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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 9 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 2017、 秋季展 2017 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 

「Wagner Nándor 庭園の四季 写真展 ｂｙ 乾
いぬい

  剛
つよし

 」   開催 

夏・秋の季節感のあるワグナー・ナンドール作品をパネル展示 

・秋季展 

「Wagner Nándor 庭園の四季 写真展 ｂｙ 乾
いぬい

  剛
つよし

  」   開催 

冬・春の季節感のあるワグナー・ナンドール作品をパネル展示 

 

【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２9年度 来館者数 報告   

 

年間  合計 1002 人  （県内 80％ 、 県外 20％）    うち 初来館者 62％  

※来館者の推移 グラフ参照 
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① 期間別 来館者数と 居住区 （県内・県外） の割合 

 

② 期間別 初来館者数と期間別 の割合 

内 訳 期  間 初来館者数 期間の割合 

春季展 4月 15日－5月 15日 302人 60 ％ 

秋季展 10月 15日－11月 15日 279人 64 ％ 

期間外 その他の期間 41人 63 ％ 

総 計 総来館者数 1002人 622人 62  % 

 

③ 団体の受入れ      

番号 来館日 団 体 名   （敬称略） 来館者数 

1 4/27（木） エレガントライフ （宇都宮市） 10 人 

2 10/18（水） 足利市役所総務部人権・男女共同参画グループ 41 人 

3 11/9（木） 川上澄生美術館 友の会 40 人 

4 11/12（日） 磯 学 グループ 9 人 

 

④特別企画  ♪ MCFオーケストラとちぎ 五角堂ギャラリーコンサート 開催   

春季展 

番号 演奏日 演  奏  者 

1 4/22（土） ヴァイオリン：上保 朋子   ビオラ：生沼 晴嗣 

2 4/23 （日） クラリネット：大野 康雄、  飯塚 美由記 

3 5/2 （火） ヴァイオリン：渡邊 弘子、 渡邊 多佳子、  ギター：渡邊 

4 5/15 （月） マリンバ：横田 郁美、  澤田 奏恵 

 

秋季展 

番号 演奏日 演  奏  者 

1 10/22（日） クラリネット：佐藤 友香   マリンバ：澤田 奏恵  

2 10/28（土） トランペット：林 美智子  トロンボーン：田村 和久  ピアノ：新井 啓泰 

3 11/9（木） ヴァイオリン：上保 朋子   ビオラ：生沼 晴嗣 

 

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 ： 503人 
県内 ：  ３８8人 ７７％ 

県外 ：  １１5人 ２３％ 

秋季展 10月 15日－11月 15日 合計 ： 434人 
県内 ：  365人 84％ 

県外 ：   69人 16％ 

期間外 その他の期間 合計 ：  65人 
県内 ：   46人 71％ 

県外 ：   19人 29％ 

総 計 
 

合計：  1002人 
県内：   799人 

県外：   203人 

80％ 

20％ 
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⑤特別来館  

①  5/4  中野区 田中大輔 区長夫妻 

② 6/14  文化庁 宮田亮平 長官 

③ 6/28  ハンガリー パラノビチ・ノルバート 大使 

④ 11/9  栃木県 和田県民生活部 和田部長 ほか 7名 

⑥ 12/5  ブダペスト市 第一区 ナジ・ガーボル・タマシュ区長 

 

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 

「モーゼ」 「聖徳太子」 専門家による手入れ （3日間） 

彫刻作品の洗浄及びワックスがけ  （4月～10月 延べ 10日間）   

絵画の展示方法を専門家と打合せ 及び 展示替え  

② 建物の維持・管理 

作品収蔵室の整備 打合せ 

構内休憩室（いろり小屋） の修繕 

③ 庭園の維持・管理 

樹木の手入れ （通年） 

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 0 

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) 2 

「ドナウの叫び」 61 

 

DVD 

日本語 

1, ワグナー・ナンドールの世界 3 

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 3 

2, 妻が語るワグナー・ナンドールとその世界 3 

3, 違いを超えて世界を結ぶ「哲学の庭」 3 
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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制作のワグナー・ナンドール DVD３部作（日英） 以外の制作 DVDは下記のとおり 

・NHK 「益子の里の外国人彫刻家」 １９８６年１０月撮影、NHKで放映  （VHSをＤＶＤ化） 

・「上棟に祈る」 １９９９年撮影 （VHSをＤＶＤ化） 

・「禅の廊下 開館記念」 ２０００年撮影  （VHSをＤＶＤ化） 

・「ワグナー・ナンドールの世界 ～母子像に込めた平和への祈り」 ２０１０年１１月撮影 

・「中野区哲学堂公園 『哲学の庭』建立１周年懇談会」 ２０１０年１２月 

・「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 

・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 

・「益子ゆかりの石彫」 NHK とちぎ６４０ マイビデオコーナーにて放映  ２０１５年６月撮影 

・栃木県女性文化懇話会 対談「志賀かう子（エッセイスト）・和久奈ちよ」 ２０１５年７月 

・ハンガリーホストタウン登録記念「～欧州からの調べ ～ハンガリー紀行」 ２０１７年制作 

・南図書館６周年記念事業 「ワグナー・ナンドール没後２０年記念 ワグナー・ナンドールの世界」 

２０１７年７月１５日撮影 

・「パラノビチ・ノルバート大使 ワグナー・ナンドール アートギャラリー訪問」 ２０１７年 6月 28日撮影 

・没後２０年記念コンサート 「声で辿る、ワグナー・ナンドールの世界」Noema Noesis  「軌道」   

 ２０１７年１０月９日撮影 

 

③ 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、 生井亮司 氏（武蔵野大学教育学部児童教育学科  

准教授）に協力を要請, 今後打合せ 

・高橋千代子氏と内容・表現について意見交換 

 

（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、 次回は平成３０年度 実施予定） 
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（５） ワグナー・ナンドール 没後２０年記念事業 

 

ワグナー・ナンドール 没後２０年記念事業を ワグナー作品ゆかりの各地で開催 

 

開催日時 開催地 内容 

7/15 （土） 

14時～ 

宇都宮市立南図書館 

サザンクロスホール 

【ワグナー・ナンドール没後 20年記念会】 

南図書館開館 6周年記念事業 

・ピアノ演奏 阿久澤政行 

・DVD 「哲学の庭」 上映 

・講演 加藤直克先生 （自治医科大学名誉教

授）「『哲学の庭』 を読み解く」 

７月～８月 

約一ケ月間 

宇都宮市立南図書館 

エントランスホール  

①乾 剛 庭園の四季 写真展 

②ハンガリーの資料展（栃木県企画） 

9/2 （土） 

１４時～ 

札幌市 

エルプラザ ３階ホール 

【ワグナー・ナンドール没後 20年記念会】 

企画：北海道札幌北高等学校 OB有志の会 

・DVD 「妻が語るワグナー・ナンドールの世界」 

上映 

・演奏 Torio Vian (トリオ ヴィアン) 

阿久澤政行、 打保早紀、 大森健一  

・講演 生島典明 氏（冬季アジア札幌大会  

専務理事） 

10/4 （水） 

 

ブダペスト市 第一区 

ヨーカイ・アンナ ホール 

【ワグナー・ナンドール没後 20年記念会】 

秋山理事長、 キシュ理事、 

和久奈理事、 堅田評議員  出席 

10/6 （金） ハンガリー 

セーケシュフェへールヴァール市 

【ハンガリアン・コープス 記念祭】 

企画：ワグナー・ナンドール作品保全財団 

秋山理事長、 キシュ理事、  

和久奈理事、 堅田評議員  出席 

10/1-11/5 

祝祭日公開 

中野区 哲学堂公園 

古建築物「宇宙館」 

「哲学の庭」 資料 パネル展 

DVD 「哲学の庭」 上映 

 

10/9 （祝） 

14時～ 

東京都新宿区 

東京オペラシティ 

リサイタルホール 

【ワグナー・ナンドール メモリアルコンサート】 

合唱  Noema Noesis  (ノエマ ノエシス)  

指揮 堅田優衣 

DVD 「哲学の庭」 上映 

１１月 27日（月） 

19時  ～ 

東京都 

ハンガリー大使館 

DVD 「哲学の庭」 上映 

ノエマノエシス コンサート 

主催： パラノビチ・ノルバート大使 

挨拶： 中野区 田中大輔氏（中野区長） 
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12/9 （土） 

13時１５分～ 

 

東京都中野区 

中野サンプラザ  

１３階コスモホール 

 

 

【ワグナー・ナンドール没後 20年 記念企画】 

「哲学のまち・中野」をめざして  

主催：ワグナー・ナンドール没後 20 年記念企画 

実行委員会 

共催：中野区 

・DVD 上映 「違いを超えて世界を結ぶ 『哲学

の庭』 」 

・シンポジウム パネリスト 

進士五十八先生（福井県立大学学長）   

泉麻人 氏（コラムニスト）    

田中大輔 氏（中野区長）  和久奈ちよ 

 

Ⅱ そ の 他  

(1) 栃木県立入検査実施  平成 29年 8月 4日 午前 10時～午後 5時 

  栃木県担当者 

栃木県県民生活部県民文化課 

（係長）石川真紀子 （主査）松本直之 （主査） 高橋健司  （主事）水野雄介  （主事）松本梨花    

財団立会い  （理事長）秋山孝二  （理事）和久奈ちよ   （事務局）小方良子 

 

(2) 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 

 

【理事会】 

◇第 14回理事会 平成 29年 5月 27日開催 

決議事項 

第 1号議案 平成 28年度事業報告及び決算報告 

第 2号議案 第 14回評議員会の招集について 

報告事項   ①宮田文化庁長官の講演会開催について 

②宮田文化庁長官の来館について 

③ワグナー・ナンドール没後 20年記念会の進捗状況につい 

④その他の職務執行報告 

◇第 15回理事会 平成 30年 3月 10日開催 

      決議事項 

第 1号議案 平成 30年度事業計画案及び収支予算案 

第 2号議案 ワグナー・ナンドール記念助成事業 選考委員の選出 

第 3号議案 第 15回評議員会の招集について 

報告事項    ①ワグナー・ナンドール没後２０年記念事業について 

②庭園・建物の改修工事に関する進捗状況 

③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 

④その他の職務執行報告 
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【評議員会】 

◇第 13回評議員会 平成 29年 6月 11日開催 

決議事項 

第 1号議案 平成 28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 

第 3号議案 評議員の選任 

報告事項  ①第 14回理事会決議及び承認について 

②宮田文化庁長官の講演会開催についての紹介 

③宮田文化庁長官の来館について 

④ワグナー・ナンドール没後 20年記念会の進捗状況について 

⑤栃木県企画、南図書館でのハンガリー紹介と東京五輪への取組みについて 

⑥その他の職務執行報告 

◇第 14回評議員会 平成 30年 3月 1０日開催 

決議事項 

第 1号議案 平成３０年度事業計画案及び収支予算案 

報告事項   ①第 15回評議員会開催について 

②庭園・建物の改修工事に関する進捗状況について 

③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 

④その他の職務執行報告 

(3) 広報活動 

◇印刷物  （ＷＮＡ はワグナー・ナンドール アートギャラリー  の略称） 

開催日 企画・開催地 内容 枚数 

4/15-5/15 ＷＮＡ 春季展 ポスター 

チラシ 

５０枚 

４０００枚 

7/15 南図書館 チラシ 

当日配布プログラム 

南図書館 担当 

9/2 

 

札幌市エルプラザ チラシ 

当日配布プログラム 

  ６００枚 

10/9 

 

東京オペラシティ 

 

チラシ 

当日配布プログラム 

Noema Noesis 担当 

10/15-11/15 ＷＮＡ 秋季展 ポスター 

チラシ 

５０枚 

５０００枚 

12/9 中野サンプラザ  

 

チラシ 

当日配布プログラム 

特別仕様 

中野区広報 

１０５００枚 

４００枚 

中野区担当 

20万枚配布・配置 

通年 ＷＮＡ 

 

パンフレット 春用 １０００部 

秋用 １０００部 

年 1度 

 

ＷＮA 年報 ６号 100部 

4/18 納品 
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◇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 ネットワーキング 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。 

 

(4) 寄付関係 

・寄附金：   5件   計 13,026,000 円 

・寄付者   合同会社ワグナリウム、  個人 3人 

 

(5) 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。 

※没後２０年記念会開催 各地のまとめは ５ページに掲載済 

 

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（通年） 

2. 栃木県議会議員、職員一行のハンガリー訪問（11/7-12） へ 資料提供及び協力 

キシュ理事が、ブダペスト市 第一区 区長表敬訪問へ協力 

3. 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  （和久奈理事、瀧沢評議員、江原評議員 出席） 

4. 「ワグナー・ナンドール没後２０年記念会」開催を宇都宮市立南図書館と決定し、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. 「ワグナー・ナンドール没後２０年記念会」 開催を中野区と決定し、複数回 打合せ。 

2. 中野区報掲載への協力 

3. 「『哲学の庭』 資料パネル展」 開催の為、画像等提供及び協力 

4. 「哲学の庭」 ＭＸテレビ撮影の件で 協力 

5. 哲学堂公園の 絵葉書（８枚セット）制作の件で 乾剛氏撮影の画像提供 （進行中） 

6. ハンガリー 文化副大臣 中野区「哲学の庭」訪問への協力 

 

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 
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４） ハンガリーとの提携 

1. 秋山理事長、和久奈理事、キシュ理事、堅田評議員、ハンガリーでの記念会に参加 

 

①10/4（水）ブダペスト市第一区ヨーカイ・アンナ ホール【ワグナー・ナンドール没後 20年記念会】 

②10/6（金）セーケシュフェへールヴァール市 【ハンガリアン・コープス 記念祭】 

 

 

2. 和久奈理事 ハンガリーに出張 （9月 11日～10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 

 

3. その他 

①ワグナー・ナンドールの吹込んだ カセットテープ等 ハンガリー語から英語への文字起し完了 

日本語への翻訳を 和久奈ちよ理事が進行中  

②ハンガリー・ミシュコルツ市の国立看護学校 校長一行の聖路加国際大学 訪問の件 打合せ 

 

５） スウェーデンとの提携  

1. ハンガリーで開催の【ワグナー・ナンドール 没後２０年記念会】 に関係者を招待 

2. ワグナー作品の調査、研究、保存に協力  

3. 広報活動への協力 

4. 現地関係者と 複数回意見交換 


