
公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団 

2019 年度事業実施報告書 

 

Ⅰ. 事業の概況 

1. 現代芸術に関する作家、研究者に対する助成 

2. 現代芸術に関する優れた活動に対する顕彰  

(1)第 23 回岡本太郎現代芸術賞 

本賞は 1997 年岡本太郎の精神を継承し、自由な視点と発想で現代社会に鋭

いメッセージを突きつける作家を顕彰するべく設立された。今回で 23 回目

を迎える本賞には 452 点の応募があり、今年は 23 名（組）の作家が入選し

た。本事業の実施経過等は以下の通りである。 

 

［経過］ 

1.応募期間  2019 年 7 月 15 日〜9月 15 日 

2.予備審査  2019 年 9 月 17 日、18 日 

3.第一次審査 2019 年 11 月 1 日 

4.第二次審査 2020 年１月 30 日 

5.入賞者発表・授賞式 2020 年 2 月 13 日 

 

［審査員］（敬称略・五十音順） 

椹木野衣   美術批評家／多摩美術大学教授 

平野暁臣   空間メディアプロデューサー／岡本太郎記念館館長 

北条秀衛   川崎市岡本太郎美術館館長 

山下裕二   美術史家／明治学院大学教授 

和多利浩一  ワタリウム美術館キュレーター 
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［入賞者］ 

賞 賞金  作家名 作品名 

岡本太郎賞 200 万円 野々上聡人 《ラブレター》 

岡本敏子賞 100 万円 根本裕子 《野良犬》 

特別賞 10 万円 澤井昌平 《風景》 

特別賞 10 万円 藤原千也 《太陽のふね》 

特別賞 10 万円 本濃研太 《僕の DNA が知っている》 

特別賞 10 万円 村上力 《（上）一品洞「美術の力」》 

特別賞 10 万円 森貴之 《View Tracing》 

 

(2)第 23 回岡本太郎現代芸術賞展 

入賞・入選作品展を以下の通り一般公開した。 

会期：2020 年 2 月 14 日（金）〜4月 12 日（日） 

会場：川崎市岡本太郎美術館 

入選 23 作品の来場者による人気投票を行った。予定されていたギャラリー

トークやパフォーマンスは、新型コロナウィルス感染予防・拡散防止のた

め、全て中止された。 

 

3.岡本太郎記念館の運営 

（1）開館時間・休館日等 

【開館時間】10:00〜18:00 

【休館日】火曜日（祝日の場合は開館）※振替休館なし 

      年末年始（12 月 28 日〜１月 4日）および展示替え、保守点検日 

【観覧料】 中学生以上￥650（￥550）小学生￥300（￥200） 

（ ）内は 15 名以上の団体料金 

【割引】  記念館 HP のネット割引、各種媒体クーポン等 各￥100 割引 

【Taro Passport】何回でも無料で入館できる年間パス。特典として会員同伴

者は 3名まで団体割引、記念館主催の講座やライブ等への

優先受付、ショップ、カフェの割引。有効会員数 88 名。 
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(2)施設管理 

   来館者の安全を 優先に施設のチェックを日々行ない、適切な管理に努め

た。また、記念館の快適性を維持するため日々の清掃や植栽管理を実施し

た。  

 

(3)作品修復 

庭に設置されている立体作品の劣化を修復するため、事業計画書に基づき

専門業者に発注した。また、《めばえ》、《樹人》などの大きく且つ固定

された作品は、内部に溜まった水を抜くなどの処理を行うとともに洗浄を

行った。今期、修復の発注を行った作品は以下の通りである。 

［立体作品］ 

・乙女（全体に塗装の剥がれ） 

・鳥（キズとクラック） 

・エラン（塗装のクラック） 

・栄光〈２体〉（一部破損、塗装のクラック） 

・動物（一部にクラックと塗装の剥がれ） 

・河童（塗装の剥がれと劣化） 

・マスク〈4体〉（塗装の剥がれ） 

 

(4)入館者数 

2019 年度 月別入館者一覧 

 

今期外国人 1.891 人  

〈開館からの延べ入館者数 799.720 人〉                        
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前年度との入館者数を比較すると、-13.376 人となり直近 5年間で も少な

い入館者数となった。前年度はリニューアル公開された「太陽の塔」に連動

した企画展が好評となり入館者数が 5万人を超えた。今期は前年のようなム

ーブメントは収まり通年並みの入館者数（上半期）であったが、下期は新型

コロナウィルスの影響により２月中旬から 3月末までの入館者数が激減し

た。この間、感染予防措置を講じてなんとか開館してきたが、都知事による

「感染爆発の重大局面」「外出自粛」の方針を尊重し、残念ながら 3月 27

日〜5 月 6日までを休館とした。 

 

(5)企画展 

 今期実施の企画展は以下の通り。 

① 「太陽の芸術―岡本太郎のパブリックアートー」 

会期：2019 年 2 月 27 日〜6月 23 日 

いつでも誰でもアクセスできる公共の場に多くの作品を残した岡本太郎。 

ゲストキュレーターに大杉浩司氏（川崎市岡本太郎美術館学芸員）を迎

え、岡本芸術にとって、なくてはならない存在であるパブリックアートを

紹介した企画展。 

 

② 「5億年後の生命体 河口洋一郎：beyond AI」 

会期：2019 年 6 月 26 日〜10 月 27 日 

「渦を巻いていない宇宙に生きものはいない。生命のはじまりは全部渦な

んだ」と、自己増殖する「グロースモデル」を駆使し生命の誕生とエネル

ギーを表現し続けてきた河口洋一郎氏。5億年後の進化の姿を創造した作

品群を展示。 

  アーティストトーク「インテリジェントな生命体のアート〜beyond AI〜」 

（6月 29 日） ゲスト：畠中実氏（NTT インターコミュニケーション・センター

主任学芸員）× 河口洋一郎氏（東京大学名誉教授） 
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③ 「日本の原影」 

会期：2019 年 10 月 30 日〜2020 年 2 月 24 日 

岡本太郎が 1950 年代から 60 年代にかけて撮影した縄文、東北、沖縄の写

真を一堂に会し、太郎の「ほんとうの日本」を発見する旅を追体験。 

会期中にはクリスマスライブ含む 5回のギャラリーライブを開催した。 

 

④ 「岡本太郎の版画」 

 会期：2020 年 2 月 26 日〜6 月 28 日 

版画に焦点を当てたはじめての企画展。リトグラフ、エッチング、シルク

スクリーン、木版など、種々の手法を駆使した作品を展示。緊急事態宣言

に伴い臨時休館（3月 27 日〜）としたため、会期延長の可能性あり。 

 

(6)特別展示 岡本太郎現代芸術賞 太郎賞作家展 

さいあくななちゃん（2018 年岡本太郎賞） 

「生きる」 会期：2019 年 6 月 5 日〜23 日 

（公開制作 6月 5日〜19 日／完成作品展示 6月 20 日〜23 日） 

アーティストトーク（6月 20 日） 

 

(7)ギャラリートーク 

 当館スタッフによる記念館や作品の解説を来館者に行うギャラリートークを

毎月 1回、木曜日に実施。（全 12 回予定通り開催） 

 

(８)広報活動 

記念館 HP や Twitter、フリーペーパーやタウン誌、生活情報誌に企画展や

記念館案内を掲載し、積極的な情報提供や取材対応を行った。新たな試み

として、今年度から＠press（日本 大規模のプレスリリース配信サービ

ス）の利用を開始した。企画展・特別展示はもとより、TARO 賞（入選者決

定、授賞式の取材案内、受賞者決定と入選作品の展覧会）など各種のプレ

スリリースを行い、今までの送り先に加え、さらに多くのメディアへの目

に触れる機会を提供することが可能となり、メディアへの露出機会は増加

した。            
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また、記念館や岡本太郎情報を満載した HP のフルリニューアルに取り組ん

だ。SNS の拡散力を意図したスマートフォン対応型のデザインにするなど、

WEB サイトを充実して特に若者層への広報活動に活かしてゆく。近々に完成

し発信の予定である。なお、PLAY TARO は 4 月 30 日をもって一旦休止とす

る。 

 

４.現代芸術に関する調査研究・資料収集 

（１）調査研究  

企画展などの各種活動や的確な情報と資料提供に資するため、収蔵作品の

既存データを元に岡本太郎関連資料の再確認、再整理を行った。今期は再

整理された版画作品全ての撮影を終了、ファイル化するとともに、修復や

燻蒸を実施した。 

 

（2） 資料収集・保存 

岡本太郎作品の散逸を防ぎ保存するため、可能な限り作品や関連資料の収

集を図った。今期に収集した作品等は以下の通りである。 

 

〈返却作品〉 

公益社団法人アムネスティーインターナショナルより 

《叫び》1980 年 (油彩:730×530) 

「フリーダム`80  28 名のアーティストによるアムネステイのためのポスタ

ー展」のポスターに載っている作品で実際に展示されたもの。 

展覧会終了時に返却されるべき作品が、そのままアムネスティ側に保管さ

れていた。なお、作品の色落ちや劣化が見られたため直ちに修復の発注を

行った。 

 

５.関係機関との連携活動 

  美術館、博物館等の文化施設や関係機関そして NPO 法人との連携・協力を測

りながら現代芸術の普及啓蒙活動に務めた。主な連携活動は以下の通りであ

る。 
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〈企画展等〉 

① 岡本太郎美術館 20 周年記念展／川崎市岡本太郎美術館（神奈川県） 

（前期）岡本太郎・縄文から現代へ 

2019 年 7 月 13 日〜10 月 14 日 

（後期）芸術と社会・現代の作家たち 

2019 年 10 月 26 日〜2020 年１月 13 日 

② 鎌倉別館リニューアル・オープン記念展「ふたたびの『近代』」／神奈川

県立近代美術館 鎌倉別館（神奈川県） 

2019 年 10 月 12 日〜2020 年 1 月 19 日 

③ 岡本太郎展「芸術は爆発だ！」／大分県立美術館（大分県） 

2019 年 12 月 26 日〜2020 年 1 月 24 日   

 

〈NPO 法人との連携〉 

NPO 法人明日の神話保全継承機構が実施する「明日の神話」に付着した埃を

取り除く清掃活動にボランティアとともに参加、協力を行った。 

「明日の神話」煤払い 2019 年 11 月 8 日〜16 日（全 4回） 

 

６.ミュージアムショップ 

年間を通し、ワゴン販売等で倉庫に眠っていたスカーフ等の過去の商品や、太

郎さん存命中の画集等の販売を実施した。既存のグッズ以外にも来館者にと

って目を引く商品を置くことで、ショップでの買い物により高い満足感を得

て頂けるよう企画。次年度以降も、定期的に行う予定である。 

なお、今期の新グッズ・新刊書等は以下の通り。 

【グッズ】 

・iPhone6/7/8 用ケース「坐ることを拒否する椅子」・ガチャガチャ「ミニミ

ニタオル」6種 ・ハンカチ 3種「EXPO'70」「黄金の顔図面」「建 設」    

・ラバーキーホルダー「EXPO'70」 ・マグカップ「坐ることを拒否する椅子」

赤／黄／黒 ・Kids Ｔシャツ「坐ることを拒否する椅子」120cm 

・Kids Ｔシャツ「太陽の塔（シルエット）」120/160cm  ・ポスター横 A２「太

陽の塔（写真）」 ・A２「太陽の塔（図面）」クリアケースセット「坐ること 
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を拒否する椅子」3種   ・ぬいぐるみ太陽の塔 這型 Sサイズ 

 

【新刊書】 

「他人が笑おうが笑うまいが自分の歌を歌えばいいんだよ」 小学館 

 

【映像】 

映画「太陽の塔」（DVD・Blu-ray）本編 112 分  

昨年度に制作・公開された長編ドキュメンタリーが DVD・Blu-ray 化され販

売開始。 

 

７.その他の事業 

⑴「太陽の塔 2018 年バージョン模型の製作 

1970 年大阪万博当時の「太陽の塔」と 2018 年 3 月に公開された「太陽の

塔」は内部の造形や照明演出など当時とは異なっている。その違いを明確

にするため 2018 年公開の「太陽の塔」の模型製作を（株）海洋堂に発注し

た。製作にあたっては 2015 年製作の 1500cm「太陽の塔（簡易版）を 2018

年版「太陽の塔」に改造した。こうすることで既に製作した 1500cm「太陽

の塔」（完全版）の姿と再生された現在の姿を比較することができる。 

製作過程では「生命の樹」の形状の整合性、色彩、照明演出など細部にわ

たる検証を経て製作が行われた。 

今後は記念館での展示をはじめ、本年実施される「太陽の塔」展の巡回展 

（秋田・新潟）において公開していく予定である。 

 

⑵ 《ノン》レプリカの製作 

《ノン》は大阪万博「太陽の塔」の地下展示「いのり」に展示されていた

岡本太郎の作品である。現在、川崎市岡本太郎美術館にオリジナル 1体が

所蔵されている。岡本太郎の代表作でありユニークで人気があるものの、

劣化が懸念され常設的な展示は難しい状況にあるため、作品を後世に遺す

観点からレプリカの製作を発注した。作品の 3D スキャン、スチロール原

型の製作を行い素材は FRP である。なお、作品は展示や搬出入を考慮して 
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3 分割タイプとした。（1700cm×1200cm×1100cm） 

完成した作品は、記念館での展示や各地の巡回展に活用していく。 

 

8.その他   

文化審議会は「大阪万博を象徴する存在感あるデザインで、現在も多くの

人に親しまれている」として、3月 19 日に太陽の塔を有形文化財（建造

物）に登録するよう答申した。 

 

Ⅱ財団の現況 

1 事業 

  当財団の定款に掲げる事業は、次の通りである。 

⑴ 岡本太郎記念館の運営 

⑵ 岡本芸術の普及啓発に関する事業 

⑶ 現代芸術に取り組む作家、研究者に対する助成顕彰 

⑷ 現代芸術に関する優れた活動に対する助成顕彰 

⑸ 岡本太郎および内外の現代芸術に関する調査研究ならびに資料収集 

⑹ その他目的を達成するために必要な事業 

 

２役員 

【理事長】 清水井敏夫  元アラビア石油（株）代表取締役専務取締役 

【常務理事】平野暁臣   （株）現代芸術研究所代表取締役／ 

岡本太郎記念館館長 

【理事】  中田 捷夫   （株）中田捷夫研究室代表取締役 

     山下 裕二   美術史家／明治学院大学教授 

     吉村 絵美留 （有）吉村美術研究所代表取締役 

【評議員】 大谷 省吾   東京国立近代美術館美術課長 

河口 洋一郎  東京大学名誉教授 

川崎 豊    蔵王リゾートサービス（株）代表取締役 

椹木 野衣   美術批評家／多摩美術大学教授 
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和多利 浩一  ワタリウム美術館キュレーター 

【監事】  千賀 修一   虎ノ門法律経済事務所所長・弁護士 

     高山 智巳   高山会計 税理士/公認会計士 

【顧問】  糸井 重里  （株）東京糸井重里事務所所長 

     千 玄室    裏千家前家元 

     福田 紀彦   川崎市長 

 

３事務局 

 正職員  4 名 / 契約スタッフ 5 名 

 

４理事会・評議員会 

１ 理事会 

〈第 1回理事会〉 

・開催日  2019 年 6 月 10 日 

・開催場所 岡本太郎記念館 分室会議室 

・出席者  清水井敏夫、平野暁臣、山下裕二、中田捷夫、吉村絵美留 

      監事：千賀修一 

      決議に必要な出席理事数 3名、出席理事 5名 

・議案   第 1 号議案 2018 年度事業実施報告書（案）及び収支決算報

告書（案）の承認の件 

            第 2 号議案 主要事業推進基金の新規積立の件 

      第 3 号議案 2019 年度定時評議員会の招集の件 

・報告   ・代表理事、業務執行理事の職務の執行状況について 

・任期満了に伴う理事の選任について 

・審議結果 議案、報告ともに全員異議なく原案通り承認及び了承された  

〈第 2回理事会〉 

・開催日  2020 年 3 月 9 日 

・開催場所 岡本太郎記念館 分室会議室 

・出席者  清水井敏夫、平野暁臣、山下裕二、吉村絵美留 

      監事：千賀修一 

10 



決議に必要な出席理事数 3名、出席理事 4名 

・議案   第 1 号議案 2020 年度事業計画書（案）及び正味財産増減予

算書（案）の承認の件 

      第 2 号議案 2019 年度臨時評議員会の招集の件 

・報告事項 ・代表理事、業務執行理事の職務の執行状況について 

・審議結果 議案、報告ともに全員異議なく原案通り承認及び了承された 

 

２ 評議員会 

〈定時評議員会〉 

・開催日  2019 年 6 月 25 日 

・開催場所 岡本太郎記念館 分室会議室 

・出席者 河口洋一郎、川崎豊、椹木野衣、和多利浩一 

     理事長：清水井敏夫、常務理事：平野暁臣 

    決議に必要な出席理事数 3名、出席評議員数４名 

・議案   第 1 号議案 2018 年度事業実施報告書（案）及び収支決算 

報告書（案）の承認の件 

第 2号議案 任期満了に伴う理事並びに監事の選任の件 

     第 3 号議案 評議員の選任の件 

・報告  ・代表理事、業務執行理事の職務の執行状況について 

     ・主要事業推進基金の新規事業に関わる積立について 

  ・審議結果 議案、報告ともに全員異議なく原案通り承認及び了承された 

 

〈臨時評議員会〉 

・開催日  2020 年 3 月 23 日 

・開催場所 岡本太郎記念館 分室会議室 

・出席者 大谷省吾、河口洋一郎、川崎豊、椹木野衣、和多利浩一 

     代表理事：清水井敏夫、常務理事：平野暁臣 

決議に必要な出席理事数 3名、出席評議員数 5名 

・議案   第 1 号議案 2020 年度事業計画及び正味財産増減予算書（案） 

の承認の件 (報告) 
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・報告   代表理事、業務執行理事の職務の執行状況について 

・審議結果 全員異議なく原案通り承認及び了承された 

 

                            

以上 
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