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 公 益 財 団 法 人  ワグナー・ナンドール記 念 財 団 

 

平 成 ２ ７ 年 度 事 業 報 告 

 

 

Ⅰ 公 益 目 的 事 業 

事業概要 

ワグナー・ナンドールの志を継ぎ、芸術文化の調査研究を行うと共に、その作品及び研究の成果を広

く一般に公開し、芸術文化の振興及び助成を行い、公益かつ社会に貢献する事業 

 

（１）  展示事業 

【趣旨】 

ワグナー・ナンドールが制作した芸術作品、建物及び庭園、並びにワグナー・ナンドールに関する美術文

献を広く一般に公開展示する美術館事業。 

 

【事業報告】 

◇ 定期展：  春季展 201５、 秋季展 201５ の開催 

アトリエ、 学生寮、 哲学の庭、 展示会場、 茶室、 五角堂、 庭園等の公開 

各種ＤＶＤの公開 （ＤＶＤ-ROOMにて） 

◇ 併設展： 五角堂ギャラリーにて 

春季展 【栃木の音楽家たち】 開催 

秋季展 【宇賀地洋子展】 開催 

【開館時間】１０時～１６時 

【休館日】定期展は月曜日、その他の期間は不定期 

【料 金】大人 1,500円 高校生・大学生 1,000円  中学生以下は無料 団体割引あり 

【広 報】ＤＭ送付・配布、ポスターの配布・掲示 、ＨＰに掲載  

イベント情報のサイトへの告知、 新聞雑誌への告知を積極的に行なった。 

 

平成２７年度 来館者数  年間 合計 １３３５ 名  （県内 76％ 、 県外 24％） 

 

  

内 訳 期  間 来 館 者 数 県内外の割合 

春季展 4月 15日－5月 15日 合計 ： ７３５人 
県内 ：  ５５４人 ７５％ 

県外 ：  １８１人 ２５％ 

秋季展 10月 15日－11月 15日 合計 ： ５５８人 
県内 ：  ４３０人 ７７％ 

県外 ：  １２８人 ２３％ 

期間外 その他の期間 合計 ：  ４２人 
県内 ：   ３４人 ８１％ 

県外 ：    ８人 １９％ 
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内 団体の受入れ  （敬称略） 

・東京都文京区大和郷会  4/16（木）  30名 

・栃木県女性文化懇話会   5/7（木）  10名  

特別企画  4件  

① 第 2回ワグナー・ナンドール記念研究助成対象者の阿久澤政行氏によるアトリエコンサート開催。  

    日時：4月 18日 午後 2時～3時半 

    場所：ワグナー・ナンドール アートギャラリー アトリエ 

    演奏： ピアノ 阿久澤政行 、 チェロ 白佐武史 

    曲目：１．オープニング  ゾルタン・コダイ作曲 「ハーリヤーノシュ」よりウィーンの音楽時計 

２．サンサーンス作曲     白鳥 

３．ベーラ・バルトーク作曲  ルーマニア民族舞曲 

４．ゾルタン・コダイ作曲   ドビュッシーへのオマージュ 

５．ゾルタン・コダイ作曲   抒情的ロマンス 

（ヴィラロボス作曲： 黒鳥）     

参加人数： 県内外から 64名 

② 宇都宮市立南図書館の 「コノハナサクヤヒメものがたり」 パネル展示に協力（貸出） 

期間： 4月中旬～5月下旬 約 1か月半 

場所： 宇都宮市立南図書館 

③ 7/22（水） 栃木県女性文化懇話会主催  参加人数 40名 

    場所：  宇都宮東武ホテルグランデ 

    内容：  DVD上映 「ワグナー・ナンドールの世界」 

和久奈ちよ と 志賀かう子氏による対談 「ワグナー・ナンドールの世界」 

  ④ 11/12（木） 宇都宮市民大学講演  参加人数 50名 

     場所： 中央生涯学習センター５階 人材かがやきセンター研修室 

内容：  DVD上映 「ワグナー・ナンドールの世界」 

和久奈ちよ と 志賀かう子氏による対談 「ワグナー・ナンドールの世界」 

 

◇ 展示事業にかかる作品及び施設の保全事業 

①作品の維持・管理 

    ・「哲学の庭」 耐震工事、群像の固定工事完了 

・「母子像・ふるさと」 再設置工事完了 

・「未敷蓮華観音像」 蓮の蕾部分を修復 

・「アーロム・夢」 設置工事 

・彫刻作品の洗浄及びワックスがけ  （4月～10月 延べ 10日間） 

②建物の維持・管理 

   ・屋外作業場の雨樋敷設工事 

   ・学生寮の保全、改修工事 （ロフト部分、図書室、電気工事等） 

・茶室控えの間の地震による壁の傷みを修理、及び照明を設置 

・五角堂 屋根の修理 
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・アトリエ内小部屋の修理 

・屋外機械室の整理 

・屋外トイレの設置工事 

   ・建物の塗装工事 

   ・集中ガラス磨き （ダスキン社へ発注） 

③庭園の維持・管理 

・第３期工事  （母子像・ふるさとの再設置工事 ９月完了） 

・第４期工事  （アーロム設置に係る庭園改修工事を含む ３月完了） 

        ・除草及び植木の手入れ  （益子町シルバー人材センターに通年依頼） 

 

（2） 調査・研究事業 

【趣旨】  

ワグナー・ナンドールの芸術作品の調査・研究を行い、その理念及び哲学を学術的に研究し、その成果を発表

する事業 

 

【事業報告】 

① 書籍・DVD の頒布 

 

 種類 内  容 頒布数 

 

書籍 

作品写真集 普及版 １０ 

作品写真集 限定版 ０ 

哲学者・彫刻家ワグナー・ナンドール (日本語訳付き) １ 

「ドナウの叫び」 ７１ 

 

DVD 

日本語 

1, ワグナー・ナンドールの世界 ２ 

2, 妻が語るワグナー・ナンドールとその世界 ５ 

3, 違いを超えて世界を結ぶ「哲学の庭」 ５ 

 

DVD 

英語 

1, ワグナー・ナンドールの世界 ０ 

2, 妻が語るワグナー・ナンドールとその世界 ０ 

3, 違いを超えて世界を結ぶ「哲学の庭」 ０ 

VHS ワグナー・ナンドールの世界 0 

 

② 除幕式、対談などの映像を DVDに作成し、公開した。 

・ハンガリーミシュコルツ市で開催の「石彫・母の胸に」 除幕式 （平成 25年 6月 5日開催） 

・栃木県婦人文化懇話会企画  和久名ちよ と志賀かう子氏対談 （平成 25年 7月 22日開催） 

・「ワグナー・ナンドールの故郷を訪ねて」 DVDを制作し、来館者に公開 （平成 25年 6月） 

 

③ 没後２０周年記念行事の為、作品及び財団構内の写真撮影を開始 （通年の事業） 

 

④ ワグナー・ナンドールの講演原稿、写真アルバム、書籍等の整理 
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（３） 講習会・セミナー事業 

【趣旨】  

ワグナー・ナンドールが研究開発した、デッサン教授法を広く公開し、講習会、セミナー等を催す事業 

 

【事業報告】  

・「デッサン教授法」 ＤＶＤテキスト作成の為、彫刻家・髙橋千代子氏と打合せ 

・平成 28年 5月現在、テキスト用ＤＶＤの第 1章（直線の立体デッサン）を撮影完了、協議を継続中 

・今後 第 2 章（直線と曲線の立体デッサン）、第 3 章（光と影のデッサン）、第 4 章（応用編）の教授法を

撮影し平成 28年度完成を目指す。 

 

（４） 助成金授与事業 

【趣旨】 

栃木県の芸術活動・文化活動の更なる普及啓蒙のため、芸術文化に携わる者に対してワグナー・ナンドール

記念研究助成金を授与する事業 （隔年の事業） 

 

◇第 3回 ワグナー・ナンドール記念研究助成事業  

・選考委員 3名の選定 （第 8回理事会 決議）  和久奈ちよ委員、 藤原郁三委員、 下村洋子委員 

・第 3回ワグナー・ナンドール記念研究助成金 選考委員会の決定を受け、第 9回理事会にて 「助成対象

者は該当者なし」 と決議。 第 4回は平成 28年 4月に公募することに決定した。 

 

 

Ⅱ そ の 他 

(1) 会議実績等 

【理事会】 

◇第９回理事会 平成 27年 5月 26日開催 

決議事項 

第 1号議案 平成 26年度事業報告及び決算報告 

第 2号議案 ワグナー・ナンドール記念研究助成事業の件 

第 3号議案 第 10回評議員会の招集について 

報告事項  秋山理事長による職務執行報告 

 

◇第１０回理事会 平成 27年 3月 13日開催 

      決議事項 

第 1号議案 平成 28年度事業計画案及び収支予算案 

第 2号議案 ワグナー・ナンドール記念研究助成金の選考委員選出 

第 3号議案 第 11回評議員会の招集について 

報告事項  秋山理事長による職務執行報告 
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【評議員会】 

◇第９回評議員会 平成 27年 6月 10日開催 

決議事項 

第 1号議案 平成 26年度事業報告及び決算報告 

第 2号議案 評議員の選任 

報告事項  秋山理事長による職務執行報告 

 

◇第 10回評議員会 平成 27年 3月 13日開催 

決議事項 

第 1号議案 平成 28年度事業計画案及び収支予算案 

報告事項  秋山理事長による職務執行報告 

 

(2)  広報活動 

◇印刷物 

・春季展 チラシ （3000枚） 及びポスター（30枚）作成 及び配布 

・秋季展 ＤＭ（4000枚） 及びポスター（50枚）作成 及び配布 

・パンフレット作成 （春季展用、 秋季展用として各１０００部） 関係者及び来館者へ配布 

・中野 哲学の庭 パンフレットの配布 

・年報 第４号を作成 （各１００部） 関係者へ配布 

◇WEB関連 

・HPの充実 

・オフィシャルホームページ、栃木の観光ＨＰ（益子観光ＨＰとリンク）、財団専用ＨＰ、及びモバイル版

を相互リンクし、 SNS（ソーシャル ネットワーク サービス）とも連携。 

結果としてＨＰ閲覧を機会に、定期展への来館者が増加 

 

(3) 寄付関係 

・寄附金：  ２件   計 １１，０００，０００ 円 

・寄付者  合同会社ワグナリウム 

 

(4) 他の団体との提携 

【趣旨】 

ワグナー・ナンドールの作品を保有している栃木県立美術館、芳賀町、益子町、東京都中野区、 

札幌市、並びにハンガリー、スウェーデン等の団体と連携、協力する事業。 

  

１） 栃木県での提携 

1. 栃木県博物館協会の各種アンケート調査などへの協力 

2. 情報の共有など連携 
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２） 東京都中野区哲学堂公園との提携 

1. 中野区 哲学堂公園の「哲学の庭」 撮影申し込み及び許可について連携して対応 

2. 中野区役所国際課と「哲学の庭」管理、広報などについて話合い 

 

３） 北海道札幌市との提携 

1. 「母子像・ふるさと」 広報への協力 

2. ブロンズ像の手入れについて打合せ 

3. 写真撮影及び HPへの掲載 

4. 今後の企画等の打ち合わせ 

 

４） ハンガリーとの提携 

※和久奈理事 ハンガリーに出張 （6月 3日～7月 4日） 

ハンガリー ワグナー・ナンドール作品保全財団（アカデミア・フーマーナ）との連携 

1. 6/5 「石彫・母の胸に」 ミシュコルツ市看護学校での除幕式に参列 

2. ハンガリーにあるワグナー作品（テラコッタ小品など） の保全について芸術大学教授と面談 

3. 電子アートブック作成への協力 

4. ワグナー・ナンドール作品保全財団の理事会に出席 

5. ワグナー・ナンドール作品保全財団の助成事業に協力 

 

５） スウェーデンとの提携 

1. ワグナー・ナンドールのスウェーデン時代の作品について、スウェーデン在住の女性画家、 

ヤールソン氏と意見交換 （於 ハンガリー） 

 

６） その他 

平成２９年のワグナー没後２０周年記念運営委員会 発足（３月） 

松本洋氏、 秋山理事長、 堅田評議員、 和久奈理事 

   


