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公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団 平成２９年度事業報告書 

 

 

Ⅰ 事業の概要 

１ 事務局 

   公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団は、鎌倉地域の芸術文化の向上と振興、創造

的な芸術文化活動の育成支援、国内外の優れた芸術文化の紹介を使命として運営して

います。 

   当財団の主催及び共催事業は、鑑賞創造事業として、伝統芸能鑑賞会、映画鑑賞会

などを開催し、併せて後援事業により、市民に対する質の高い芸術文化の提供及び地

域の芸術文化活動の支援をおこないました。 

第十二回鎌倉芸術祭は、当財団が主催者として実行委員会を運営し、10月 6日から 

12月 23日まで全部で 16イベントを開催し､主たる会場の社寺教会に加え､鎌倉生涯学

習センターや鎌倉芸術館などを会場として､鎌倉ならではの芸術表現を発信すること

で､鎌倉地域における芸術文化の振興と地域活性化に寄与しました｡ 

また 29 年度で 14 年目となる鎌倉俳句＆ハイク事業については 9,830 の投句があり

各季ごとに特選句､入選句を選定し､5 月 20日に年間大賞表彰式を鎌倉文学館にておこ

ないました｡ 

管理運営では､鎌倉文学館と鏑木清方記念美術館の二つの文化施設の指定管理者と

して着実な運営を行いました。 

 

  （１）鑑賞創造事業 

ア 主催・共催事業 

① 
 

音楽鑑賞会 

「チェコ・フィルのヴィルトオーゾ競演」 

出演：オタ・バルトシュ(ヴァイオリン)、フランティシェク・ホスト(チェロ)、 

染川真弓（ピアノ） 

共催：アルペジオ音楽企画 後援：鎌倉市 

 平成２９年５月２７日（土） 14:00開演                                                          

鎌倉生涯学習センターホール                  152人 

② 映画鑑賞会 

第１３回鎌倉名画座「早春」 

出演：中井貴惠・山内静夫（対談） 

後援：鎌倉市、（一社）鎌倉同人会 

平成３０年１月１２日（金） 15:00開演 

鎌倉生涯学習センターホール                    252人                       
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③ 伝統芸能鑑賞会 

第三回鎌倉笑輪会「東西ネタくらべ」 

出演：四代目桂春団治・三遊亭小遊三・桂咲之輔・雷門音助・長井好弘(対談) 

後援：鎌倉市、（一社）鎌倉同人会 

平成３０年２月２４日（土） 14:00開演 

鎌倉芸術館小ホール                        352人 

 

イ 第十二回鎌倉芸術祭 

①   

 

 

第十二回鎌倉芸術祭実行委員会の運営 

 運営委員会 ５回開催「茶寮いの上」会議室 

 実行委員会 １回開催「茶寮いの上」会議室 

 オープニングレセプション  平成２９年９月２５日（月） 浄智寺書院 

                             出席者 82人 

②  第十二回鎌倉芸術祭の開催 

 期間：平成２９年１０月６日（金）～１２月２３日（土） 

 参加：「第５９回 鎌倉薪能」 

「戸室玄ピアノリサイタル～古都鎌倉に薫るフランスのエスプリ～」 

「鎌倉能舞台『能を知る会』」 

「中井貴惠朗読会～小津安二郎映画を聞く～音語り／麦秋」 

「朗読者 in KAMAKURA『鏡花語り 清方描く ふたりの鎌倉物語』」 

「北鎌倉お坊さんアカデミー北鎌倉落語会」 

「鎌倉彫２０人展―円覚寺の歴史とともに―」 

「『風入』特別講座」 

「張林 揚琴コンサート『花筏(はないかだ)』2017in 鎌倉」 

「僧侶と巡る鎌倉十三仏」 

「ドキュメンタリー映画『鎌倉アカデミア 青の時代』上映会＆ 

トーク」 

「秋の香席『霜月・心と香りを楽しむひととき』」 

「小川コータ＆とまそん『満月キャラバン VOL.65 SPECIAL in 

佛日庵』」 

「東日本大震災復興支援 岩手郷土芸能祭 in 鎌倉」 

「バリ・カムラン＆舞踊『バパン・サリ』」 

「グロリア少年合唱団 第２９メサイア演奏会」   16イベント 

 会場：鎌倉宮、鎌倉芸術館、鎌倉能舞台、円覚寺、極楽寺、建長寺、高徳院 

、鎌倉生涯学習センター、長谷寺、鎌倉カトリック雪の下教会 
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ウ 鎌倉俳句＆ハイク事業 

① 鎌倉俳句＆ハイク実行委員会の運営 

 実行委員会２回開催 鎌倉文学館 講座室 

② 

 

投句ポストの句の回収、各季入選作品の選考と発表 

 年４回（5月、8月、11月、2月）         年間投句数 9,830句 

③ 

  

鎌倉駅地下道ギャラリー５０への各季入選作の掲示と事業の周知 

 平成２９年５月１６日（火）～２２日（月） 

④ 

 

 

鎌倉俳句＆ハイク年間大賞表彰式 

平成２９年５月２０日（土） 11:00より 

  鎌倉文学館 前庭及び講座室            ※来館者自由参加 

 

（２） 鑑賞創造事業（後援事業）  

①  「吉里吉里忌 2017」 

主催：吉里吉里忌実行委員会・山形県川西町・井上事務所 

 作家・劇作家 井上ひさし氏が生前より開催してきた、農業・環境・文化に 

ついて考える講座「生活者大学校」と、井上氏を語る「吉里吉里忌」を開催 

 平成２９年４月１５日（土）・１６日（日） 

 山形県川西町フレンドリープラザ 

②  「和田華音デビューリサイタル」 

主催：プルメリア ピアノの会  

 オランダの「第 9回エンスヘーデ若い音楽家のための国際ピアノコンクール」

第 1位受賞を記念した、和田華音氏による地元鎌倉における初めてのピアノソ

ロコンサート 

 平成２９年４月９日（日） 

 鎌倉生涯学習センター ホール 

③  「八月のフロッタージュ・女の交換日記―おおたか静流 meets浜田真理子」 

主催：岩神六平事務所 

 おおたか静流（歌）、浜田真理子（ピアノ・歌）、ASU（ピアノ・歌）による

朗読とコンサート 

平成２９年９月９日（土） 

鎌倉女子大学 二階堂校舎 松本尚記念ホール 

④  「第７回ジェイコム湘南 鎌倉局 夏休み作文コンクール」 

 募集テーマ：「私が応援したいコト・ヒト」 

主催：株式会社ジェイコム湘南 鎌倉局 

 鎌倉市・逗子市在住および在学の小学校高学年生を対象とする作文コンクール 

 募集期間：平成２９年８月１日（火）～９月８日（金） 

 審 査：平成２９年１０月３日 

 表彰式：平成２９年１１月５日             応募者数：96人 
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⑤ 

 

FM ヨコハマ「Travelin′Light」祝５周年 畠山美由紀 in 鎌倉 2017 

主催：岩神六平事務所 

 畠山美由紀 DJ 担当番組 FM ヨコハマ「Trabelin′Light」5 周年を記念した

ライブとトーク番組イベント 

 平成２９年１１月１９日（日） 

 鎌倉女子大学 二階堂学舎 松本尚記念ホール 

⑥ 「Greedy Nous（グリーディ・ヌー）Vol.1~４酒のカクテル~」 

主催：Greedy Nous 共催：スタジオ エスポワール 

 鎌倉音楽クラブ所属、鎌倉出身の４人の音楽家によるクラッシックコンサート 

 平成２９年３月２日（金） 

 横浜みなとみらい 小ホール 

 

 

（３）管理 

  公益財団法人として、組織および事業の適正な運営を行い、法令、定款や諸規程を

遵守するとともに、厳正な会計処理をおこない、これらについて神奈川県および鎌倉

市に対し、定期提出書類により報告いたしました。 

  また財団本部ホームページの全面的なリニューアルを行い、よりタイムリーで詳細

な事業及び財団情報の発信が可能となりました。 
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２ 鎌倉文学館 

平成 29年度は､10万 1千人をこえるお客様にご来館いただきました｡展覧会の内容

は､春は生誕 150 年を迎える夏目漱石を、漱石が送った手紙と受け取った手紙を通し

て紹介｡好評で図録が売切れ、増刷しました。夏は｢こそあどの森｣ｼﾘｰｽﾞで知られる

の児童文学作家 岡田淳氏の協力により子ども向けの展覧会を開催しました｡秋は

「尊敬・敬愛」を意味する「リスペクト」を文学者が創作のきっかけとして持つ感

情と定義し、鎌倉ゆかりの文学者のリスペクトの諸相を紹介しました｡冬は収蔵品展

として当館所蔵の資料から､小説や随筆など作家の目を通した鎌倉の魅力を紹介しま

した｡教育普及では､第 6 回こども文学賞を開催し､子どもたちが､学芸員の仕事を体

験するﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催しました｡また昨年度からはじめ好評を得た、学芸員の資料調

査を体験してもらう｢資料調査講座｣を引き続き開催しました｡ 

 

    (１)展示事業 

① 収蔵品展  
作家と歩く鎌倉 その 1 雪ノ下・浄明寺方面」 
平成２９年４月１日(土)～４月１６日(日) １４日間 
イラスト原画展・特集展示  
（同時開催「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ完結記念」常設展示室４・談話室） 

(平成２８年１２月１７日(土)から継続) 

              2,517人 

② 特別展  
「生誕 150年 漱石からの手紙 漱石への手紙」 

平成２９年４月２２日(土)～７月９日(日) ７５日間 

(常設展 特集展示 「生誕 110年 中原中也」常設展示室３) 

53,777人 

③ 特別展 子どもたちへ、未来へシリーズ７ 
「岡田淳の世界」 

 特別協力：岡田淳 

平成２９年７月１５日(土)～９月１８日(月・祝) ５９日間 

(同時開催「没後 50年 吉野秀雄」常設展示室３) 

11,503人 

④ 特別展 

「リスペクト 好き、好き、大好き」 

平成２９年１０月１日(土)～１２月１０日(日) ６８日間 

(同時開催「生誕 110年 高見順」常設展示室３)   

20,606人 

⑤ 
収蔵品展  
「作家と歩く鎌倉 その２ 由比ガ浜・材木座方面」 

平成２９年１２月１６日(土)～平成３０年３月３１日(土) ８８日間 

(平成３０年４月１５日(日)まで継続)  

(12月 16日～3月 9日開催「生誕 150年 芳賀矢一」 

3月 10日～4月 15日開催「中世鎌倉の天災地変」常設展示室３)     

          12,649人 

⑥ 常設展 「鎌倉ゆかりの文学」 

平成２９年４月１日(土)～平成３０年３月３１日(土) 

※展示替 ４月、７月、１０月、１２月 

⑦ イラスト原画展・特集展示  

「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ完結記念」常設展示室４・談話室 

平成２９年４月１日(土)～４月１６日(日) 

※収蔵品展 作家と歩く鎌倉 その 1 雪ノ下・浄明寺方面」と同時開催 
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⑧ 常設展 特集展示 「生誕 110年 中原中也」常設展示室３ 

平成２９年４月２２日(土)～７月９日(日) 

※特別展「生誕 150年 漱石からの手紙 漱石への手紙」と同時開催 

⑨ 
常設展 特集展示 「没後 50年 吉野秀雄」常設展示室３ 

平成２９年７月１５日(土)～９月１８日(月・祝) 

⑩ 常設展 特集展示 「生誕 110年 高見順」常設展示室３ 

平成２９年１０月１日(日)～１２月１０日(日)  

※特別展「リスペクト 好き、好き、大好き」と同時開催 

⑪ 常設展 特集展示「生誕 150年 芳賀矢一」常設展示室３ 

平成２９年１２月１６日(土)～平成３０年３月９日(金) 

※収蔵品展 「作家と歩く鎌倉 その２ 由比ガ浜・材木座方面」と同時開催 

⑫ 全国文学館協議会共同展示「中世鎌倉の天災地変」常設展示室３ 

平成３０年３月１０日(土)～平成３０年４月１５日(日)  

(平成３０年４月１５日(日)まで継続)  

※収蔵品展「作家と歩く鎌倉 その２ 由比ガ浜・材木座方面」と同時開催 

⑬ 国際アンデルセン賞受賞記念 

角野栄子先生 特集展示 常設展示室４ 

平成３０年３月３１日(土)～４月１５日(日) 

(平成２９年４月１５日(日)まで継続)  

※収蔵品展「作家と歩く鎌倉 その２ 由比ガ浜・材木座方面」と同時開催 

   開館日数 304日、年間入館者数 101,052人(1日平均 332人) 

 

(２)普及事業 

ア 文学講演会 

①  文学講演会「手紙から見た漱石 そのかたちとこころ」 

 平成２９年６月１１日(日) １４:００開講 会場：鎌倉商工会議所ホール 

 講師：中島国彦（早稲田大学名誉教授） 

121人 

②  
文学講演会「岡田淳の世界」 

 平成２９年８月１９日(土) １４:００開講 会場：鎌倉商工会議所ホール 

解説：岡田淳（児童文学作家）                   148人 

 

イ 文学講座 

①  文学講座「漱石 手紙の筆蝕」 

平成２９年６月７日(水) １４:００開演 会場：鎌倉文学館 講座室 

講師：石川九楊（書家・評論家） 

                                                          31人 

②  自作を語る「岡田淳の世界 オープニングギャラリートーク」 

平成２９年７月１５日(土)  １４:００開講 会場：鎌倉文学館 特別展示室 

講師：岡田淳（児童文学作家） 

                                 80人                                            

③  朗読講座「朗読ワークショップ」 

平成２９年１０月２１日(土)、２５日(水) １３:３０開講 

会場：鎌倉文学館 講座室 講師：鈴木佳由(演劇集団円 所属)       

                                  17人 
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④  古典講座 「三島由紀夫と古典」 

平成２９年１１月１７日(金) １４:００開講 会場：鎌倉文学館 講座室  

講師：松本徹（三島由紀夫文学館前館長）                    

29人 

⑤  文学講座「高浜虚子と星野立子」 

 平成２９年１１月２２日(水) １４:００開講 会場：鎌倉商工会議所ホール 

 対談：星野高士(俳人・鎌倉虚子立子記念館館長) 

29人 

⑥  文学講座「芥川龍之介の大正 5年」 

平成２９年１２月６日(水) １４:００開講 会場：鎌倉文学館 講座室 

講師：庄司達也（横浜市立大学教授）                      

                                 28人 

⑦  自作を語る「黒川創」 

平成３０年３月１３日(火)  １４:００開講 会場：鎌倉文学館 講座室 

講師：黒川創（作家） 

16人 

⑧  古典講座「『建礼門院右京大夫集』をよむ」 

平成３０年３月１５日(木)、２２日(木) １４:００開講 

会場：鎌倉文学館 講座室  

講師：鈴木良昭(元神奈川県立衛生短期大学学長)                    

 58人 

 

ウ 資料解説講座 

①  資料解説講座「鎌倉の俳人たち」 

平成２９年７月５日(水)   １４:００開講 会場：鎌倉文学館 講座室 

講師：鎌倉文学館学芸員                                                     

                                  18人 

②  資料解説講座「作家から作家への手紙」 

平成２９年１１月３０日(木)  １４:００開講 会場：鎌倉文学館 講座室 

講師：鎌倉文学館学芸員                                                     

16人 

 

エ 資料調査講座 

① 資料調査講座「夏目漱石 原稿」 

平成３０年２月２２日(木) １４:００開講 会場：鎌倉文学館 講座室 

講師：鎌倉文学館学芸員                                                     

                                  10人 

 

オ 文学散歩 

①  文学散歩１「長谷周辺」 

平成２９年５月１７日(水)、１８日(木)、２３日(火)、２４日(水) 

各日 １０:００～１１:３０ 

講師：鎌倉文学館学芸員 

                                102人 

②  文学散歩２「北鎌倉周辺」 

平成２９年１１月１日(水)、２日(木)、７日(火)、８日(水) 

各日 １０:００～１１:３０ 

講師：鎌倉文学館学芸員 

                                                           73人 
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③  文学散歩３「由比ガ浜周辺」 

平成３０年３月７日(水)、８日(木)、１３日(火)、１４日(水) 

各日 １０:００～１１:３０ 

講師：鎌倉文学館学芸員 

                                                           86人 

カ こども向けイベント  

①  おはなし会「角野栄子さんのおはなしの扉」 

平成２９年４月２９日(土)、６月２４日(土)、７月２９日(土)、 

８月２６日(土)、１１月２５日(土) 

平成３０年１月２７日(土)、２月２４日(土)、３月３１日(土) 

１１:００開講  会場：鎌倉文学館 講座室 講師：角野栄子(童話作家) 

382人  

②  バラまつり おはなし会 『どうぞのいす』『ねえとうさん』 

 平成２９年６月４日（木） １１：００開講 

 会場：鎌倉文学館 講座室  講師：小森創介・鈴木佳由(演劇集団円) 

42人 

③  おはなし会『ネコとクラリネットふき』ほか 

平成２９年７月２１日(金)、８月５日(土)、９日(水)、 

８月２５日(金) １１:００開講  

会場：鎌倉文学館 講座室 講師：かゆ(演劇集団円 所属) 

113人 

④  ワークショップ「こそあどの森の家をかこう」 

平成２９年８月６日(日) １４:００開講  

会場：鎌倉文学館 講座室 講師：鎌倉文学館職員 

12人 

⑤  ワークショップ「やってみよう文学館のおしごと」 

平成２９年８月８日(火) １回目：９:３０ ２回目：１３：００開講  

会場：鎌倉文学館 講座室 講師：鎌倉文学館職員 

10人 

⑥  朗読会『きかせたがりやの魔女』ほか 

平成２９年９月９日(土) １０:００開講 

会場：鎌倉文学館 講座室 朗読：長澄修（俳優）             

54人 

 

キ スタンプラリー 

① 文学館フェスティバル「文学スタンプラリー」 

平成２９年１０月１４日(土)～１１月１９日(日) 

市内６箇所の文学にゆかりのある場所でスタンプを集め、文学館に提示すると景 

品をプレゼントするイベント 

 スタンプ設置場所：円覚寺・建長寺・鶴岡八幡宮・鎌倉駅・長谷寺・文学館(ゴール) 

                                     869人 

 

ク その他 教育普及活動 

① ギャラリートーク  

毎週土・日曜日、祝日に実施(計１１０回) 解説：鎌倉文学館職員 

 2,329人 
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② 鎌倉女学院高等学校１年生 社会体験学習の受け入れ  

平成２９年７月２６日(水)、２７日(木)、２８日(金) 

                                 2人 

③ 学芸員実習の受け入れ 

平成２９年８月２日(水)～４日(金)･８日(火)～１０日(木) 

                         大学生 4人 

④ 鶴見大学 インターンシップの受け入れ 

 平成２９年８月１９日(土)～３１日(木)、９月１日(金)～１４日(木)の間で 

10日間ずつ 

2人 

⑤ 横浜国立大学附属中学校 インターンシップの受け入れ 

平成２９年１０月３日(火)、４日(水) 

4人 

⑥ 第６回鎌倉文学館こども文学賞 

全国の小学生、中学生から詩を募集。 

 募集期間：平成２９年７月１日(金)～９月１６日(金) 

 審査員：三木 卓(作家・詩人)角野栄子(童話作家) 

     富岡幸一郎(文芸評論家・鎌倉文学館館長) 

賞：小学生の部、中学生の部 各 大賞 １名、入賞１０名 

 応募総数：小学生の部１８０作品、中学生の部５４７作品 

 表彰式：平成２９年１１月５日(日)１３：００ 会場：鎌倉文学館前庭 

 

   (３)連携事業 

① 番組出演 鎌倉 FM「鎌倉シーサイドステーション」 

 平成２９年４月から平成３０年３月まで毎月１回放送 

 出演：鎌倉文学館職員 

② 正岡子規×夏目漱石 生誕 150年 特別展開催記念スタンプラリー 

 平成２９年４月１日（土）～７月９日（日） 

神奈川近代文学館との連携。２館来館でオリジナル絵ハガキをプレゼント 

238人 

③ 番組出演 横浜 FM「E-ne! ～good for you～」 

平成２９年５月１９日(金) 

出演：鎌倉文学館職員 

④ イベント協力 鎌倉はせのわ「長谷の市」 

 平成２９年５月２１日(日) 

 リーフレット持参で 50円引き 

⑤ 展示協力 キノフィルムズ 映画「武曲」公開記念コーナー展示 

 平成２９年５月２７日（土）～６月１１日（日） 

⑥ イベント協力 ブックカーニバル実行委員会「ブックカーニバル inカマクラ」 

 平成２９年６月１１日（日） 配布リーフレット持参で 50円引き 

⑦ イベント協力 ブックカーニバル実行委員会「ブックカーニバル in カマクラ」 

平成２９年６月１１日(日) 会場：鎌倉文学館常設展示室２ 

連動イベントミニ展示「小津安二郎」 

⑧ 共催イベント 「川端康成邸 春の庭園公開」  

平成２９年６月１７日(土) １回目１０：００／２回目１３:３０ 開講  

会場：鎌倉文学館 講座室、川端康成邸 講師：鎌倉文学館館長 

共催：公益財団法人 川端康成記念会 

 52人 
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⑨ スタンプラリー「夏の文学館スタンプラリー」 

平成２９年７月１５日(土)～９月２４日(日)  

会場：鎌倉文学館、神奈川近代文学館、町田市民文学館ことばらんど 

1,333人 

⑩ イベント協力 鎌倉市観光協会「ゆかたサービス」 

 平成２９年８月１５日(火)～９月１５日(金) 

 ゆかた着用の方に入館料 50円引き 

38人 

⑪ イベント参加 鎌倉長谷の灯かり実行委員会「かまくら長谷の灯かり２０１７」 

 平成２９年８月２１日(月)～８月２７日(日) １８：３０～２０：３０ 

 夜間開館・ライトアップ 

1,456人 

⑫ イベント参加 江ノフェス実行委員会「江ノフェス２０１７」 

 平成２９年９月１６日(土)～１１月５日(日) 

 ・高橋三雄カルテットジャズコンサート １０月１５日(日) 

 ・牧野竜太郎カルテットジャズコンサート １０月２９日(日)  

 ・ヴァイオリン&ピアノのコンサート １１月４日(土) 

⑬ イベント協力 鎌倉はせのわ「長谷の市」 

平成２９年１０月１５日(日) 

 パンフレット持参の方に入館料 50円引き 

⑭ PR協力 鎌倉市 鎌倉市ふるさと納税 PR活動 

 平成２９年１０月１４日(日) 

⑮ 共催イベント 「川端康成邸 秋の庭園公開」  

平成２９年１１月１２日(日) １回目１０：００／２回目１３:３０ 開講  

会場：鎌倉文学館 講座室、川端康成邸 講師：鎌倉文学館館長 

共催：公益財団法人 川端康成記念会 

 54人 

⑯ 出張講座 鎌倉市生涯学習推進委員会「夏目漱石と正岡子規」 

平成２９年１１月９日(木)、１６日（木） 

会場：玉縄学習センター 講師：鎌倉文学館職員 

23人 

⑰ 出張講座 鎌倉市生涯学習推進委員会「鎌倉ゆかりの映画人 小津安二郎」 

平成２９年１１月１７日(金) 

会場：深沢学習センター 講師：鎌倉文学館職員 

30人 

⑱ 寄稿 読売新聞 「ぎゃらりいモール」 

 平成２９年１１月２１日（火） 

⑲ イベント協力 鎌倉はせのわ「春こいキャンペーン 2018」 

 平成３０年１月２８日(日)～３月１２日(月) 

 連動イベントミニ展示(梅にまつわる収蔵資料を展示) 

⑳ イベント協力 鎌倉市観光協会「鎌倉賛歌・着物サービス」  

平成３０年２月１日(水)～３月１日(水) 

 着物着用の方に入館料 50円引き 

 25人 

㉑ 番組出演 JCOM鎌倉「デイリーニュース」 

平成３０年２月９日(金) バレンタインイベントについて職員２人が出演 
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㉒ 寄稿 泉鏡花記念館 館報「鏡花 雪うさぎ」（平成３０年３月９日発行） 

 館紹介欄で鎌倉文学館について寄稿 

 

    

(４)調査研究事業 

ア 図録等の製作 

①  図録『漱石からの手紙 漱石への手紙』(2000部) 

②  図録『リスペクト 好き、好き、大好き』(1500部) 

③  パンフレット『作家と歩く鎌倉 その２』(4000部) 

     

イ レプリカの作製 

①  与謝野晶子 原稿「花の氷」 

②  小林秀雄・林房雄・深田久弥 川端康成あてハガキ 昭和 10年 11月 3日付 

 

   ウ 所蔵資料の修繕 

①  高浜虚子 俳句紙片「一滴の男のなみだ大桜」 軸に仕立て直し 

 

    エ 外部への発表 

① 
全国文学館協議会紀要第１１号 

「与謝野寛 吉岡鹿二郎宛書簡について」 

 

オ 資料のデータベース化について 

計画にもとづき資料のデータ化を進めました。 

 

(５)その他 

    ア 庭園を活用した広報活動 

春のバラ開花時期に平成２９年５月１０日(水)～６月４日(日)まで「バラまつ

り」開催し、テラスでコンサートを行いました。また秋のバラ開花時期には１０

月１４日(土)～１１月１９日(日)まで江ノ島電鉄株式会社の協力を仰ぎ「鎌倉文

学館フェスティバル」を開催、庭園を活用し広報活動を行いました。 

① ① バラまつり「バラ講座」 

平成２９年５月１９日(金) １回目１０:００／２回目１３：３０開講 

 会場：鎌倉文学館 講座室   

講師：大月啓仲(バラ研究家)、鈴木満男(バラ栽培技術者)                                        

62人  

② バラまつり「バラの解説」 ※自由参加 

平成２９年５月１２日(金)、１７日(水)、１９日(金)、２４日(水)、 

６月２日(金) １０：３０開講  

会場：鎌倉文学館 バラ園 講師：荒省三(シルバー人材センター) 

140人 
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③ バラまつり「ローズガーデンコンサート」 

平成２９年５月１３日(土) １４：００開演  

会場：鎌倉文学館テラス  出演：ピアチェーレ 

 50人 

④ バラまつり「テラスジャズコンサート」 

平成２９年５月２１日(日) １回目１２：００／２回目１４：００開演  

会場：鎌倉文学館テラス  出演：高橋三雄カルテット 

                                  550人 

⑤ 

 

バラまつり「言葉と音楽のコンサート」 

平成２９年５月２７日(土) １４:００開演  

会場：鎌倉文学館テラス   

朗読：岩崎加根子（劇団俳優座）出演：ライトハウスアンサンブル 

                                  250人 

⑥ バラまつり「ヴァイオリン&ピアノのコンサート」 

平成２９年５月２８日(日) １４：００開演 

 会場：鎌倉文学館テラス  出演：能澤摩耶・中村望                                     

400人 

⑦ 鎌倉文学館フェスティバル「バラの解説」 ※自由参加 

平成２９年１０月１８日(水)、１１月１日(水)、８日(水) 

１０:３０開講  会場：鎌倉文学館 バラ園  

講師：荒省三(シルバー人材センター)  

                             34人 

⑧ 文学館フェスティバル「高橋三雄カルテットジャズコンサート」 

※江ノフェス参加イベント 

平成２９年１０月１５日(日) １回目１２：００／２回目１４:００ 開演 

会場：鎌倉文学館 テラス 出演：高橋三雄カルテット 

                                   77人 

⑨ 文学館フェスティバル「言葉と音楽のコンサート」  

平成２９年１０月２２日(日) １３:３０ 開演 

会場：鎌倉文学館 テラス  

朗読：中寛三（劇団俳優座） 演奏：ライトハウスアンサンブル 

                                  15人 

⑩ 文学館フェスティバル「テラスコンサート」  

平成２９年１０月２８日(土) １３:３０ 開演 

会場：鎌倉文学館 テラス  

出演：ピアチェーレ  

   45人 

⑪ 文学館フェスティバル 「牧野竜太郎カルテットジャズコンサート」 

 ※江ノフェス参加イベント 

平成２９年１０月２９日(日)  １回目１２：００／２回目１４:００ 開演 

会場：鎌倉文学館 テラス 出演：牧野竜太郎カルテット 

53人 

⑫ 文学館フェスティバル「ヴァイオリン&ピアノのコンサート」 

※江ノフェス参加イベント 

 平成２９年１１月４日(土) １３：３０開演 

 会場：鎌倉文学館 テラス 出演：能澤摩耶・中村望 

350人 
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イ 記念日に関連した広報宣伝 

  記念日に関連したイベントを開催し、広報宣伝を行いました。 

 

①  鎌倉文学館でクリスマス「クリスマス特別展示」 

平成２９年１２月１６日(土)～２４日(日) 

会場：鎌倉文学館 常設展示室１、２、４ 

②  愛は言葉だ！文豪のハートにふれるバレンタイン「バレンタイン特別展示」 

平成３０年１月２７日(土)～２月１８日(日)  

会場：鎌倉文学館 常設展示室１、２、４ 

文豪の愛の言葉おみくじの実施（参加 3,124人） 

③  愛は言葉だ！文豪のハートにふれるバレンタイン 

「文豪の愛にまつわるギャラリートーク」 

平成３０年１月２７日(土)、２８日(日)、２月３日(土)、４日(日)、 

１０日(土)、１１日（日・祝）、１２日(月)、１４日(水)、１７日（土）、 

１８日（日）  

会場：鎌倉文学館 常設展示室１、２、４ 解説：鎌倉文学館職員 

 230人 

  

ウ 鎌倉文学館外での広報宣伝        

① ギャラリー５０への掲示 

鎌倉文学館の事業などの案内を鎌倉駅のギャラリー５０に掲示 

 【春】５月９日(火)から５月１５日(月)    ７日間 

 【秋】９月１２日(火)から９月１８日(月)   ７日間 

  

（５）文化庁補助金事業「鎌倉の文化施設を国際発信する地域活性事業」 

鏑木清方記念美術館が主体となる平成 29年度芸術文化振興費補助金（地域の核とな

る美術館・歴史博物館支援事業）に参加。北鎌倉葉祥明美術館とともに「鎌倉の美術

館 外国人利用のための環境整備事業実行委員会」を組織し、「鎌倉地域の文化施設

を迷わず周遊できる観光促進事業」および「外国人利用のための環境整備事業」を行

いました。 

「鎌倉地域の文化施設を迷わず周遊できる観光促進事業」 

① 北鎌倉～長谷の文化施設を学芸員の視点から紹介する周遊観光 Webサイト 

 「学芸員がススめる！ 鎌倉アート＆カルチャーMAP」（日・英）の製作と配信 

平成３０年３月３１日（土）公開 

② 「学芸員がススめる！ 鎌倉アート&カルチャーMAP」（日・英）の広報物の 

製作及び配布（162件） 

 

 (６)文化施設の管理運営事業 

鎌倉文学館（鎌倉市長谷 1-5-3）の指定管理者(指定管理期間 平成 28年 4月 1日

～平成 33年 3月 31日)として、鎌倉市との鎌倉文学館の管理運営に関する基本協定及

び年度協定に基づいて管理運営を実施しました。 
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３ 鏑木清方記念美術館 

平成 29年度は、第 3期指定管理期間の 4年目として活動を行い、約 2万 2千人の来館

者がありました。展示事業の 3回の特別展では鏑木清方没後 45年や、清方の随筆刊行 50

周年を記念し、借用作品を交えて展示したほか、5 回の企画展では清方の画業を文学や

肖像画など様々な角度から辿りました。普及事業は、日本画を身近に知り、興味を深め

るための制作実演や、未就学児を含む子ども向け・一般向けの日本画ワークショップ、

木版画の多色摺りワークショップを実施しました。調査研究においては、清方の随筆

『續こしかたの記』の後半部分にあたる研究成果を叢書図録にまとめ、発行しました。

また、昨年度に引き続き文化庁が実施する美術館・歴史博物館支援事業の補助金を受け

て、文化施設紹介ウェブサイトの長谷地域までの広域化と英語化を行いました。また、

ホームページのフランス語化も手がけ、サイト内で日本美術を易しく解説した年表も設

置し、館内設備の英語・フランス語キャプションも増設しました。 

 

    （１）展示事業 

① ※平成２８年度からの継続事業 

企画展「つつましく 艶やかに ―清方ゑがく女性―」 １４日 

平成２９年４月１日～４月１６日 

（平成２９年２月２４日から継続 3,555人）             1,178人 

②  特別展「清方没後 45年 女性美と自然美 ―神奈川とのゆかり―」 ３１日 

平成２９年４月２０日～５月２４日                 2,971人 

③  特別展「『續こしかたの記』刊行 50周年記念 

名品でたどる、清方のあゆみ」 ３１日 

平成２９年５月２７日～７月２日                 3,057人 

④ 企画展「清方の描いた 夏のけしき」 ４５日 

平成２９年７月７日～８月２７日                   2,775人 

⑤ 企画展「手元で愛でる、卓上芸術 ―秋の情趣とともに―」 ４６日 

平成２９年９月２日～１０月２５日                  3,200人 

⑥ 特別展「清方 江戸東京の美しき面影」 ３１日 

平成２９年１０月２８日～１２月３日               2,663人 

⑦  企画展「清方と祝う正月」 ２８日 

平成２９年１２月８日～平成３０年１月１４日            2,176人 

⑧ 企画展「鏑木清方 幻想と文学  

―明治・大正の文学者とのかかわり―」 ３３日 

平成３０年１月１９日～２月２５日                2,208人 

⑨ 企画展「清方、人物を描く ―四季を彩る花々とともに―」 ２６日 

平成３０年３月２日～３月３１日       

（平成３０年４月１５日まで継続）                1,784人 

              開館日数 285日、年間入館者数 22,012人（1日平均 77人） 
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出張展示 

①  「没後 45年 鏑木清方展」への企画協力 ３２日 

会期：平成２９年９月９日（土）～１０月１５日（日） 

 会場：高松市美術館           6,545人（1日平均 204人） 

②  「没後 45年 鏑木清方展」関連ワークショップ「初めての日本画」 

 平成２９年１０月１５日（日） 

会場：高松市美術館                        13人 

 

（２）普及事業 

① 

 

 

 美術講演会 

演題「鏑木清方と金沢八景 ―別荘〈游心庵〉のことなど」 

平成２９年６月６日（火）13:30開講  

会 場：鎌倉市鏑木清方記念美術館 

  講 師：八柳サエ氏（横浜美術館 主任司書/主任学芸員）      48人 

②  美術講演会 

演題「江戸美人から近代美人へ その美しさを探る」 

平成２９年１１月７日（火）13:30開講  

会 場：鎌倉市鏑木清方記念美術館 

講 師：村田孝子氏（ポーラ文化研究所 シニア研究員）      43人                   

③  市民講座 

  平成２９年４月２５日（火）～２９日（土）（計５回） 

  会 場：鎌倉市鏑木清方記念美術館 

  講 師：当館学芸員、及び客員研究員等             59人 

④  ギャラリートーク（展示解説） 

  毎月第２、第４土曜日等に実施（計 ６８回）                1,017人 

⑤  日本画ワークショップ 

 「日本画材を使って描いてみよう！」 

平成２９年５月２１日（日）16人、６月１１日（日）19人､ 

９月１０日（日）10人、１１月１９日（日）22人、１２月１７日 19人、 

（計 ５回）  86人 

⑥  日本画制作実演 

  平成２９年５月６日（土）34人、７日（日）26人、 

１０月７日（土）20人、８日（日）29人            109人 

⑦ 子ども参加プログラム 

 「春休み親子鑑賞」 

平成２９年４月１日（土）～４日（火）        9人（内、同伴者 5人） 

⑧ 子ども参加プログラム 

 「日本画材を使って、縦長の絵を描こう！」  

平成２９年４月２日（日）、４日（火） 

33人（内、参加した同伴者 4人 見学の同伴者 10人） 
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⑨ 子ども参加プログラム 

 「短冊に日本画材を使って、絵と詞を描こう！」 

平成２９年７月２７日（木）、２８日（金）、８月４日（金） 

39人（内、同伴者 15人） 

⑩ 子ども参加プログラム 

 「木版画の多色摺りに挑戦しよう！」 

平成２９年７月２１日（金）、８月３日（木） 

                       39人（内、同伴者 15人） 

⑪ 子ども参加プログラム 

 「夏休み親子鑑賞」 

平成２９年７月７日（金）～８月２７日（日）276人（内、同伴者 115人） 

⑫ 子ども参加プログラム 

 「春休み親子鑑賞」 

平成３０年３月２３日（金）～３月３１日（土）27人（内、同伴者 16人） 

（平成３０年４月４日（水）まで継続） 

⑬ インターン 

平成２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） 計 36日  1人 

⑭ 学芸員実習 

平成２９年８月１日（火）～８月５日（土）、２９日（火）、３０日（水）  

ほか３日間、計１０日間                      1人 

⑮ 高校生インターンシップ 

平成２９年７月２５日（火）～２７日（木）            5人 

平成２９年８月１日（火）～３日（木）              2人 

⑯ 中学生インターンシップ 

平成２９年１１月９日（木）                   3人 

平成２９年１１月９日（木）、１０日（金）                    3人 

⑰ 未就学児童と小学校低学年対象ワークショップ 

「親子で美術館へ行ってみよう！」 

平成２９年７月２６日（水）、８月２日（水）           24人 

⑱ 鎌倉の紫陽花と清方作品鑑賞プログラム 

「鎌倉の紫陽花と美術館を巡ろう」 

平成２９年６月１７日（土）26人、２５日（日）17人、 

７月１日（土）37人                      80人 

⑲ 企画展「清方と祝う正月」関連企画「新春福引き」 

平成３０年１月４日（木）～１月１４日（日）         1,059人 

 

（３）調査研究事業 

① 叢書図録 20『鏑木清方の随筆『續こしかたの記』を読む その二』 

『續こしかたの記』の後半を読み解き、清方が述懐した昭和初期から戦後の 

画壇や制作活動を中心に紹介し、あわせて『讀賣新聞』の掲載挿絵とあらすじに

ついて調査研究を行い、成果をもとに図録を製作（400冊） 



- 17 - 

 

② 『鏑木清方名作集 開館二十周年記念図録』 

平成 25年度から 29年度までの特別展で展示した館外所蔵作品をフルカラーで

紹介。（1,000冊） 

③ 『鎌倉市鏑木清方記念美術館 年報（2012年度～2016年度）』 

平成 24年度から 28年度までの 5年間の活動記録と新規収蔵品の紹介を年報と

して製作、無料配布。（500冊） 

④ 
収蔵作品や資料の修復（13点） 

 

（４）文化庁補助金事業「鎌倉の文化施設を国際発信する地域活性事業」 

平成 29年度芸術文化振興費補助金（地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業）

を受け、鎌倉文学館、北鎌倉葉祥明美術館とともに「鎌倉の美術館 外国人利用のた

めの環境整備事業実行委員会」を組織し、「鎌倉地域の文化施設を迷わず周遊できる

観光促進事業」および「外国人利用のための環境整備事業」を行いました。 

 

「鎌倉地域の文化施設を迷わず周遊できる観光促進事業」 

① 北鎌倉～長谷の文化施設を学芸員の視点から紹介する周遊観光 Webサイト 

「学芸員がススめる！ 鎌倉アート＆カルチャーMAP」（日・英）の製作と配信 

平成３０年３月３１日（土）公開 

② 「学芸員がススめる！ 鎌倉アート&カルチャーMAP」（日・英）の広報物の製作

及び配布（162件） 

「外国人利用のための環境整備事業」 

① 当館ホームページのフランス語化及び、館内設備の英語・フランス語キャ

プションの増設 

平成３０年３月３１日（土）公開 

 

    （５）その他 

ア ギャラリー５０への掲示 

普及事業の子ども参加プログラムで制作された作品の展示や、鏑木清方         

記念美術館の事業などの案内の掲示を、鎌倉駅のギャラリー５０で行いま

した。 

【春】５月 ９日（火）から５月１５日（月） ７日間 

【秋】９月１２日（火）から９月１８日（月） ７日間 

イ ボランティアの活動 

専門知識の講義を受けたサポート・スタッフが、美術館展示解説活動、 

資料整理、教育普及事業等に参加しました。 

ウ 客員研究員制度 

大学との連携と市民参加による客員研究員が、市民講座での講義、叢書

        に関連する調査研究事業等の美術館事業に携わりました。 

エ 職員の研修 

職員の自己研修を奨励し、受講後は館内職員に対して報告会を行い、 
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  職員全体のレベルアップを図りました。 

オ 近隣施設との連携 

近隣文化施設等と連携し、スタンプラリーや広報連携、相互割引を行い、  

芸術文化の育成支援と、集客の促進に取り組みました。 

 

① 鎌倉市川喜多映画記念館・神奈川県立近代美術館 鎌倉別館・鎌倉国宝館と連携

し、「鎌倉文化ゾーン 小町通り・八幡宮エリア ミュージアムめぐりスタンプ

ラリー」を実施 

平成２９年５月３日（水）～平成３０年３月３１日（土）          149人 

② 鎌倉市川喜多映画記念館・神奈川県立近代美術館 鎌倉別館・鎌倉国宝館、鎌倉

歴史文化交流館と連携し、「鎌倉アート＆カルチャーMAP」の協力のもと「鎌倉

文化ゾーン 小町通り・八幡宮エリア ミュージアムめぐりスタンプラリー」の

関連トークイベント「鎌倉ミュージアムめぐり まち歩きガイド」を 実施 

平成３０年３月３日（土） 

開催場所：鎌倉歴史文化交流館                    65人 

③  北鎌倉 葉祥明美術館と「鎌倉とアートを楽しもう！」相互割引を実施 

平成２９年９月１６日（土）～平成２９年１２月３日（日）     14人 

④ 鎌倉芸術祭参加企画「朗読者 in KAMAKURA」 

「鏡花語り 清方描く ―ふたりの鎌倉物語―」 

平成２９年１０月２１日（土） 

開催場所：極楽寺 客殿                           29人 

⑤ 山口蓬春記念館と「鏑木清方と山口蓬春」トークイベントと相互割引を実施 

平成２９年１２月２日（土）～２月２５日（日）         31人 

対談イベント 

「清方と蓬春の交流、ゆかりの地 鎌倉・葉山」１月６日（土）  12人 

「清方と蓬春の交流と共通点」２月３日（土）          8人 

 

カ 子どものための解説書の配布 

春・夏休み子ども参加プログラムにおいて「日本画を描いてみよう！」、

「木版画の多色摺りに挑戦しよう！」の配布を行い、次世代を中心に  

日本画と木版画への理解を深め、伝統ある日本の美の普及に努めました。 

キ 英文表記の拡充 

展示作品のキャプションについて、順次英文表記を拡充させました。 

ク 検索システムの画像の追加 

ハイビジョン検索システムにおける収蔵品の紹介について、新たに 36 作

品の画像データを追加しました。  
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ケ 事業協力等 

① ブックカーニバル実行委員会が主催する「ブックカーニバル in カマクラ

2017」に協賛。 

イベントパンフレットを持参した来館者への絵はがきのプレゼントと展示 

解説を実施。 

平成２９年６月１０日（土）                     11人 

② 鶴岡文庫が主催する「鶴の子会林間学校」に協賛。 

子ども向けの日本画ワークショップを実施 

平成２９年８月２２日（火）                     90人 

③ 鎌倉市観光協会が主催する「着物サービス」に協賛。 

着物を着た来館者へ入館料 50円割引を実施。  

平成３０年２月１日（木）～３月１日（木）             19人 

④ 鶴岡八幡宮が主催する「第 11回 Tsurugaoka Intellectual Salon」に協賛。 

鶴岡八幡宮での外国人向け日本画ワークショップを実施。  

平成３０年３月１７日（土）                    23人 

⑤ 江ノ電株式会社が企画する「江ノ電沿線 PASSPORT」に参加。 

期間中に、江ノ電沿線パスポートを提示した台湾からの来館者に絵はがきの  

プレゼントを実施。 

平成２９年７月２２日（土）～平成３０年３月３１日（土）        0人 

 

（６）文化施設の管理運営事業 

鎌倉市鏑木清方記念美術館（鎌倉市雪ノ下 1-5-25）の指定管理者（指定管理期

間 平成 26年 4月 1日～平成 31年 3月 31日）として、鎌倉市との鎌倉市鏑木清

方記念美術館の管理運営に関する基本協定及び年度協定に基づいて管理運営を実

施しました。 
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Ⅱ 処務の概要 

１ 役員等に関する事項 

 

役 員 名 簿 

（平成 30年 3月末現在） 

理 事 長 森田 晃輔 

副 理 事 長 牧田 知江子 

専 務 理 事 岡林 馨 

理 事 朝比奈 惠温 

理 事 井手 太一 

理 事 富岡 幸一郎 

理 事 鳥谷 尚道 

理 事 奴田 不二夫 

理 事 真室 佳武 

監 事 東山 勉 

監 事 梨木 はるみ 

 

評 議 員 名 簿     

                       （平成 30年 3月末現在） 

評 議 員 岩佐 勝司 

評 議 員 斉藤 隆晴 

評 議 員 鈴木 良昭 

評 議 員 中澤 洋 

評 議 員 中村 英二 

評 議 員 益田 朋子 

評 議 員 丸山 孝 

評 議 員 村田 佳代子 

評 議 員 山本 賢二  
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２ 理事会等に関する事項 

（１）理事会 

第１回 開催日 平成２９年 ５月１５日  

議案第１号   平成２８年度事業報告について 

   議案第２号   平成２８年度一般会計収支決算及び特別会計収支決算について 

   議案第３号   平成２９年度定時評議員会の日時、場所、目的である事項について    

   報告事項１  職務の執行状況について 

  第２回 開催日 平成２９年１０月１３日  

議案第４号   平成２９年度第２回評議員会の日時、場所、目的である事項について 

      報告事項２  公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団非常勤嘱託員及び臨時職員の 

          賃金改正について 

   報告事項３  基本財産の運用について 

報告事項４  鎌倉文学館平成２９年度上半期事業報告について 

報告事項５  鏑木清方記念美術館平成２９年度上半期事業報告について 

報告事項６  第十二回鎌倉芸術祭の開催について 

報告事項７  職務の執行状況について  

  第３回 開催日 平成３０年２月１６日 

   議案第５号  平成２９年度一般会計収支補正予算について 

議案第６号  平成３０年度事業計画について 

   議案第７号  平成３０年度一般会計及び特別会計収支予算について 

   議案第８号  平成２９年度第３回評議員会の日時、場所、目的である事項について 

 

上記の日程で理事会を開催し、各議案については原案どおり承認されました。 

 

（２）監査 

  開催日  平成２９年５月９日 

  監査内容 平成２８年度公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団の決算について 

 

  上記の日程で決算監査を行い、平成２８年度の決算書類は適正であると認められました。 

 

（３）評議員会 

定 時 開催日 平成２９年５月３１日     

   議案第１号   平成２８年度事業報告について 

議案第２号  平成２８年度一般会計収支決算及び特別会計収支決算について 

第２回 開催日 平成２９年１１月８日  

  報告事項 1    公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団非常勤嘱託員及び臨時職員の 

        賃金改正について 

報告事項２     基本財産の運用について 

      報告事項３    鎌倉文学館平成２９年度上半期事業報告について 

      報告事項４   鏑木清方記念美術館平成２９年度上半期事業報告について 

   報告事項５   第十二回鎌倉芸術祭の開催状況について 
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第３回 開催日 平成３０年３月２０日    

議案第３号   平成２９年度一般会計収支補正予算について 

議案第４号  平成３０年度事業計画について 

議案第５号   平成３０年度一般会計及び特別会計収支予算について 

 

   上記の日程で評議員会を開催し、各議案については原案どおり了承されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


