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公益財団法人 出光美術館 



　　Ⅰ．事業活動

　　 １．概要

　平成29年度は、本館において「茶の湯のうつわ」、「水墨の風」、「祈りのかたち」、「江戸の琳派芸術」、「書の流儀Ⅱ」、

「色絵　Japan CUTE!」の企画展６展を開催した。また、出光美術館（門司）では（公財）出光佐三記念美術館との共催で

企画展5展と通年常設展を開催した。出版事業としてカタログ6点、研究紀要第23号、館報179号～182号企画展に関連

した講演会は、東京で6回、門司で5回実施した。

　6月26日より７月１日の間、大学より９名の実習生を受け入れ、博物館学の実習指導を行った。

　   ２．展覧会

　　本　館

　　 　　　　　　　展　覧　会　名 期　間 開館日数 　 入館者数 　人／日

茶の湯のうつわ 平成29年4月15日(土)～平成29年6月4日（日） 44 26,075 593

水墨の風 平成29年6月10日(土)～平成29年7月17日（月） 33 43,655 1,323

祈りのかたち 平成29年7月25日(火)～平成29年9月3日（日） 36 21,067 585

江戸の琳派芸術 平成29年9月16日（土）～平成29年11月5日（日） 46 51,551 1,121

書の流儀Ⅱ 平成29年11月１1日（土）～平成29年12月17日（日） 32 14,515 454

色絵　Japan CUTE! 平成30年1月12日（金）～平成30年3月25日（日） 64 35,234 551

　　　　　　　　　　計： 255 192,097 753
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　　出光美術館（門司）　　※（財）出光佐三記念美術館との共催

展覧会名 期間 開館日数 入館者数 　人／日

古伊万里の世界 平成29年4月7日	～	平成29年6月11日 57 8,244 145

板谷波山とア－ル・ヌ－ヴォ－ 平成29年6月16日	～平成29年8月13日	 52 5,158 99

京みやび 平成29年8月25日	～		平成29年10月22日		 52 4,825 93

古唐津 平成29年10月	27日	～		平成29年12月17日	 45 5,019 112

唐物と茶の湯 平成30年1月12日	～		平成30年3月25日	 64 6,081 95

　　　　　　　　　計 270 29,327 109

　　中近東文化センター附属博物館

展覧会名 期間 開館日数 入館者数 　人／日

　出光美術館名品展 平成29年4月1日～平成30年3月31日 194 1451 7

　　出光文化福祉財団

　　　　　  　　　展　覧　会　名 期間 開館日数  　入館者数 　人／日

 展示資料室 平成29年4月1日～平成30年3月31日 224 25 0.1
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３．出版物の発行

　（１）カタログ

『茶の湯のうつわ-和漢の世界』 平成29年4月15日

『水墨の風-長谷川等伯と雪舟』 平成29年6月10日

『祈りのかたち-仏教美術入門』 平成29年7月25日

『江戸の琳派芸術』  平成29年9月16日

『書の流儀Ⅱ』 平成29年11月11日

『色絵　Japan CUTE!』 平成30年1月12日

　（２）研究紀要　　第23号　　平成30年1月31日

◎ 書の鑑賞教育プログラムⅣ－高等学校芸術科(書道)と企画・展示の関わり方 笠嶋忠幸

◎ 岩佐又兵衛筆　陳元贇賛「瀟湘八景図巻」の成立背景 田中　伝

◎ 仙厓交友録(二)-仙厓と博多文化人たちとの共作賛類をめぐって 八波　浩一

廣海  伸彦

◎ 鍋島意匠と大名文化－季節行事・人生儀礼からみた一試論 柏木　麻里

◎ 茶会記・蔵帳から見た江戸時代萩焼ブランド化への道 徳留　大輔

　（３）館　報

ア．第179号　　平成29年5月31日

◎(第300回水曜講演会）「ディヴェルティスマンあるいは占領期のジョルジュ・ルオ-」 後藤　新治

◎学芸だより　出光美術館の博物館実習 廣海  伸彦

◎館蔵中国青銅器実測図・拓本選（48）　雷文卣 徐　天進

イ．第180号　　平成29年8月31日

◎(第305回水曜講演会）「福岡の二大コレクション」 宮田　太樹

◎学芸だより　光のお話、三篇。 柏木　麻里

◎館蔵中国青銅器実測図・拓本選（49）　饕餮文觚　一対 徐　天進

ウ．第181号　　平成29年11月30日

◎（第307回水曜講演会）「又兵衛と浮世絵と古典」 鈴木　廣之

◎学芸だより　中国における近年の古陶磁研究・博物館事情紹介と現地調査 徳留　大輔

◎館蔵中国青銅器実測図・拓本選（50）　円渦直文簋(安父簋) 徐　天進

エ．第182号　　平成30年3月31日

◎(第308回水曜講演会)　「古唐津と私－骨董と文学」 城戸　朱理

◎(第306回水曜講演会)　「和歌懐紙と披講」(要旨) 兼築　信行

◎学芸だより　門司出光ギャラリ－　－知られざる出光美術館前史－ 田中　伝

◎館蔵中国青銅器実測図・拓本選（51）　饕餮文角 徐　天進

◎ 鈴木其一の光琳回帰－いわゆる草書落款時代を中心に     
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４．　講　演　会

　　（１）本　館

回 演　　　題 講　師 開催日 聴講者数

309 近世茶の湯の交流 清水　実 29．4.26 169

310 深く知る雪舟と等伯 救仁郷　秀明 29.6.21 135

311 中国北魏龍門石窟賓陽洞の魅力と評価 八木　春生 29.8.2 150

312 酒井抱一と光琳風 仲町　啓子 29.9.20 161

313 書道の手本と教科書 樋口　咲子 29.11.29 118

314 欧米へ輸出された日本色絵磁器の華 櫻庭　美咲 30.1.31 126

　　（２）出光美術館（門司）

    講  師 開催日 聴講者数

八波　浩一 29.5.13 74

石﨑　泰之 29.7.29 66

田中　伝 29.10.7 61

陣内　康光 29.11.25 85

徳留　大輔 30.2.24 114

平成29年6月26日～7月1日

多摩美術大学 　　　　　　　　  1　名

明治学院大学  　　　　　　 　　１　名

実践女子大学　　　　　　 　　　2　名

合　　　　　　計　：　　　　　　　 9　名

６．美術品の主な修復（当館による修復）

７．５館連携

平成22年に開始したブリヂストン美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー

の五館の連携活動として、「５館共通券」の販売、「東京駅周辺美術館ＭＡＰ」の作成、「学生無料ウィーク」の

実施を行ってきた。五館共通券は当館では4月以降3,328名の入館実績となった。

東京駅周辺美術館ＭＡＰでは、当館に1,423名の入館実績となった。学生無料ウィークは3月3日から

3月15日まで実施し、期間中の学生入場者は736名の入館実績となっている。

８．施設の無償貸与

(財)中近東文化センターと締結した建物使用貸借契約（平成4年4月1日締結）にもとづき基本財産である

東京都三鷹市大沢3丁目10番31号の土地・建物を引き続き無償で貸与した。

(財)中近東文化センターは、特定公益増進法人であり、当該建物をトルコを中心とした中近東文化の研究

施設として活用し、その成果を展覧会や講演会の形で一般に公開している。

5

学習院大学　　　　 　　　　 　  2　名　

  （１）浮線綾蒔絵手箱　修復期間：平成29年4月〜平成30年3月

青山学院大学　　 　　　　　　  3　名　　　

　　　　　　　　　　　　　　演　　　　　　題

世界を魅了した古伊万里の魅力

陶芸のモダニズムと板谷波山

みやこのみやび－仁清・乾山そして琳派

唐津焼の誕生

茶の湯における唐物の役割

５．博物館学の実習指導（本館）

　　（１）実習期間

　　（２）実習人員

6,955,200円

  （２）浮世絵作品　　修復期間：平成29年4月〜平成30年４月

      15,326,517円

  （３）橘直幹申文絵巻(平成29年分）　　修復期間：平成29年11月〜平成30年3月

3,450,969円



総務事項

　１．役員会

（１）下記の理事会に各議案を付議し、原案通り可決された。

　　　　　開　催　月　日 　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　　　案

理事会（書面による決議）

臨時理事会

　　平成29年6月15日

理事会（書面による決議）

　　平成29年7月7日

臨時理事会（書面による決議）

　　平成29年11月17日

定時理事会

　　平成30年3月8日

（２）下記の評議員会に各議案を付議し、原案通り可決された。

　　　　開　催　月　日 　　　　　　　　　　　　　　議　　　　　　案

定時評議員会

　　平成29年6月15日
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　１．「収支決算報告書の承認」の件

　２．「定款の解釈の確認について」

　３．「平成29年度事業報告」

　４．「研修会への出席について」の報告の件

　５．「公益認定等委員会からの指摘事項について」

　１．平成２９年度事業報告および平成２９年度決算について

　２．理事候補の推薦について

　３．定時評議員会の招集について　　平成29年5月24日

　１．定款の解釈の確認について

　２．公益認定等委員会から報告要求を受けた法令違反が生じた原因について

　３．「出光興産株式会社第102回定時株主総会における議決権の行使について」

　４．「議決権行使の代理人として日章興産株式会社を選任する件」

　５．「定款２４条第４項に基づく理事長及び常務理事の職務状況報告」

　１．出光興産株式会社を債務者とする新株発行差止仮処分命令申立事件(東京

　　　地方裁判所　平成29年(ヨ)第20068号事件。)の申立て及び不服申立て承認の

　　　件

　２．上記手続を弁護士に委任する件

　１．公益認定等委員会から受領した平成28年11月10日付け「貴法人の運営組織

　　　及び事業活動の状況に関する報告の提出について(報告要求)」(平成28年11

　　　月10日(府益第1043号)について、添付資料の通り公益認定等委員会に報告

　　　書を提出する件

　１．「平成30年度事業計画及び収支予算(案)」承認の件

　２．「理事長及び常務理事の職務執行状況」の報告

　３．「平成29年度購入美術品の基本財産への繰入」について

　４．「内閣府立入検査の結果」の報告



２．役員

　　役　名 　　　氏　　名 　　就任年月日 　　　　　　　　　現　職　務

　　理　事 　出　光　昭　介 　昭５６．７．１７ 　出光興産（株） 名誉会長

　　　〃   長谷部　楽 爾 　昭６３．６．１６   東京国立博物館名誉館員

　　　〃 　福　 岡　正　夫 　平  １．６．２２ 　慶應義塾大学 名誉教授

　　　〃 　河  合　正　朝 　平１９．３．１５ 　千葉市立美術館 館長

　　　〃 　河　野　元　昭 　平２４．４．１ 　（公財）静嘉堂文庫美術館 館長

　　　〃   篠  田　整  二 　平２９．３．９ 　（公財）出光美術館 館長代理

. 　　　〃 　出　光　佐千子 　平２６．６．１２ 　青山学院大学　准教授

　理事　計７名

　　監　事 　保　田　　　博 　平１６．１０．２５ 　（公財）資本市場振興財団　顧問

　　　〃 　涌　井　洋　治 　平２９． ３．９ 　日本たばこ産業株式会社　社友

　監事　計２名

　　評議員   渋 沢　雅 英 　昭５５．９．２５ 　（公財）渋沢栄一記念財団 理事長

　　　〃 　鈴 木　勲 　平４．１．２３ 　（公財）日本弘道会 会長

　　　〃   出 光　正 和 　平１９．３．１５ 　日章興産（株）　代表取締役 社長

　　　〃   大 倉　健 資 　平２６．６．１２ 　ヘンミ計算尺（株）代表取締役 社長

　　　〃   原 田　征 夫 　平２６．６．１２ 　元出光興産(株)代表取締役 副社長

　　　〃   三 浦　篤 　平２８．９．３ 　東京大学大学院教授

　　　〃   木 村　均 　平２８．９．３ 　東京都住宅供給公社

  評議員　計７名

４．職員

館長代理　　　篠　田　整　二

総務課長　　　実　相　寺　昌　二

ほか職員　　　２２名

職員合計　　　２４名（うち男１３名、女１１名）
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３．官公署・届出その他

（１）平成30年6月30日に平成28年度事業報告および収支決算報告を内閣府に提出した。

（２）平成29年7月12日に決算公告を官報に掲載した。

（３）平成30年3月30日に平成30年度事業計画および収支予算を内閣府に提出した。

.

平成２９年度事業報告書につきましては、補足すべき重要事項はありません。

平成２９年度事業報告書の附属明細書

以上
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