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【熊野古道なかへち美術館】 

紀の国わかやま文化祭 2021 特別連携事業 特別展「土屋仁応 森の神話」 

【田辺市立美術館】 開館 25 周年記念 特別展「きのくにの三画人」 

第３部：野呂介石  ※国の重要文化財を初めて展示（左から２点目） 



１．活動方針 

美術館では、美術作品を通じて芸術・文化にふれあう機会を提供し、やすらぎ・憩いを感じ

る場となるよう努める。 

 

【１】生涯学習時代に対応した各種活動の展開 

美術館は地域のシンボルとなる個性豊かな文化施設として、特別展（または特集展示）・館

蔵品展（または小企画展）の開催や生涯学習時代に対応した各種活動を展開し、質の高い芸

術文化に触れる機会を提供する。 

 

【２】地域社会への貢献 

美術作品を通じて田辺・紀南地方を中心とした紀州の文化を紹介するとともに、社会教育施

設としての美術館の役割から、美術館及び館外において講演会や講座等の開催を行う。 

 

【３】学校等との連携 

美術館に対する理解を深め、教育活動への有効活用を図るため、学校での美術鑑賞講座等を

行う。 

 

【４】広報活動の増強 

美術館が地域文化の創造や発展に役立ち、地域社会に適切に還元されるよう各種情報手段を

駆使した広報活動を行う。 

 

 

２．活動内容 

美術の振興を図り、教育及び文化の向上に資するため、次の活動を行う。 

（１）魅力ある展覧会の開催に努める。 

（２）調査研究の充実を図り、成果を公表する。 

（３）美術作品、図書、資料等の収集の拡充を図る。 

（４）教育普及活動の推進充実に努める。 

（５）収蔵作品、資料等の保存・修復及び保存環境の整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３.令和４年度事業概要 

○展覧会事業 

本市出身で昨年亡くなった日本画家、稗田一穗の芸術を回顧する展覧会を、和歌山県立近代

美術館との共同で開催する。また、「第 61 回全国花いっぱい田辺大会」の関連イベントとして

雑賀清子の展覧会を開催する。 

 

田

辺

市

立

美

術

館 

展覧会名 種別 開催期間 開催日数 

１ 湯川雅紀 2011-2022 特別展 
令和４年４月16日 

～６月26日 
61 日間 

２ 織の表現 館蔵品展 
令和４年７月16日 

～９月４日 
43 日間 

３ 近代紀南の画家Ⅲ 福田静處 小企画展 
令和４年９月17日 

～11月６日 
43 日間 

４ 
稗田一穗展 

※和歌山県立近代美術館との共催 
特別展 

令和４年11月19日 

～令和５年１月15日 
42 日間 

５ 雑賀清子 館蔵品展 
令和５年２月４日 

～３月26日 
42 日間 

年間合計 231 日間 
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展覧会名 種別 開催期間 開催日数 

１ 胸中の山水 -文人画と南画- 館蔵品展 
令和４年４月16日 

～６月26日 
61 日間 

２ 現代の織Ⅵ 熊井恭子 特別展 
令和４年７月16日 

～11月６日 
96 日間 

３ 
稗田一穗展 

※和歌山県立近代美術館との共催 
特別展 

令和４年11月19日 

～令和５年１月15日 
42 日間 

 
ワークショップと発表 

くまびで作ろう！ 
 

令和５年３月４日 

～３月12日 
９日間 

年間合計 208 日間 

 

〇美術作品等の調査研究 

〇美術作品等の収集 

〇所蔵作品、資料等の保存・修復及び保存環境の整備 

〇講演会、講座等の開催 

〇学校教育との連携（課外活動の受入） 

〇展覧会図録、年報、広報紙等の刊行 

〇美術館協議会、作品選定委員会の開催 

〇施設・設備の維持管理 

〇研修会等への参加（全国美術館会議総会、小規模館研究部会等） 



４．施設概要 

〇田辺市立美術館 

所在地     田辺市たきない町 3571 番地の 6 

℡.0739-24-3770 

館長名     千品 繁俊 

職員数     職員 12 名 

建物延べ面積  1,580.93 ㎡ 

敷地面積    5,339.76 ㎡ 

構造      鉄骨造一階建（一部ピロティー） 

開館年月日   平成８年 11 月１日 

施設内容    展示室５室、収蔵庫２室、研修室、事務室、エントランスホール 

（ロビー・サロン・図書コーナー）他 

    

〇田辺市立美術館分館 熊野古道なかへち美術館 

     所在地     田辺市中辺路町近露 891 番地 

℡.0739-65-0390 

館長名     千品 繁俊（本館と兼務） 

職員数     職員２名 （本館と兼務） 

建物延べ面積  738.24 ㎡ 

敷地面積    4,567.48 ㎡ 

構造      鉄筋コンクリート造一階建 

開館年月日   平成 10 年 10 月 10 日 

施設内容    展示室１室、保管庫１室、交流スペース、事務室、ロビー他 

 

 

※開館時間及び観覧料 

開館時間    午前 10 時～午後５時 （入館は午後４時 30 分まで） 

休館日     毎週月曜日（祝休日は開館し、その翌日が休館日） 

年末年始 （12 月 28 日から１月４日） 

その他、展示替え等の期間は休館 

観覧料    館蔵品展・小企画展：260 円（200 円） （ ）は、20人以上の団体料金 

特別展：その都度定める 

18 歳未満及び学生の方は無料。その他減免措置あり 

 

 

 

 

 

 

 



５．田辺市立美術館協議会・田辺市立美術館作品選定委員会 

田辺市立美術館では、博物館法第 23 条（Ｒ5.4.1 改正）及び田辺市立美術館条例第８条並

びに田辺市立美術館協議会規則の規定に基づき、美術館の運営に関し美術館長の諮問に応じ

るとともに、館長に対して意見を述べる機関として、田辺市立美術館協議会を設置している。 

また、田辺市立美術館作品選定委員会規則の規定に基づき、美術館において収集する美術作

品等の選定に関する事項を審議し、館長に対して意見を述べる機関として、田辺市立美術館

作品選定委員会を設置している。 

 

○田辺市立美術館協議会委員名簿 

任期  令和３年８月１日～令和５年７月 31 日           （五十音順） 

氏   名 備   考 

井上 芳子 和歌山県立近代美術館 学芸課長 

榎本 長治 会社社長、和歌山県立近代美術館協議会 会長 

小山 雄希智 会社社長、田辺市社会教育委員 

佐井 昭子 田辺市議会議員 

竹中 康彦 和歌山県立博物館 副館長 

橋爪 節也 大阪大学 教授 

浜田 拓志 (独)国立文化財機構文化財防災センター 客員研究員 

原  晶代 田辺市立新庄小学校 校長 

前田 八重 元中辺路町教育委員 

三木 哲夫 兵庫陶芸美術館 館長 

矢倉 甚兵衞 会社代表、（公財）脇村奨学会 代表理事 

 

○田辺市立美術館作品選定委員会委員名簿 

任期  令和３年８月１日～令和５年７月 31 日          （五十音順） 

氏   名 備   考 

榎本 長治 会社社長、和歌山県立近代美術館協議会 会長 

橋爪 節也 大阪大学 教授 

浜田 拓志 (独)国立文化財機構文化財防災センター 客員研究員 

三木 哲夫 兵庫陶芸美術館 館長 

 

 



６.令和３年度事業報告 

○展覧会の来館者数 

田 

  

辺 

 

市 

 

立 

 

美 

 

術 

 

館 

展覧会名 種別 開催期間 開催日数 来館者数 

１ 

開館25周年記念コレクション展 

Ⅰ 洋画の表現  

Ⅱ 織の造形 

館蔵品展 
令和３年４月24日 

～６月27日 
55 日間 1,149 人 

２ 
生誕 120 年 高橋周桑  

-モダンとロマン- 
特別展 

令和３年７月17日 

～９月12日 
50 日間   770 人 

３ 

開館 25 周年記念特別展 

紀の国わかやま文化祭 2021 特別連携事業 

きのくにの三画人 Ⅰ祇園南海 

特別展 
令和３年10月２日 

～11月７日 
31 日間 1,298 人 

４ 

開館 25 周年記念特別展 

紀の国わかやま文化祭 2021 特別連携事業 

きのくにの三画人 Ⅱ桑山玉洲 

特別展 
令和３年11月13日 

～12月19日 
31 日間   615 人 

５ 
開館 25 周年記念特別展 

きのくにの三画人 Ⅲ野呂介石 
特別展 

令和３年12月25日 

～令和４年２月６日 
31 日間   367 人 

６ 

開館25周年記念コレクション展 

Ⅲ 日本画の革新 

Ⅳ 水彩画の展開 

館蔵品展 
令和４年２月19日 

～３月27日 
31 日間   910 人 

年間合計 229 日間 5,109 人 

 

熊
野
古
道
な
か
へ
ち
美
術
館 

展覧会名 種別  開催期間 開催日数 来館者数 

１ 鈴木理策 小企画展 
令和３年４月24日 

～６月27日 
55 日間   813 人 

２ 現代の織Ⅴ 中野恵美子 特別展 
令和３年７月17日 

～９月12日 
50 日間   621 人 

３ 
紀の国わかやま文化祭 2021 特別連携事業 

土屋仁応 森の神話 
特別展 

令和３年10月２日 

～11月28日 
48 日間 2,189 人 

年間合計 153 日間 3,623 人 

 

○講演会・講座等の開催 

  「きのくにの三画人 Ⅱ桑山玉洲」 展示解説会 

   令和３年 11 月 27 日（土） 田辺市立美術館 展示室 

  「きのくにの三画人 Ⅲ野呂介石」 展示解説会 

    令和４年１月 15 日（土）  田辺市立美術館 展示室    

  「開館 25 周年記念コレクション展 Ⅲ日本画の革新 Ⅳ水彩画の展開」 展示解説会 

    令和４年３月 19 日（土）  田辺市立美術館 展示室 

 

 

 

 



○学校教育との連携 

 ・課外活動の受入 

    田辺市立美術館 

日 時 学校名 人 数 

令和３年４月 30 日 新庄小学校 ６年生 児童 25 名  教師３名 

令和３年６月 11 日 近野中学校 １・２・３年生 生徒 ４名 教師３名 

令和３年９月 ７日 新庄第二小学校 ３・４・６年生 児童 ５名 教師２名 

令和４年３月 17 日 新庄第二小学校 ３・４・６年生 児童 ６名 教師２名 

 

    熊野古道なかへち美術館 

日 時 学校名 人 数 

令和３年 ７月 27 日 近野中学校 １年生 生徒１名  教師１名 

令和３年 11 月 11 日 南紀支援学校 高等部 ３年生 生徒２名  教師５名 

  

・学校での出張授業 

令和３年 11 月 14 日 新庄第二小学校（校区の文化祭） 

・教員有志の見学 

     令和４年３月 25 日 新庄第二小学校 

 

○展覧会図録、年報、広報紙等の刊行 

 （１）展覧会図録等 

   ・特別展「生誕 120 年 高橋周桑-モダンとロマン-」図録 

・特別展「現代の織Ⅴ 中野恵美子」図録 

・特別展「土屋仁応 森の神話」記録集 

・特別展「きのくにの三画人」図録 

・田辺市立美術館 近世文人書画コレクション 

 （２）年報 

   ・田辺市立美術館年報 第 13 号（令和２年度） 

 （３）広報紙 

   ・田辺市立美術館ＮＥＷＳ『ＯＲＡＮＧＥ』 Vol.34（令和３年４月１日発行） 

                        Vol.35（令和３年 10 月１日発行） 

 

○作品の収集 

購入 

分 類 作 者 作品名 

彫刻・工芸 中野恵美子 香彩 

彫刻・工芸 中野恵美子 連なる 

油彩画 鍋井 克之 夢殿 

近代日本画 稗田 一穗 蛟龍 



寄贈 

分 類 作 者 作品名 

彫刻・工芸 中野 恵美子 華 

彫刻・工芸 中野 恵美子 Inside and Outside（内と外） 

彫刻・工芸 中野 恵美子 白い影 

彫刻・工芸 中野 恵美子 Knot Letters（結び文字） 

油彩画 原 勝四郎 綱不知 

油彩画 鍋井 克之 伊豆海岸 

近代日本画 鍋井 克之 多福多寿多男子之図 

近代日本画 稗田 一穗 熊野・千羽烏 

近代日本画 稗田 一穗 秋の風景 

近代日本画 稗田 一穗 鳥（小綬鶏） 

近代日本画 稗田 一穗 棲 

近代日本画 稗田 一穗 雪後 

近代日本画 稗田 一穗 首夏 

近代日本画 稗田 一穗 湖雪 

近代日本画 稗田 一穗 海遊 

近代日本画 稗田 一穗 伝説・三熊野那智 

近代日本画 稗田 一穗 耀る午後 

近代日本画 稗田 一穗 驟雨去る 

近代日本画 稗田 一穗 赫陽 

近代日本画 稗田 一穗 浚湖浅春 

近代日本画 稗田 一穗 サイレントな窓辺 

近代日本画 稗田 一穗 微風 

近代日本画 稗田 一穗 春おぼろ 

近代日本画 稗田 一穗 晩夏 

 
 

〇収蔵作品の貸出 

貸出作品 貸出先 展覧会名 

草間喆雄    

《Ｓｐｉｒａｌｒｉｎｇ》（所蔵品） 

《Ｄａｗｎ》（所蔵品） 

《Ｋｏｔｏ－Ｌ》（所蔵品） 

《Ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ》（所蔵品） 

岡山県立美術館 

｢草間喆雄  

美しき色彩のコンポジション｣ 

令和３年 10 月 1 日～11 月３日 

稗田一穗 

《春巡る熊野》（所蔵品） 

野長瀬晩花 

《南国女》（所蔵品） 

《女人図屏風》（所蔵品） 

原勝四郎 

《瀬戸風景》（所蔵品） 

《風景》（寄託品） 

和歌山県立近代美術館 
「和歌山の近現代美術の精華」 

令和３年 10 月 23 日～12 月 19 日 

 


