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月間です 

 

 

 
 

 

 

12 月は病気予防と治療月間です 

 

 

【前回の卓話】「岡崎市の歴史文化の継承と芸術文化の発展 ―美術博物館の活動と使命―」 
岡崎市美術博物館 副館長 堀江 登志実 様 

 本日は、岡崎市の歴史文化の継承と芸術文化の発展と題して、

美術博物館の活動と使命についてお話をさせていただきます。 

当館は、1996 年(平成 8 年)7 月 6 日、岡崎市中央公園内にあ

る美術館･博物館として開館しました。自然と一体化している建

物が特徴の施設ですが、どこにあるのか分かりづらいとのご意見

もあります。設計は、栗生明氏によるもので、「平等院鳳翔館」

や「伊勢の式年遷宮記念せんぐう館」を手掛けられています。 

私は、江戸の古文書を読む仕事に従事していました。岡崎市は中世や近代において西三

河の拠点であったことが伺えます。足助村や一色の文献にはたびたび登場し、伝馬通り

にある飛脚問屋を通じて、各種文書が配送されたことが記されています。岡崎のエネルギーの力強さを感じるの

は、徳川家康がその道筋をつくったからでしょう。近隣市町村の学芸員から、岡崎市はネタがあっていいねと言

われるほど、文化の中心地であると感じています。だからこそ、歴史と文化の保存と活用が必要なのかもしれま

せん。当施設建設のきっかけは、昭和 63 年上佐々木町「上宮寺」の火災により、文化財が焼失したことにより

ます。市の文化財保存の場所が必要であると判断され施設の建設が進められたそうです。 

美術館や博物館の使命は、文化財をネット上のデジタル情報では受信できない感動を伝えることにあると考えて

います。当館に足を運んで頂き現物を見ることで、大きさや色彩を実感することができます。例えば、御朱印船

の絵馬は大変大きいものですが、デジタル画像ではキャビネサイズ程度に受け取られます。しかし実物は、４ｍ

四方に及ぶ巨大なもので、人々の願いを大きさに込めたことが伝わってきます。現物に接して初めて感じる事が

できる、文化財の価値や魅力を見出して頂ければと思います。 

【前回の会長挨拶】（第 2093 例会） 

「愛知まちなみ建築賞」という愛知県の公園緑地課が担当している建築賞があります。

この岡崎市美術博物館は、第４回の愛知まちなみ建築賞を受賞しています。当時の選考

基準を紹介します。良好な街づくりを進めていくためには、建築物が地域環境の形成に

積極的にかかわり、一定の社会的役割を果たしていくことが重要であるという認識の下、

募集条件に適合しているもののうち、良好な街並み景観の形成や潤いある街づくりに寄

与するなど、良好な地域環境の形成に貢献していると認められる建築物または街並みで、

次の基準のいずれかに適合し、かつ社会的貢献度の高いものを選考する。 

１ 地域のおける新しい建築文化の創造に寄与しているもの。 

２ 地域固有のまちなみに調和し、特色ある景観の形成に寄与しているもの。 

３ 魅力と潤いのある空間の創造に寄与しているもの。 

４ その他、本省の趣旨に適合し、地域に貢献しているもの。 

この様な基準で選考されました。続いて講評を紹介します。山頂の駐車場を降りて土手を登ると「風の道」「水

の道」という広場の先に全面ガラスのエントランスホール（アトリウム）と反り返った大きく庇を広げたレスト

ラン棟が見える。いかにも小さくこれが美術博物館かなあ・・と驚かされる。アトリウムは光に満ちて快い。エ

スカレーターで下るとホワイエとただ一室の展示室と展示回廊だけ。収蔵庫として計画したもので、当面は美術

館として利用し、将来の本館建設につなげるとの説明で納得する。恩賜池に至る幾重にも折り返すスロープがあ

り、「一つの箱の中だけでなく、一帯がアートの舞台となり、巡回して楽しめる」施設になっている。因みに、

これと同時期に受賞した身近な建物は旧足助町のマンリン書店です。 

「 クラブ年次総会 」 

4４期【No.17】第 2094 回例会                        2016/12/1 
 （過去 3 回の修正出席率 10/13：98.11％ 10/27：98.18％ 11/10：98.15％） 

【本日の卓話】           

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%AD%89%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%AD%89%E9%99%A2
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文化財の保存は、ただ箱に入れておけばよいのではなく、人の手間をかけないとできません。絹の絵画は、200

年で傷んでしまいます。400 年の絵画の保存には、途中で裏打ちの補修をしなければ壊れてしまいます。また刀

剣は、油を塗ってかわいがってやらねば、すぐに錆びてしまいます。文化財はこうして人の手を介して保存され

ていきます。当館では、現在 53000 点の資料を常温常湿のもとで保存しています。昔から虫干しが実施されて

きましたが、これは後世へ文化財を遺す為の大切な作業です。 

文化財の活用として、展示をしていくことが大切です。展示をすることで文化財が劣化するという悪い面もあり

ますが、展示することで得られる情報もあります。以前、若狭のむらさき硯を展示したところ、私のところにも

あるとの情報が入りました。調査したところ若狭の殿様が、名を広めるために奉納したことが判りました。 

大樹寺のお寺の申し出により、虫干し等に手間がかかるからとのことで貴重な資料をお預かりしました。しかし、

本来はお寺の宗教行事に使うものであり、祭事毎に展示して、破損すれば檀家が修復していくことが本来であり

ます。博物館は、収蔵庫ではありません。市民が活用していくことにより、文化財の価値も高まると考えます。 

博物館は、修復したものを展示するのが基本でありますが、修復前のものを展示することにより必要性をアピー

ルすることができます。 

当館の愛称でもある「マインドスケープ・ミュージアム」は、心を語るミュージアムをコンセプトにしています。

徳川家康を生きた時代に関する資料を始め、バロック絵画からシュルレアリスム、現代アートまで、心を伝える

美術品・博物資料を幅広く収集しています。現代アートは、まだ価値が不安定ですが愛知トリエンナーレ等の新

しい作品の展示を心がけています。パブリックな施設に展示することは、作家のステータスとなり価値を高める

機会となります。また同時に展示側の責任が発生することを自覚しています。作家をアシストして育てることが、

文化振興の柱となります。従来の価値観だけにとらわれず、新たな視点で選定することが、学芸員の素養であり

当館の究極の使命であると考えています。 

本日は、貴重な時間を頂戴し「岡崎市美術博物館の活動と使命」をご紹介しました。この後、収蔵品の保存状況

をご覧いただきます。お時間のある方は、イタリアを起源にしたヨーロッパのバロック絵画を展示しております

ので鑑賞いただければ幸いです。 

 
卓話者：堀江 登志実 様 

 
卓話：岡崎市の歴史文化の継承と

芸術文化の発展 

 
中川副会長よりお礼の言葉 

 
施設見学 

 
絵画鑑賞「ブリューゲルとバロックの巨匠」 

 
「移動例会」岡崎市美術博物館にて 

幹事報告  
■ 次週 12/1 例会はクラブ年次総会です。会場が４階末

広の間に変更です。お間違いのないようお願いします。 

ビジター報告  【サイン受付】42 名 

出席委員会   本日の出席率 90.57%(欠席 5 名) 

前々回(11/10)修正出席率 98.15％(欠席 1 名) 

親睦委員会  年忘れ親睦家族例会のご案内 

11 月の DONATION 

 ロータリー財団 財団小銭寄付金 米山奨学会 米山小銭寄付金 ニコニコ BOX 

11 月 \695,000 \4,382 \20,000 \2,837 \34,000 

今年度累計 \705,200 \22,719 \764,200 \17,998 \533,000 
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同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 未定 未定 定例会 

ひよどり会 12 月 8 日（木） チャーム 定例会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 

１2 月の慶祝 

会員誕生日  おめでとうございます  

鈴木圭介君（S45.12.9） 春名祐樹君（S48.12.13） 生駒尚久君（S33.12.18） 西脇謙二君（S46.12.24） 

原田耕平君（S12.12.26） 安井健次君（S44.12.26）   

ご家族誕生日  おめでとうございます  

草野信隆君 瞳様(12.1) 中川和広君 雅美様(12.4) 南 鉉君 なみえ様(12.6) 佐野真琴君 健一様 (12.14) 

生駒尚久君 悦子様 (12.16)    

結婚記念日  おめでとうございます  

安井健次君 (H10.12.15) 草野信隆君 (S38.12.11) 水野恒彦君 (S34.12.18)  

入会記念日  おめでとうございます  

岩月鋹廣君 (S53.12.7) 手嶋 明君 (S57.12.2) 畔栁秀幸君 (H18.12.7) 島田英太君 (H21.12.3) 

皆出席  おめでとうございます（11 月入会者）  

長坂 勲君 (34 年) 小林清文君 (17 年) 梅村順一君 (14 年) 近藤金作君 (9 年) 

三城偉央君 (3 年)    

12 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

12/10(土)18:00～ 名鉄ニューグランドホテル 「年忘れ親睦家族例会」  ※12 月 8 日(木)の例会変更です。 

12/15(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「日本の国土の 70％の現状」額田木の駅プロジェクト 鈴木啓允様 

12/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」会長 小林清文君／幹事 酒井賢君 

12/29(木)  定款第 6 条第 1 節の規定により休会です 

他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

12 月 7 日（水） 三河安城 ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30 

12 月 13 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

12 月 14 日（水） 岡崎 岡崎出雲殿１階 11:30～12:30 

12 月 16 日（金） 安城 碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30 

12 月 19 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

12 月 19 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

12 月 19 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

12 月 20 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

12 月 20 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

12 月 20 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30 
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