財政的に苦戦を強い 

られています。昨年は、土曜フォーラムの美

術講演やピアノ会の開催などの活動はしてき

ましたが、残念ながら、まだまだ十分な成果

とはいえません。 

ここに新しい年度を迎えるに当たり、理事

および事務局一同、いっそう充実した活動を

目指す所存でおりますので、会員の皆様のさ

らなるご理解、ご支援を賜りますよう心から

お願い申し上げます。 

 

 

ご 挨拶  

 

杉並区宮前小学校の学校美術館の例⇒  

会
報 
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【編集後記】事務局長のひとりごと!! 

 
 

 

■NPO発足企画 

賛同者の募集、約款の編集、予算の編成、申請書作成 

都庁へ書類提出。 

法人の認可。 

■第 1期報告（H20.2.20～3.31） 

   ・説明パンフレット制作・入会案内制作・会員証制作 

・3月 13日（木）第一回理事会開催 

・遠藤理事の提案で池田町立美術館との連携の案件 

・音楽財団への資料提供 

■第 2期報告（H20.4.1～H21.3.31） 

・全日本社会貢献団体機構へ助成申し込み ⇒ 結果選外 

・トヨタ芸術環境 KAIZENプロジェクト応募 ⇒ 結果選外 

・5月 20日（火） 

産業商工会館にて 平成 20年度通常総会 

19年度決算報告・運営・事業計画などの決議 

・6月～7月 

杉並区長･教育委員会と懇談 

杉並区公立中学校美術教諭懇談会に出席 

杉並区公立小学校図工教諭懇談会に出席 

 （前頁別枠にて報告） 

・9月～12月 土曜フォーラム 6回開催 

（前頁別枠にて報告）    

３月 11 日付新聞広告に「どんな時代にも春は来る」とのコ

ピーで満開の桜が一面広告カラーで出ていました。世の中は未曾有の金融危機と消費の冷え込みで何となく国

全体が意気消沈といった感じではありますが、そんな時だからこそ次代を担う子供達に夢と希望を惜しみなく

不える事が成人たる我々の役目であろうかと確信しております。我々の NPO も歩みは遅々としたものではあり

ますが、国境を越え時代を超えて我々に語り続ける。「世界の名画」を身近な学校生活で、実生活で接する機

会を幅広く、数多く鑑賝していただきたいと念じて美術教育支援活動を継続いたしております。「三日、三月、

三年･･･」なる言い伝えの通り、当 NPO も第三期に入ります。これまで以上に本会趣旨の徹底を計りより多く

の方々のご協賛、ご賛同を得て活動の充実を念じております。既会員の皆様、今後新たに会員にお加わりにな

られんとする皆々様、忌憚のないご意見、ご協賛を得て更に充実した活動を事務局員一同推進して参る所存で

ございます。何卒宜しくご指導の程お願い申し上げます。      理事・事務局長 簑島 紘一 

 

 

 

 

・1月 21日 秋葉原にて 

     臨時理事会兼新年打合せ会 

・3月 4日（水） 

美術館連合協会事務局と懇談 

・3月 16日（月） 

美術館連絡協議会との連携により購入した 

招待券の無料配布。 

（3月 15日現在で会員の方へ 2枚送付） 

 『日本の美術館名品展』 

      2009 年 4 月 25日～7月 5日  

於：東京都美術館 

■第 3期の予定（H21.4.1～H22.3.31） 

・土曜フォーラムの再開を予定 

 奇数月第 3土曜日 14時～16時 

(第 7回予定:5月 16日（土）14時～16時) 

  （講師候補多数、ご紹介歓迎 ⇒ 事務局まで） 

・富嶽三十六景（江戸期刷り） 

   の復刻商品化と斡旋 

・横山大観の作品の複製と斡旋 

・各種助成事業に応募 

・協賛会社、新会員の開拓 

・美術展招待券の提供 

 

【第 3 期会費納入のお願い】 

お蔭様で現在６８名の会員（協賛会社含む）の方々がいらっしゃいます。つきましては次年度も変わらず会員

継続をお願いしたいと存じます。お手数ですが３期の会費（H21.4.1～H22.3.31）3,000 円を下記へお振込み

いただきますようお願いいたします。（H21.1.1 以降ご加入の会員様は有効期間を H22.3.31 としてお取り扱いいたします）  

三菱東京 UFJ 銀行・荻窪支店：普通 1792572 ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾋﾞｼﾞｭﾂｷｮｳｲｸｼｴﾝｷｮｳｶｲ 

三井住友銀行･荻窪支店：普通 0568070 ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾋﾞｼﾞｭﾂｷｮｳｲｸｼｴﾝｷｮｳｶｲ 

 

事事務務局局かからら各各期期のの報報告告  

 

【編 集 後 記】 

 

【当 NPO 理事会と総会のお知らせ】 ●理事会：平成 21 年 3 月 30 日（月） 11 時～11 時半 事務局にて。 

●NPO 総会：平成 21 年 3 月 30 日（月）11 時半～12 時まで NPO 事務局にて。※総会の後、会食を予定しております。 

●ご出席希望の理事の方、会員の方へ：3 月 26 日 17 時までに、電話・FAX･メールにて事務局へ出欠をご連絡ください。 


