
 

 1 

 

公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団 

2022 年度事業計画書 

 
「岡本太郎の先駆的芸術創造の成果を広く社会に伝承する」ことが当財団に与

えられたミッションである。今年度もミッション達成の努力を着実に実施して

いく。 
 

1.現代芸術に取組む作家、研究者等に対する助成 
2.現代芸術に関する優れた活動に対する顕彰 

 

(1)第 26 回岡本太郎現代芸術賞 

『岡本太郎現代芸術賞』(通称 TARO 賞)は、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べく、

当財団の主要な事業として取組み、着実に成果を収めてきた。第 26 回となる

今年度も、本事業を継続して実施し「時代を創造する者は誰か！」を問いか

け、創作活動に邁進する人たちの活力ある挑戦の場を提供する。 
 [主催]  
     公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団 
   川崎市岡本太郎美術館   
 [スケジュール](予定) 

・応募期間       2022 年 7 月〜9 月 
・第一次審査      2022 年 11 月 
・第二次審査      2023 年 1 月 
・入賞者発表・授賞式  2023 年 2 月 
・入賞・入選作品展   2023 年 2 月〜 

 [賞及び賞金] 
   ・岡本太郎賞    200 万円 1 名 
   ・岡本敏子賞    100 万円 1 名 

・特別賞    総額 50 万円  若干名 
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 [審査員] 
審査員の構成は次の通りとし委嘱する。(予定、敬称略) 
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 
土方明司  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 

(2)第 26 回岡本太郎現代芸術賞の入選・入賞作品展 

  今年度も、第 26 回岡本太郎現代芸術賞の入賞・入選作品展を川崎市岡本太

郎美術館で実施する。会期中、展示されている入選作品の中から、来館者に

お気に入りの作品を投票してもらい、結果を HP などで公表する。上位の作

家には記念品を進呈。 
(3)「太郎賞」「敏子賞」受賞者の岡本太郎記念館での特別展示 

「太郎賞」「敏子賞」の受賞者に岡本太郎記念館での作品展示の機会を提供し、

現代芸術の普及啓蒙に努める。 
 
3. 岡本太郎記念館の運営 

(1) 建物・収蔵品等の維持管理 

 ○1 建物  
日々の保守・保全管理を行い、必要に応じて修繕を行うなど適切な措置をと

り来館者に快適で安全な空間を提供する。特に、日頃から職員の防火、防災

意識を高め緊急時に備える。 
 ○2 展示物・収蔵品 

岡本太郎の作品を、後世に遺し伝えるべく修復、保全、整理して作品の維持

管理を適切に行う。また、屋外展示物のメンテナンスを定期的に実施するな

ど貴重な作品、資料の保全に万全を期すこととする。 
(2) 開館時間・休館日等 

  開館時間  10:00〜18:00 (入館は 17:30 まで) 
    休館日   火曜日(祝日の場合は開館し、翌日も開館) 

年末年始(12/28〜1/4)及び展示更新時など。 

入館料   一般 650 円 (550 円) / 小学生 300 円 (200 円) 
※ ( )内は 15 名以上の団体料金  
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TARO PASSPORT   3,000 円 （購入時から１年間） 
ショップ利用 5%割引、同行者割引、企画展やイベント情報の発信、限定商

品やイベントの優先予約等、定期的に発信していく。 
 
(3) 企画展の実施 
  今年度は以下の企画展を実施する予定である。 
 

○1「赤と黒」 

期間 2022 年 3 月 18 日(金) 〜 7 月 18 日（月・祝） 
 岡本芸術にとって特別な意味を持つ「赤」と「黒」にスポットをあて、両者

の世界観を対比的に体感できる環境をつくって来館者を迎える。色をテーマ

に据えたはじめての企画展。 

②「（仮）岡本太郎の 1世紀」  

期間 2022 年 7 月中旬 〜 11 月中旬 

本年 7 月からスタートする大回顧展にちなんで、太郎の 84 年にわたる芸術

人生はもとより、没後のさまざまなプロジェクトまでを一覧する。第一展示

室で生前を、第二展示室で没後を表現。 
③「(仮）弓指寛治の宇宙」 

期間 2022 年 11 月中旬 〜 2023 年 3 月中旬 

昨年、記念館の庭で壁画の公開制作を行った弓指寛治（2017 年度敏子賞受

賞）を迎え、太郎とのコラボレーション・プロジェクトを中心にした展覧会

を行う。 

 

(4) ギャラリートーク  

当館スタッフによる記念館の展示作品の解説を交え、岡本太郎や記念館の魅

力を語るギャラリートークを月 1 回程度行う。また、要望に応じてグルー

プや学校団体へガイダンスを行う。 

 

(5) ミュージアムショップ 

芸術に対する岡本太郎の熱い想いが裏打された記念館でしか入手できない

オリジナル商品の提供。また、企画展と連動させた関連グッズ・書籍、デッ

トストック商品などをイベント的に提供していく。 
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4. 現代芸術に関する調査研究・資料収集活動 
昨年より研究員を増員し着手してきた、関連資料や作品の調査研究・整理を

継続して進めるとともに、全所蔵作品・資料のデータ化を進める。岡本太郎

作品の資料収集活動は、作品の散逸を防ぎ次世代に継承していく観点から、

可能な限り継続して実施する。収集した作品は、時機をみて企画展などで公

開していく。 

 

5. 関係機関との連携・協力活動 

港区ミュージアムネットワーク(加盟館 39 館)が実施するイベントや情報誌

への協力など、加盟館の一員として連携を図る。また国内の美術館、博物館

が実施する岡本太郎関連の特別展、企画展などへの作品や関連資料の貸出を

積極的に協力し行っていく。さらに、NPO 法人明日の神話保全継承機構が

管理している「明日の神話」の“すす払い”や広報活動に継続して連携・協力

していく。 
 
6. 広報活動 

幅広い世代をターゲットに SNS の拡散力を活用した広報活動を実施してい

く。また、リリース配信会社を使ったマスメディアへの情報発信をはじめ、

取材対応、資料の提供等を幅広く行う。さらに、企画展のチラシを制作し発

送(美大、専門学校、美術館、博物館、図書館等)するなど情報発信、誘客に

努める。 

 

7.その他の事業 

(1)大回顧展「岡本太郎」の開催 

本展は、岡本太郎の代表作を網羅しつつ、これまであまり注目されてこなか

った晩年の作品なども紹介しながら、その生涯をたどる。 

【大阪展】 

会期 2022 年 7 月 23 日(土) 〜 10 月 2 日(日)  

会場 大阪中之島美術館 

主催 大阪中之島美術館、公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団、 

川崎市岡本太郎美術館、ＮＨＫ大阪放送局、 

ＮＨＫエンタープライズ近畿 
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【東京展】 

会期 2022 年 10 月 18 日(火) 〜 12 月 28 日(水) 

会場 東京都美術館 

主催 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、 

公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団、川崎市岡本太郎美術館、 

ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション 

【愛知展】 

会期 2023 年 1 月 14 日(土) 〜 3 月 14 日(火) （予定） 

会場 愛知県美術館                     

主催 愛知県美術館、公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団、 

川崎市岡本太郎美術館、ＮＨＫ名古屋放送局、 

ＮＨＫエンタープライズ中部 

 

協賛 NISSHA 

 

 

 以上 

    


