平成 28 年度

Ⅰ

事 業 計 画

基本方針
「高岡市総合計画第２次基本計画」では、取り組む施策を「高岡新世紀創造プロジェク
ト」としてとりまとめ、
「歴史・文化」のテーマに｢生涯学習体制の充実と新たな文化創造｣
を掲げており、これを踏まえ、地域に根ざした芸術・文化活動の育成に向けて取り組む。
また、各文化施設等が市民に有効に活用されるよう、事業団独自のノウハウやネットワー
クを活かし、利用者ニーズに沿った施設管理と事業展開に努め、高岡市の芸術文化の振興
に貢献する。
１

文化施設等の適正な管理と利用の促進
平成28年度は、二上まなび交流館について二上山キャンプ場を併設し指定管理の更新
を行うほか、万葉歴史館・美術館・博物館・市民会館・青年の家・カメラ館・動物園の
７施設については、第３次指定管理協定期間（平成24年度～28年度）の最終年となり、
計８施設の管理運営を行う。また、藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーについては、昨
年に引き続き高岡市から業務委託を受ける。利用者に安全・快適に施設を利用していた
だけるよう、施設管理に万全を期すとともに、利用者のニーズに沿った水準の高いサー
ビスを提供し、施設の利用促進を図る。
また、施設間のネットワーク化を推進し、運営面で連携した市民参加の促進に努める。

２

文化振興事業の展開
市の文化振興施策の方向を踏まえ、質の高い舞台芸術の創造事業、市民の芸術文化へ
の関心を高める事業、市民ニーズに応える事業を各館において展開する。

３

Ⅱ

経営基盤の強化
「民による公益の増進」に寄与する公益財団法人として、自主的・自律的に運営を
行っていけるよう努める。
また、指定管理者制度に一層適切かつ柔軟に対応できる運営体制と効率的な経営を
目指すとともに、各施設の実施事業について見直しを図り魅力ある事業を展開する。

各事業の実施計画
１

文化振興事業（事務局事業）
(1)第46回高岡市芸術祭
①舞台公演
邦楽公演
・期 日
平成 28 年 11 月３日(木・祝)
・会 場
富山県高岡文化ホール
洋楽公演
・期 日
・会 場

平成 28 年 11 月 13 日(日)
高岡市生涯学習センターホール
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②茶会
・期
・会

日
場

③華道展
・期 日
・会 場

平成 28 年 11 月３日(木・祝)
富山県高岡文化ホール／繁久寺／高岡市土蔵造りのまち資料館

平成 28 年 10 月 29 日(土)、30 日(日)
富山県高岡文化ホール

④高岡市美術作家連盟展
・期 日
平成 28 年 11 月３日(木・祝)～11 月 12 日(土) ９日間
・会 場
高岡市美術館
【関連事業】第５回楽しい子どもおどりの会「青少年わかば公演」
・期 日
平成 28 年９月４日(日)
・会 場
高岡市民会館
(2)高岡市芸術文化団体協議会自主事業「出張公演」「出前講座」
・期 間
平成 28 年６月～平成 29 年２月末(全 20 回程度を予定)
・会 場
市内各小学校
(3)高岡市芸術文化団体協議会創立 50 周年記念事業準備への着手

２

万葉歴史館事業
(1)展示事業
①常設展示｢ふるさとの万葉｣の公開継続
②第６回企画展｢越中国と万葉集｣の公開継続
③春の特別企画展
・テーマ
「万葉と古代歌謡」
・会 期
平成 28 年４月 27 日(水)～５月 30 日(月）30 日間
④大伴家持生誕 1300 年記念プレイベント
夏の特別展示「ちはやふる」と百人一首の世界
・会 期
平成 28 年７月 13 日(水)～８月 21 日(日) 35 日間
○関連イベント 「体感！『ちはやふる』と競技かるたの魅力」 平成 28 年８月６日(土)
講 師
楠木早紀永世クイーン
⑤秋の特別企画展
・テーマ
「万葉の衣食住」
・会 期
平成 28 年８月 24 日(水)～10 月 10 日(月・祝) 42 日間
⑥正月特別展示
・会 期
平成 28 年 11 月 30 日(水)～平成 29 年１月 23 日(月) 43 日間
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⑦ 特別展示「万葉のふるさと高岡フォトコンテスト入賞作品展」
・会 期
平成 29 年１月 25 日(水)～３月 13 日(月) 42 日間
⑧ 学校移動展示「越中万葉パビリオン」
・会 期
平成 28 年６月１日(水)～平成 29 年３月 31 日(金)
・会 場
高岡市および近隣市の中学校・高等学校
(2) 2016 高岡万葉セミナー開催事業
・テーマ
「万葉の衣食住」
・期 日
平成 28 年８月 27 日(土)、28 日(日)
・講 師
山口千代子(古代衣装研究家）、海野聡(奈良文化財研究所都城発掘
調査部研究員)、影山尚之(武庫川女子大学教授)
(3)学習講座事業
①「『日めくり万葉集』を読む」(年 10 回)
②「万葉集をよむ」(年 10 回）
③「古代への招待」(年３回)
④「大伴家持とともに」(年３回)
⑤「越中名歌に親しむ―はじめての万葉集―」(年５回）
⑥「万葉歴史館出前講座

はじめての万葉集」(年８回） ※会場 ウイング・ウイング高岡

⑦第４回越中万葉ウォーク―魚津―
・期 日
平成 28 年６月５日(日)
・場 所
富山県魚津市
⑧第２回歌枕を訪う―古今伝授の里―
・期 日
平成 28 年 11 月６日(日)
・場 所
古今伝授の里
⑨坂本信幸の越中万葉教室
・対 象
小学生(５・６年）、中学生、高校生
・場 所
小・中・高等学校
⑩その他の教育普及：一般対象
新たな万葉ファンの掘り起こしをめざした、館長及び研究員によるもの。
・まちづくり出前講座｢高岡と万葉｣（高岡市広報統計課と連携）
・その他の講演会等
・館内案内
(4)出版刊行事業
①『高岡市万葉歴史館紀要』第 27 号
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②『高岡市万葉歴史館論集

17

万葉の生活』

(5)万葉に関連する文献資料等の収集事業
①万葉関連図書資料収集事業
②万葉関連論文複写製本(デジタル画像保存)事業
(6)図書・論文 Web 検索サービス事業
所蔵論文目録及び一般図書のインターネットによる検索サービスの継続
(7)万葉関連共催事業
第 36 回全国万葉短歌大会（表彰式・記念講演会）
・期 日
平成 28 年 10 月７日(金）
(8)富山大学の教養・人文学部における講義
・前 期
教養教育「総合科目特殊講義(万葉学)」15 回
・後 期
人文学部「日本文学特殊講義(万葉集)」15 回
(9)和草の活動
・活動日
・活動員

土・日・休日及び要請のあった日
12 人

(10)学会招致事業
平成二十八年度日本歌謡学会春季大会
・期 日
平成 28 年５月 21 日(土)～22 日(日)
(参考) 高岡市万葉歴史館“万葉を愛する会”事業
①目 的
万葉歴史館の活動を支援し、全国の万葉愛好団体等との交流を図り、歴
史館の充実・発展に資すること。
②設

３

立

平成２年 10 月 19 日

美術館事業
(1)企画展示事業
①第 22 回 高岡市民美術展
・会 期
平成 28 年４月 16 日(土)～５月４日(水・祝) 16 日間
・主 催
高岡市民美術展実行委員会(高岡市教育委員会、(公財)高岡市民文化
振興事業団・高岡市美術館、高岡市美術作家連盟)
②コレクション展 高岡の金工・漆芸 入門！
・会 期
平成 28 年５月７日(土)～６月 26 日(日) 44 日間
・主 催
(公財)高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館
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③第 55 回 日本伝統工芸富山展
・会 期
平成 28 年５月 20 日(金)～６月５日(日) 15 日間
・主 催
(公財)高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館、
(公社)日本工芸会富山支部、(公社)日本工芸会、北日本新聞社
④工芸都市高岡クラフトコンペの 30 年
・会 期
平成 28 年６月 17 日(金)～６月 26 日(日) ９日間
・主 催
(公財)高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館
⑤生誕 100 年 村上炳人展 ―造形を詩う
・会 期
平成 28 年７月 15 日(金)～８月 28 日(日) 40 日間
・主 催
(公財)高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館
⑥美の記憶―よみがえる至宝たち―
・会 期
平成 28 年９月 16 日(金)～10 月 23 日(日) 33 日間
・主 催
(公財)高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館
⑦第46回 高岡市芸術祭 高岡市美術作家連盟展
・会 期
平成 28 年 11 月３日(木・祝)～11 月 12 日(土) ９日間
・主 催
高岡市芸術文化団体協議会、高岡市美術作家連盟、
(公財)高岡市民文化振興事業団
⑧第３回クリエイティブ・たかおか ～未来に輝く 高岡市児童生徒作品展～
・会 期
平成 28 年 12 月 10 日(土)～平成 29 年１月 15 日(日) 28 日間
・主 催
高岡市教育委員会、(公財)高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館
⑨ GEIBUN ８ －富山大学芸術文化学部卒業・修了制作展－(仮称)
・会 期
平成 29 年２月 18 日(土)～３月５日(日) 14 日間
・主 催
富山大学芸術文化学部卒業・修了制作展実行委員会(富山大学芸術文化
学部、(公財)高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館）
(2)資料収集保存事業
・新たに収集する作品・資料にかかる調査、交渉
・収蔵品やその他の備品の点検・修理
・図書、画像資料の充実
(3)教育普及事業
・展覧会の鑑賞をより深めるための事業
・視覚芸術と美術館の魅力、存在意義を広く知らせる事業
・研究・調査の公開
・告知・広報活動の充実
(4)調査研究事業
・収蔵品に関する調査、研究
・市内所蔵作品に関する調査、研究
・郷土作家の経歴調査
・企画展、次期企画展に関する調査、研究
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・金属工芸、金属造形に関する資料の収集、調査
・美術館運営に関する調査
・各種刊行物への論文等の執筆
(5)高岡市 藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー
①「原点としての高岡」
・手作り「幻燈機」を再現し、写真と言葉で綴った「ふるさと高岡の記憶」を映像
で紹介。
・肉筆回覧誌｢少太陽」、｢北日本漫画集団」、｢漫画少年｣入選作品、
「妖怪島」の展示。
②「まんが家、藤子・Ｆ・不二雄」
・ベレー帽やカメラなど先生の愛用品の展示
・「パーマン」や「ドラえもん」など、名作まんが原画の展示
③「藤子・Ｆ・不二雄ヒストリー」
・作品年表グラフィック（子供時代、トキワ荘時代、週刊誌時代等）
④「ドラえもん」コーナー
・高岡をモチーフにした作品、人気作品のまんが原画展示
⑤「川崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム」とのコラボレーション展示
・原画展「大長編ドラえもん」の開催
・ミュージアムオリジナルショートムービーの上映
⑥その他
・高岡銅器で制作した「ドラえもん像」の展示
・まんがライブラリーの設置
(参考) 美術館友の会活動
①美術館への協力、支援活動
・事業協賛金補助
②自主企画事業
・工芸講座
・友の会セレクション
③会員が美術に親しみ、互いに親睦を図る事業
・春の旅行(日帰り)
・秋の旅行(一泊二日)
④友の会通信「たより」等の発行に関する事業
⑤ミュージアムショップ、ギャラリーショップの運営に関する事業
⑥ティーラウンジ「アーク」の運営に関する事業
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４

博物館事業
(1)展示事業
①常設展｢高岡ものがたり －楽しく知ろう！ひらめき・ミュージアム－｣
・会 期 平成 28 年４月１日(金)～平成 29 年３月 31 日(金) 308 日間〔通年〕
②常設展・民具コーナー「むかしの人はどんな道具を使っていたの？」
・会 期 平成 28 年４月１日(金)～平成 29 年３月 31 日(金) 308 日間〔通年〕
③企画展「幕末維新風雲通信 ～将軍家医師・坪井信良より兄佐渡養順への手紙～｣
（平成 28 年２月６日より継続）
・会 期 平成 28 年４月１日(金)～５月８日(日) 33 日間
④特別展「高岡市平和都市宣言 10 周年記念 戦時下の暮らし」
・会 期 平成 28 年７月 23 日(土)～10 月 10 日(月・祝) 69 日間
⑤館蔵品展「（タイトル未定）」
・会 期 平成 29 年２月４日(土)～３月 31 日(金) 48 日間
(2)教育普及事業
①郷土学習講座「高岡を知る」(年３回)
②古文書講座「初めての古文書教室」(年６回)
③ミニレクチャー、展示説明会
・ミニ講座「高岡のみじかい話｣(毎月１回)
・そのほか団体観覧などに応じ展示解説会を実施
④高岡の歴史や伝統産業等に関するビデオ・ＤＶＤの放映
⑤刊行物の発行
・特別展の解説目録
・館報誌｢博物館だより｣23 号(2017)
・年報(平成 27 年度）
⑥ホームページ、ツイッターによる広報普及活動及び収蔵資料情報(文化庁｢文化遺産
オンライン｣)の公開
⑦博物館実習
・平成 28 年８月中～下旬の７日間実施
⑧学校等の各団体の活動への支援及び協力
⑨他団体への協力(講師・委員の派遣、寄稿、資料貸出等)
⑩各種レファレンス(照会回答)サービス
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⑪屋上開放イベント、呈茶の会等の開催
・｢松聲庵 －博物館で抹茶を楽しみませんか－｣(４月９日、11 月５日)
・屋上開放「古城公園展望台」(桜の開花時。４月上旬)
(3)資料収集保存活動
①資料の収集
郷土高岡の歴史・民俗・伝統産業等に関する資料の収集
②資料の保存
状態の悪い資料の修復、保全(裏打･軸装など)
資料収納用桐箱の作成
収蔵庫清掃、害虫侵入対策、二酸化炭素ガスによる資料燻蒸
(4)調査研究活動
①収蔵資料及び未調査資料の調査整理（調査・整理・登録・撮影等、データベース化）
②収蔵資料の収集・分類・整理方針についての調査研究
③平成 28～29 年度 実施予定の展示関連の調査
④館のレベルアップを図るための各種研修会、講座等への参加
⑤これまでに調査が終了した資料台帳内容の精査
⑥収蔵資料情報のデジタル化による資料管理（デジタル・アーカイブの推進）
⑦その他調査研究
(参考) 「高岡市立博物館に親しむ会」活動
①主な活動
・博物館の諸活動の協力・支援
・高岡地域の歴史と文化に親しみ、会員相互に親睦を図る活動
・ミュージアムショップの運営
②自主企画事業
・歴史探訪ウォークの実施(｢歩く博物館｣年５回予定)
・郷土史を訪ねて「千保川を呑む～中流域篇「若鶴」を味わう～」(11 月９日)
・呈茶席「博物館で抹茶を楽しみませんか」の実施(春４回、秋４回予定)
・高岡古文書ボランティアによる資料調査・整理活動の実施(月１回予定)
③会報誌｢鍛冶丸｣(第５号・第６号)発行等に関する事業
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５

市民会館事業
開館 50 周年を記念し、オーケストラや合唱、吹奏楽、子どもたち、そして市民協働
をテーマに、シリーズ「響」として年間を通し開催する。地域とともに歩んできた市
民会館らしさを活かし、創造性あふれる舞台芸術・音楽活動の一層の醸成とさらなる
飛躍を目指す。

(1)音楽文化のまちづくり事業
①高岡市民会館開館 50 周年記念
～歓喜の響～『高岡第九』with オーケストラ・アンサンブル金沢
・日 時
平成 28 年 10 月 16 日(日)午後３時予定
・会 場
高岡市民会館
・出 演
指揮：垣内悠希(予定)、管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
ソリスト：未定、合唱：五環の森合唱団約 100 名
・演奏曲目 ベートーヴェン：交響曲第９番ニ短調作品 125 合唱付
林真理子作詞・三枝成彰作曲：高岡市民の歌「ふるさと高岡」ほか
・結団式
平成 28 年８月２日(火)予定（約 12 回の合唱練習）
合唱指導：長谷部律子(女声合唱団「どるちえ」常任指揮者)ほか
②高岡市民会館開館 50 周年記念
～ブラスの響～大阪桐蔭が高岡にやってくる！
『大阪桐蔭高等学校吹奏楽部特別公演』
・日 時
平成 28 年６月 11 日(土)午後３時 30 分
・会 場
高岡市民会館
・出 演
指揮：梅田隆司(大阪桐蔭高等学校吹奏楽部総監督）
吹奏楽：大阪桐蔭高等学校吹奏楽部員 約 180 名
・演奏曲目 2016 全国吹奏楽コンクール課題曲全 4 曲、ミュージカルナンバーほか
・後 援
富山県学校吹奏楽連盟
・特別協力 高岡龍谷高等学校吹奏楽部
③ラ・フォル・ジュルネ音楽祭高岡公演
～ナチュール～『自然と音楽』
＊昼公演／国宝瑞龍寺(大茶堂)
『自然へのオマージュ』
・日 時
平成 28 年４月 30 日(土)午後２時
・出 演
辰巳真理恵(ソプラノ）、
多田由実子(フルート）、平尾祐紀子(ハープ)
＊夕公演／富山県高岡文化ホール
『オペラハイライト「滝の白糸」の世界』～あの感動を再び～
・日 時
平成 28 年４月 30 日(土)午後５時
・出 演
千住 明(ナビゲーター：作曲家）、
中嶋彰子(滝の白糸：ソプラノ）、高柳 圭(村越欣弥：テノール）、
森 雅史(南京出刃打ち：バス：高岡市出身）、岩渕慶子（ピアノ）
＊ミュゼふくおかカメラ館公演
『星と花と音楽と』～ハープに寄せて～ ※木村芳文写真展｢天と地と白山｣開催中
・日 時
平成 28 年５月１日(日)午後２時
・出 演
平尾祐紀子(ハープ)
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(2)未来へ繋ぐ音楽等鑑賞事業(教育普及事業)
①高岡市民会館開館 50 周年記念
～オーケストラの響～「10 才のファーストコンサート」
・期 日
平成 28 年６月８日(水)午前・午後(２回公演)
・会 場
高岡市民会館
・出 演
角田鋼亮(指揮)
オーケストラ・アンサンブル金沢（管弦楽）
・対 象
市内小学校 ４年生全児童(１階席)約 1,330 人
市内小学生児童を持つ保護者(２階席)
・共 催
高岡市小学校長会
②高岡市民会館開館 50 周年記念
～友情の響～劇団四季「こころの劇場」
・日 時
平成 28 年 11 月７日(月)午後１時 30 分
・会 場
高岡市民会館
・出 演
劇団四季
・対 象
市内小学校 ６年生児童 約 1,380 人
・共 催
高岡市小学校長会
(3)地域創造助成事業「五環の森プロジェクト」(２年目)
芸術文化の拠点づくりを目指し、平成 14 年度～21 年度に「古城の森に響く新しい
音楽会」、平成 22 年度～24 年度に「進化する森」（３ヶ年事業）、平成 25 年度～26 年
度は「キッズ・パフォーマンス TAKAOKA」(２ヶ年事業)に取り組んできた。
これまで培われてきた事業基盤の上に、地域のさらなる持続可能な発展及び人材発
掘とその成長を掲げた「五環の森」プロジェクトを展開するため、地域創造より２ヵ
年(平成 27 年度～28 年度)の助成を受け、初年度は市民会館で舞台公演「くるみ割り
人形」を実施し、２年目の平成 28 年度はミュゼふくおかカメラ館で企画展示を実施し、
事業団各施設の連携をも目指す。
①ミュゼふくおかカメラ館企画展「め・目・メ」展
・会 期
平成 28 年５月 28 日(土)～７月 10 日(日) 38 日間
・会 場
ミュゼふくおかカメラ館
・出 品
栗林 慧(昆虫写真家・映像作家）、西島治樹(現代美術家)
・五環の森クルー(市民メンバー)
前田一樹(エグゼクティブ・ディレクター：富山大学名誉教授）、
筏井秀樹(株式会社アキデザイン代表取締役）、
石澤宣子(高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所所長）、
可西晴香(可西舞踊研究所代表）、
西島治樹(富山大学芸術文化学部講師）、
広田郁世(美術家）
②五環の森カンパニー事業(平成 27 年４月からの継続事業)
・会 場
高岡市民会館、ミュゼふくおかカメラ館 ほか
・内 容
平成 27 年度に立ち上げた市民組織「五環の森クルー」を中心に、五環
の森合唱団、五環の森キッズパープル、五環の森ダンスカンパニー等
の活動展開と、平成 28 年度のミュゼふくおかカメラ館事業に挑戦する
五環の森映像チーム等を新たに立ち上げ、地域交流の場を通して幅広
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い教育普及活動を行い人材育成を図る。
(4)ホール活性化特別事業
①高岡市民会館開館 50 周年記念
～1,000 人の響～ ※大型共催公演事業の開催
・期 間
平成 28 年４月～12 月(２本程度予定)
・会 場
高岡市民会館
・内 容
1,500 席以上の客席を意識した来館者数を見込む大型共催公演事業
(5)ホール活性化事業
①ホールサポーターとの協働事業
＊ホールサポーター「パープル」活動及び運営
・会員数
45 名 ※平成 28 年３月現在
・ 活動内容 サロンコンサートや第九公演等の企画運営、音楽ホール視察等研修会、
高岡市民会館自主公演等の表方協力、古城公園イベント協力などを通
し、市民交流の場や親しみと賑わいあるホールづくりを目指す。
＊高岡市民会館開館 50 周年記念
～つながる響～ ※サロンコンサートの開催
・期 間
平成 28 年４月～12 月(８本程度予定)
・会 場
高岡市民会館ロビー
②コンサートピアノ演奏体験【夏期】
・期 日
平成 28 年７月 14 日(木)～17 日(日) ４日間
・会 場
高岡市民会館ステージ(スタインウェイ)
(6)ホールの貸与
・期 間
平成 28 年４月１日(金)～12 月 28 日(水)
※平成 29 年 1 月以降は、耐震にかかる施設調査結果を受け貸与予定。
・貸与施設 ホール(舞台、客席、楽屋、ロビー等)及び会議室
①公益目的事業の貸与
・事業団主催（ホールサポーターの会「パープル」及び高岡市芸術文化団体協議会(い
ずれも事務局は市民会館内）関連催事含む）の文化振興事業における利用
・高岡市主催の文化事業等への貸与
②収益事業等の貸与(一般への貸与)
・音楽、舞踊、演芸、講演、各種大会、映画等の開催
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６

青年の家事業
(1)青年の家文化教室(５月～９月予定)
生涯学習の一環として、伝統文化・レクリエーション等の活動の機会を提供し、地
域での仲間づくりやふれあいの輪を広げ、余暇の充実と教養の向上を図る。
・着付け、いけばな(池坊）、茶道(裏千家）、煎茶(皇風流）、水彩画、ペン習字(ボー
ルペン・筆ペン）、ヴィオリラ・大正琴、二胡、身体を動かす引き締め体操とスト
レッチ、心身リフレッシュ健康体操(３B 体操)を開設する。
(2)現代教養講座(９月～11月予定)
生涯学習の一環として、コミュニケーション・スキルの修得とともに異文化に対す
る理解を深める。
・韓国語教室、中国語教室の２教室を開設する。
(3)交流支援事業(６月～12月予定)
生涯学習の一環として、心身の健全な育成と仲間づくりの推進を図ることを目的と
して、スポーツ・レクリエーション教室の開催及びリーダー養成のための研修会を実
施する。
・スポーツ吹矢、太極拳、リーダー研修会を実施する。
(4)青年の家文化祭
青年の家を利用しているサークルが日頃の練習の成果を発表し、学習や交流を深め
文化活動の活性化を図る。
・作品展示、体験コーナー、お茶席、芸能発表
(5)諸室の貸与
・期 日
・貸与施設

平成 28 年４月１日(金)～平成 29 年３月 31 日(金)
プレールーム、会議室、研修室、音楽室、和室及び能楽堂

①公益目的事業の貸与
・青年の家主催事業における利用
(文化教室、現代教養講座、交流支援事業、文化祭）
・その他の生涯学習関連事業への貸与（高岡市主催事業）
②収益事業等の貸与（一般への貸与）
・文化等のサークル、古典芸能、自治会

７

ほか

ミュゼふくおかカメラ館事業
(1) 企画写真展示事業
①木村芳文写真展―天と地と白山―
・内 容
木村芳文は、白山の自然、歴史、人々の生活や文化すべてを「白山自
然態系」と名付け、精力的に撮影を行っている。
今回は、星景写真作品を中心に、夜空にきらめく星々と荘厳に浮かび
あがる白山自然の表情をさまざまな角度から切りとった、作品世界を
紹介する。
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・会

期

平成 28 年４月９日(土)～５月 22 日(日) 39 日間

②五環の森プロジェクト写真展【再掲（市民会館事業 頁 10 参照）】
・内 容
「め・目・メ」展
栗林 慧(昆虫写真家・映像作家）、西島治樹(現代美術家) 二人展
・会 期
平成 28 年５月 28 日(土)～７月 10 日(日) 38 日間
③岩合光昭どうぶつ写真展―地球の宝石―
・内 容
日本の動物写真を大きく変えた写真家として有名な岩合光昭による展
覧会。40 年にわたり撮影してきた写真の中から絶滅してしまった動物
や、保護された環境で生活している貴重な生き物たちの姿を美しい大
自然の風景と共に紹介する。
・会 期
平成 28 年７月 16 日(土)～９月 25 日(日) 62 日間
④立木義浩写真展
・内 容
立木義浩は、1969 年フリーとなり新進気鋭の写真家として脚光を浴び
る。女性写真の分野で多くの作品を発表する一方、テレビ出演など多
方面で活躍。今回は、あらゆる種類の写真を多角的なアプローチの方
法で人間の本質に近づこうと試みた「PIECE OF CAKE」を中心に展示
する。
・会 期
平成 28 年 10 月１日(土)～11 月 27 日(日) 50 日間
そら

⑤石川賢治月光写真展―宙 の月光浴―
・内 容
月光写真家として、満月の夜に浮かび上がる世界中の大自然を撮影し
てきた石川賢治による写真展。近年は日本の原風景をテーマに撮り進
めて、北海道から沖縄まで日本の自然の風景を月光で撮影している。
どこまでも深く静かな満月の空気が感じられる展覧会を目指す。
・会 期
平成 28 年 12 月３日(土)～平成 29 年１月 15 日(日) 32 日間
(2)カメラコレクション展示事業
カメラ館が収蔵するクラシックカメラ資料を中心に、魅力的で多角的な観点で調
査した内容を展示する。日本の工業製品の柱として、高い技術水準を確立したもの
づくりの「歴史」について、わかりやすく親しみやすい展覧会に努める。
①コレクション展「はたらくカメラ！」
・内 容
記念撮影や報道用、スパイ活動や戦時中に使われたカメラなど、さ
まざまなフィールドで活躍してきたカメラを用途ごとにわかりやす
く展示・解説する。
・会 期
平成 28 年４月９日(土)～９月 25 日(日) 139 日間
②コレクション展「レトロカメラ×モダンカメラ」
・内 容
近年新たに若い世代を中心にブームになっているハーフサイズカメラ
や二眼レフカメラなど、
「レトロ」
「モダン」をキーワードにカメラや
カメラ周辺機器をわかりやすく展示・解説する。
・会 期
平成 28 年 10 月１日(土)～平成 29 年２月 19 日(日) 108 日間
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③デビュー! NEW コレクション!!
・内 容
新たに収蔵した資料のなかから初公開となるコレクションを展示する。
・会 期
平成 29 年２月 25 日(土)～４月９日(日) 34 日間
(3) 教育普及事業
①ワンダーフォト写真展
・内 容
県内外の一般から小学生までを対象とした公募作品を中心に展示する
写真展。ワンダーフォトコンテスト応募作品、富山県写真家協会員作
品、富山県写真連盟会員作品等を一堂に展示。
・会 期
平成 29 年１月 21 日(土)～２月 19 日(日) 26 日間
②AAA ポケット(トリプル A ポケット)高崎 勉 写真展
・内 容
多目的ホールを会場とし、地元で活動する写真家を対象として短期写
真展を組み込む事業。高崎勉氏は、富山市出身の写真家。広告写真を
中心に活動する傍ら意欲的に国内外に作品を発表する。今回は、活動
30 周年となるアート作品を展示。
・会 期
平成 29 年２月 25 日(土)～３月５日(日) ８日間
③第 63 回ニッコールフォトコンテスト写真展
・内 容
国内有数の規模と歴史をもつフォトコンテストである「ニッコールフ
ォトコンテスト」の入賞作品を展示。
・会 期
平成 29 年３月 11 日(土)～４月９日(日) 26 日間
④写真家のトークイベント等の開催
・各作家によるギャラリートーク等の開催
⑤地域等とカメラ館の連携
・館長等による写真教室、当館カメラ資料を使用した写真撮影会の開催等
・講師・審査員派遣等協力
・地元団体、地元学校等との連携活動(14 歳の挑戦等)
(4) 資料整備事業
・カメラ資料整備(調査、データ化等)、資料収集活動等の実施。
・カメラ整理ボランティアとの協働作業によるカメラ資料整備作業の継続。
(5) その他
各種広告媒体、カメラ館かわら版、ホームページやフェイスブック等を活用した
積極的なカメラに関わる文化事業のＰＲ活動。
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８

古城公園動物園事業

(1)展示事業
① 飼育動物
・哺乳類
・鳥類
・爬虫類
・魚類
②自然資料館
・剥製標本

17 種 87 点
22 種 72 点
１種 １点
３種多数

844 点

(2)動物園まつり
・日 時
平成 28 年９月 22 日(木・祝)午前 10 時～午後４時
(3)特別展
・内 容
・期 日

自然資料館でパネル等を使用し、親しみやすく動物の解説を行う。
平成 28 年８月２日(火)～９月 22 日(木・祝）

(4）動物園だより発行
・年２回
各回 1,000 部
(5）動物愛護に関する標語の募集
・期 日
平成 28 年６月１日(水）～30 日(木）
・主 催
公益社団法人日本動物園水族館協会

９

二上まなび交流館事業
(1)春の二上山を楽しもう
・期 日
平成 28 年５月７日(土)
・対 象
小学生以上の個人またはグループ(小３以下は保護者同伴) 40 名
(2)野外料理を楽しもう
・期 日
平成 28 年６月４日(土)
・対 象
小学生以上の個人またはグループ(小３以下は保護者同伴) 40 名
(3)夏合宿こども冒険塾(県委託事業)
・対 象
小学４～６年生(県で募集し、抽選) 48 名
①プレ合宿
・期 日
平成 28 年７月 23 日(土)～７月 24 日(日)
・内 容
班のチームワークや野外活動の技術を高め、８月の冒険塾に備える。
‐班係分担、集団行動練習、野外炊飯、班交流プログラムなど‐
②こども冒険塾(夏合宿本番)
・期 日
平成 28 年８月２日(火)～８月７日(日)
・内 容
長期宿泊の中で、異年齢がともに生活し活動することにより、多くの
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仲間との心のつながりを作る。
‐自然体験、野外料理、秘密のハイク、協力体験、学習、洗濯など‐
③冒険仲間のつどい
・期 日
平成 28 年９月 10 日(土)～９月 11 日(日)
・内 容
夏合宿こども冒険塾の参加者やボランティアが集い、夏合宿中の写真
の上映会をしながら、楽しい交流のひと時を過ごす。
(4)夏休み自由工作教室
・期 日
平成 28 年８月 16 日(火)
・対 象
高岡市内の小学１～２年生

午前・午後 各回 20 名

(5)まなびっこフェスティバル
・期 日
平成 28 年 10 月１日(土)
・主 催
まなびっこフェスティバル実行委員会(児童クラブ連合会、ボーイスカ
ウト・ガールスカウト高岡地区協議会、まなび交流館)
・内 容
子どもや家族、地域の皆さんに施設を開放する。各種体験ブースで当
館の多様な活動を体験してもらったり、青少年団体の活動を紹介した
りする。また、まなびっこクラブの活動や施設を利用している各種団
体の活動などを発表する。
(6)なかよし合宿(県委託事業)
・対 象
小学１～３年生 各回 40 名
・内 容
小学校低学年(１～３年生)の子どもたちが、１泊２日の異年齢集団に
よる共同生活を体験し、自主性や協調性、社会性の素地を培うことを
目的とする。
－仲間づくりゲーム、自然体験プログラム、おやつ作りなど－
①秋のつどい
・期 日
Part.1 平成 28 年 11 月５日(土)～11 月６日(日)
Part.2 平成 28 年 11 月 26 日(土)～11 月 27 日(日)
②冬のつどい
・期 日

Part.1
Part.2

平成 29 年１月 28 日(土)～１月 29 日(日)
平成 29 年２月 11 日(土・祝)～２月 12 日(日)

(7)秋の二上山を楽しもう
・期 日
平成 28 年 11 月 12 日(土)
・対 象
小学生以上の個人またはグループ(小３以下は保護者同伴) 40 名
(8)クリスマスのつどい
・期 日
平成 28 年 12 月 10 日(土)～12 月 11 日(日)
・対 象
小学生以上の個人またはグループ(小３以下は保護者同伴) 50 名
(9)冬の二上山を楽しもう
・期 日
平成 29 年１月 21 日(土)
・対 象
小学生以上の個人またはグループ(小３以下は保護者同伴) 40 名
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(10)ひな人形づくり教室
・期 日
平成 29 年２月４日(土)
・対 象
小学生以上の個人またはグループ(小３以下は保護者同伴) 40 名
(11)ものづくり体験クラブ
・期 日
平成 29 年２月 25 日(土)～２月 26 日(日)
・対 象
高岡市内の小学４年生 30 名
(12)まなびっこクラブ(定例クラブ事業)
・活動日
日曜日(月１～２回程度 全 15～16 回)
・対 象
高岡市内の小学生 100 名
・内 容
文化・スポーツなどの体験活動を通して、心身を鍛えるとともに、参
加者同士の友情関係や信頼関係を深める。
（科学工作・茶道・筝・ペン習字・パソコン・卓球の全６コース)
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