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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 8 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 2016、 秋季展 2016 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 【蓮の招
いざな

い 「宇都宮氏と印南蓮」】 開催 

秋季展 【菊地武彦 展 ―線の形象―】 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２８年度 来館者数           年間 合計 ９７３ 人  （県内 73％ 、 県外 27％） 

 

 

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 ： ５０４人 
県内 ：  ３８６人 ７７％ 

県外 ：  １１８人 ２３％ 

秋季展 10月 15日－11月 15日 合計 ： ４０２人 
県内 ：  ２８８人 ７２％ 

県外 ：  １１４人 ２８％ 

期間外 その他の期間 合計 ：  ６７人 
県内 ：   ３４人 ５１％ 

県外 ：   ３３人 ４９％ 
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※ 初来館者数 

春季展   ２３１人   ４６ ％ 

秋季展   ３１９人   ７９ ％ 

期間外    ６１人   ９１％          合計  ６１１人   約６３％  

※ 団体の受入れ                           

番号 来館日 団 体 名   （敬称略） 来館者数 

①  4/23（土） 宇都宮市民生委員グループ （水野昭典）  ２１人 

②  5/12（木） 寺内グループ（シルバー大学卒業生）  １１人 

③  5/29（日） 飯野グループ   9人 

④  6/23（木） 市貝中学校１年生 校外学習  ３班 １５人  

⑤ 8/30（火） 下野市ドイツ人留学生（独大学院在学中） １５人 

⑥ 10/１６（日） さくら会 （実践女子大学 OB ）  １３人 

⑦ 10/２０（木） 那須烏山婦人会 １７人 

⑧ 10/22（土） 盛岡 ゲェ・ダ・ゴ （木村一郎グループ）  ７人 

⑨ 11/６（日） モラロジー宇都宮 （又木グループ）  １０人 

⑩ 11/7（月） 栃木県 視察団   （特別開館） １６人   

⑪  11/13（日） 栃木県 総合企画部  （HOC役員２名含む） １１人 

 

特別企画  講演会開催  ４回  

① 4/24（日） 「蓮の実発掘から開花まで」  

講師： 宇都宮城跡蓮池再生検討委員会 事務局長 印南洋造氏   ２３人参加 

② 4/30（土） 「蓮の開花から DNA分析まで」    

講師： 宇都宮城跡蓮池再生検討委員会 事務局長 印南洋造氏   １７人参加 

③ 5/8（日）  「宇都宮氏と益子」 

講師： 栃木県立上三川高等学校 松本一夫校長  ２８人参加 

④ 5/14（土） 「益子・地蔵院の観音・勢至菩薩像と快慶」 

講師： 文星芸術大学 大澤慶子准教授   ２６人参加 

 

◇ 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 

・「母子像・ふるさと」 再設置工事完了 

・彫刻作品の洗浄及びワックスがけ  （4月～10月 延べ 5日間） 

・平成２９年予定の作品（モーゼ、聖徳太子像） の手入れについて検討、業者と意見交換 
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②建物の維持・管理 

   ・図書室の整備工事  

   ・茶室 水屋の設置工事 

・作品収蔵室の整備 

・展覧会場 受付周辺の整備工事 

・「哲学の庭」 周囲の白ペンキ 塗り替え 

   

③庭園の維持・管理 

・豪雨による土砂の流れに対応する為、雨水桝を設置し、周辺を整備 

・街路樹の伐採工事 

・手すりの取替え工事 

・樹木の手入れ 

        ・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 3 

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) 3 

「ドナウの叫び」 31 

 

DVD 

日本語 

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 5 

3, 違いを超えて世界を結ぶ「哲学の庭」 6 

 

DVD 

英語 

1, ワグナー・ナンドールの世界 5 

2, 妻が語るワグナー・ナンドールとその世界 2 

3, 違いを超えて世界を結ぶ「哲学の庭」 2 

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。 

来館者の希望により、学生寮 の DVDルームで視聴できるシステムにした。 

・NHK 「益子の里の外国人彫刻家」 １９８６年１０月撮影 

・「益子町 『ハンガリアン・コープス』 除幕式」 ２０１２年４月２９日撮影 

・南図書館開館２周年記念 「 対談 ワグナー・ナンドールの世界」 ２０１３年１０月２７日撮影 
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・併設展「ワグナーの仕事場」 和久奈ちよ インタビュー  ２０１４年秋撮影 

・「ハンガリー ミシュコルツ市 『母の胸に』 除幕式」  ２０１５年６月５日撮影 

・「ワグナー・ナンドールの故郷を訪ねて」  ２０１５年６月撮影 

 

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 （写真家 乾剛 氏に依頼） 

 

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 

 

（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２９年６月１３日 アトリエでの撮影を予定 

 

（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） 

 

【事業報告】 

第４回助成事業  

◇ワグナー・ナンドール記念助成金交付要綱に従い選定 

・助成金額、選考委員 決定  （第 10回 理事会決議） 

・財団 ホームページ上で公募 （平成 28年 4月 1日～4月 27日） 

・選考委員会 開催 （平成 28年 5月８日）  和久奈ちよ委員長、藤原郁三委員、下村洋子委員 

・助成対象者 決定 （第 11回 理事会決議） 

 

対 象 者 ：  神山 奉子 氏 （かみやま ともこ）  文筆家 

助成金額 ：  ３０ 万円 

研究課題 ：  「福島県を舞台にしたファンタジー短編集の執筆」  

対象期間 ：  平成 28年 7月 1日～平成 30年 3月 31日 

 

 

Ⅱ そ の 他  

(1) 会議実績等 

開催場所：公益財団法人ワグナー・ナンドール記念財団 事務所 
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【理事会】 

◇第 11回理事会 平成 28年 5月 29日開催 

決議事項 

第 1号議案 平成 27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 12回評議員会の招集について 

報告事項  下野新聞掲載「東京五輪の事前キャンプ地（ホストタウン）登録申請」について 

その他の職務執行報告 

◇第 12回理事会 平成 28年 6月 19日開催 

決議事項 

第 1号議案 代表理事（理事長）の選定 

報告事項  第 11 回評議員会決議及び承認について 

その他の職務執行報告 

◇第 13回理事会 平成 27年 3月 18日開催 

      決議事項 

第 1号議案 平成 29年度事業計画案及び収支予算案 

第 2号議案 第 13回評議員会の招集について 

報告事項 ワグナー・ナンドール没後２０年記念式典の打合せ内容と進捗状況 

庭園・建物の改修工事に関する進捗状況 

アカデミア・フマーナ（ワグナー・ナンドール作品保全財団）の活動について 

その他の職務執行報告 

 

【評議員会】 

◇第 11回評議員会 平成 28年 6月 19日開催 

決議事項 

第 1号議案 平成 27年度事業報告及び決算報告の承認 

第 2号議案 理事の選任 

報告事項  第 11回理事会決議及び承認について 

           第 12回評議員会開催について 

下野新聞掲載「東京五輪の事前キャンプ地（ホストタウン）登録申請」について 

その他の職務執行報告 

◇第 12回評議員会 平成 27年 3月 18日開催 

決議事項 

第 1号議案 平成 29年度事業計画案及び収支予算案 

報告事項   第 13回評議員会開催について 

庭園・建物の改修工事に関する進捗状況について 

アカデミア・フマーナ（ワグナー・ナンドール作品保全財団）の活動について 

その他の職務執行報告 
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(2) 広報活動 

◇印刷物 

・春季展 ＤＭ（ 3000 枚） 及びポスター（ 40 枚）作成 及び配布 

・秋季展 ＤＭ（ 3500 枚） 及びポスター（ 40 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５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、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。 

 結果として閲覧者が増え、定期展への来館者が増加。 

 

(3) 寄付関係 

・寄附金：  ５件   計 １３，０２０，０００ 円 

・寄付者  合同会社ワグナリウム、 個人 ３人 

 

(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. 栃木県総合政策部総合政策課とちぎブランド戦略室の 東京五輪ハンガリー選手団の事前合

宿受け入れ企画などへの協力 

2. 2/8 栃木県主催 「東京五輪・ハンガリー選手団の受入れ 及び県民へのハンガリー情報発信」

の シンポジウムへの参加 （小菅理事 他 関係者） 

3. 栃木県作成の歓迎横断幕 ハンガリー語へ翻訳など協力 

4. 「ワグナー・ナンドール没後２０年記念会」 を宇都宮市立南図書館との共催を決定し、複数回  

打合せ。 （南図書館 開館６周年事業） 

 

２） 東京都中野区及び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. 中野区長から姉妹区（北京市・ 西城区）への作品設置（母子像・ふるさと）の相談があり打合せ 

3. 「ワグナー・ナンドール没後２０年記念会」 を中野区との共催を決定し、複数回 打合せ 

4. 写真家 乾剛 氏 「哲学の庭」を撮影  （2/10 和久奈ちよ 立ち合い ） 

 

 



7 
 

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. 「ワグナー・ナンドール没後２０年記念会」 を札幌北高等学校 OB有志の会が開催を決定し、 

複数回 打合せ 

 

４） ハンガリーとの提携 

※和久奈理事 ハンガリーに出張 （8月 9日～9月 7日） 

1. 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） 理事会に出席 

2. ヘレンド絵画グループの除幕式などに参加 

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助成事業に協力 

5. 「ワグナー・ナンドール没後２０年記念会」 開催について打合せ 

 

５） スウェーデンとの提携  

1.  ワグナー作品の調査、研究、保存に協力  

2.  広報活動への協力 


