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はじめに 

 

私は、飯田前館長の後を受けて令和 3 年 4 月より館長となりましたが、この

館報は前年度（令和 2 年度）の事業をまとめたものであることから、事業の詳

細については各担当者に任せ、私は新任の立場から感じた雑感と当車屋美術館

の役割や課題について率直に述べてみたいと思います。 

 

世界中を窮地に陥れているコロナ禍は、年度が替わっても衰えを見せるどこ

ろか猛威を振るい続け、未だに終息が見えない状態にあります。 

こうした危機に面した場合、芸術文化の分野は不要不急のものとして真っ先

に排除され事業の中止や予算の削除に追い込まれるのを常としてきました。 

しかし、美術の鑑賞や芸術活動は本当に不要不急のものなのでしょうか。人

間は精神的に不安だったり閉塞感に襲われた時ほど、美しい作品に出会ったり

創作に打ち込んだりして心の安定を図ろうとするのが自然な姿なのではないで

しょうか。そのことは、コロナ禍の制限下にもかかわらず、今年度前期の絵本

原画やきりえの企画展に、連日多くの家族連れ等が来館してくれたことからも

立証できると思います。 

 

令和 2 年度は、当美術館でも臨時休館や一部企画の変更を余儀なくされたよ

うですが、スタッフの柔軟な対応により予定された事業は概ね実施できたのは

幸いであったと言えるでしょう。 

窮余の策として、「おうちでアートを楽しみましょう」と題して動画配信を試

み、地元作家の作品やワークショップの創作活動の様子を伝え、それなりの成

果は見られたようです。地元若手作家の紹介にも役立ちました。しかし映像は

あくまでバーチャルであり、直接感動を伝えるには限度があります。 

本物に触れ、五感を通じて心を満たすという美術館の本来の役割を果たすべ

く、今後も多様なニーズに応えられるよういろいろなジャンルを組み入れた企

画を心掛けるとともに、今回のような不測の事態下での美術館の在り方も探っ

ていきたいと思います。 

 

車屋美術館は旧家の米蔵を改装して展示室に仕立てた美術館です。登録文化

財である小川家住宅の公開も担っており、館名も小川家の屋号「車屋」をその

まま使った公立としては極めて特異な小さな美術館です。収蔵庫もなく、従っ



て収蔵品もないことから常設展もありません。しかし、市内唯一の公立美術館

としてその役割は極めて大きく、幅広い層の方々に愛される市民密着型の美術

館として小山市の文化度を高める役割を担っています。 

そうした意味から令和 2 年度の事業を振り返ると、「間々田のじゃがまいた」

に関連した「描かれた水神展」は地元の伝統文化に目を向ける良い機会となっ

たと思いますし、田んぼの中で行われたアート活動や動画配信とはなりました

がワークショップの様子などは、市民生活の中にある身近な美に気付く良いき

っかけになったと思います。「１０×１５の世界コンテスト展」も６回目を迎え、

今やすっかり定着して市内外から多くの応募をいただいており、今や車屋美術

館の定番企画になってきています。前館長によって長年行われてきた「折り紙」

の出前講座も多くのボランティアが育ち底辺が広がっています。 

コロナ禍に明け暮れた１年でしたが、スタッフの創意と工夫によって何とか

乗り越えられたのも、美術館ボランティアをはじめ多くの方々のご支援やご協

力があったらばこそと感謝の気持ちで一杯です。あらためて心より御礼申し上

げます。今後も地域に根差した小さな美術館ならではの企画を心掛け、地域ボ

ランティアの一層の協力も得ながら協働の美術館づくりに努めたいと思います。 

また、美術館の存在そのものもまだまだ周知不足ですので、ＰＲの強化を図

るとともに、市内の学校にも働きかけ、子どもたちの感性涵養に寄与したいと

考えております。皆様の今までにも増したご指導ご支援をお願い申し上げ、は

じめのごあいさつといたします。 

 

令和３年１０月 

 

小 山 市 立 車 屋 美 術 館 

館長 中野 晴永 
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Ⅰ 運営事業 

１．組 織 

館長     飯田 昌平 

副館長    小栗 仙子 

業務係長   山内 節子 

学芸員    五十嵐 直子・中尾 英恵 

主事     林 佑亮 

会計年度任用職員    4名 

２．運営委員会 

  小山市立車屋美術館設置条例第 16条（運営委員会）及び同管理運営規則第 13条（小山

市立車屋美術館運営委員会）に基づき、当館の管理運営に関する諮問に応じ必要な協議

を行うために設置するものである。 

【令和 2年度運営委員会委員名簿】 

島田 紀夫  美術評論家・実践女子大学名誉教授 （委員長） 

杉浦 幸子  武蔵野美術大学教授 

益田 勇一  白鷗大学教授 

小勝 禮子  美術批評家 （副委員長） 

福地 尚美  小山市教育委員会委員 

増渕 輝子  小山市立大谷中学校教諭 

―第１回運営委員会― 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため書面審議とした(8 月) 

             委員長選出 

 議 題：（１）令和元年度事業報告 

（２）令和 2年度事業実施状況について 

（３）令和 3年度企画展（案）について 

（４）その他 

  新型コロナウイルス出現後の美術館の在り方について 

 

―第 2回運営委員会― 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため書面審議とした(3 月) 

       副委員長承認 

議 題：（１）令和 2年度事業実施状況について 

（２）令和 3年度事業計画について 

（３）令和 4年度企画展（案）について 

（４）その他 
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３．小川家住宅公開事業 

 車屋美術館では、郷土の歴史と文化への関心を高め、教育、学術及び文化の振興を図る

ために設置された小山市文化財展示施設の一つ国登録有形文化財「小川家住宅」（小山市文

化財展示施設条例第２条）の公開・活用等の事業を実施しています。 

 小川家住宅のうち、旧米蔵と旧肥料蔵を美術館として改修したほか、主屋や土蔵、表門、

庭園を一般に公開しています。公開に際しては、ボランティアスタッフが来訪者への解説

等を行っており、来訪者からは好評を博しています。 

令和 2 年度に当ボランティアとして登録していただいた方は 18 名で、延べ 77 名の活動

実績がありました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため緊急事態宣言の発出期間と、

土蔵南側漆喰壁剥落による期間が臨時休館となったため、活動者数の減少となりました。 

 

令和2年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

3 0 0 2 0 4 24 21 17 1 0 5 77名 

 

小川家住宅主屋（左）と米蔵（展示室・右） 

 

 

【沿革】 

  足尾山地の地蔵岳に源を発して市の中央を南西に流れる思川は、４県４市２町にまたがる渡良瀬 

遊水地（2012.8月ラムサール条約登録湿地）で渡良瀬川に流入し、間もなく利根川に注ぎ込む。 

江戸時代以降、江戸と下野を結ぶ水上交通路として重要な役割を果たしており、特に物資輸送の拠 

点である河岸が多く置かれた。小川家は、大量物資輸送の可能な高瀬舟が行き交う最上流の河岸と 

して栄えた乙女河岸で肥料問屋を営んでいたが、物資輸送の中心が水路から陸路へと移った明治時 

代の末に現在の地へと移転した。平成 19年、商家のたたずまいを残す貴重な文化財として主屋・米 

蔵・肥料蔵・土蔵・表門の５棟が国の登録有形文化財になった。小山市ではこれを機に、“建物を活 

かし、文化を生かす”という文化財登録制度の理念のもと、地域の歴史・文化・自然と関わって発 

展してきた同住宅を借り受け、平成 20年度に国土交通省の補助金を得て整備工事を実施し、平成 21 

年 4月 3日、小山市立車屋美術館として開館した。 
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４．美術館ボランティア支援事業 

 美術館事業のうち、とくに「小川家住宅公開事業」と「折り紙で育む人とまちプロジェ

クト事業」を支援する目的でボランティアスタッフの方々が積極的な活動を続けています。

小川家住宅公開事業では、主に住宅の観覧者に対する案内や解説を行っていただき、折り

紙で育む人とまちプロジェクト事業では、折り紙講習会や講座等での指導を行っていただ

いているほか、各種美術館事業の補助や広報活動でもご尽力を頂いています。 

 なお、市民の芸術文化に対する理解と関心を深め、その普及に大きな役割を果たすボラ

ンティアスタッフが自身の教養を豊かにし、さらに観覧者へと還元できるよう、その活動

を支援する目的で視察研修を行っていましたが、令和２年度については、新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大防止のため、研修会の開催は中止しました。 

 

 

                                    

５．統計資料 

【令和 2（2020）年度入館者】 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

企
画
展 

有
料
観
覧
者 

0  0 0 0 0 0 130 152 75 84 147 - 588 

小
川
家 

4  9 51 30 25 53 66 99 30 47 80 84 578 

無料入館者 27  31 92 153 55 142 297 610 279 140 329 469 2,624 

総入館者数 31 40 143 183 80 195 493 861 384 271 556 553 3,790 

                              

【月別入館者の推移】 
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【年度別入館者の推移】  総入館者数 131,379名（令和 3年 3月 31日現在） 

 

【アンケート】 

 令和 2(2020)年度に開催された企画展示ほかでアンケートにご協力いただいた方は、合

計 75名（内訳は男性 33名、女性 35名、無記入 5名）でした。貴重なご意見ありがとうご

ざいました。これらのアンケート結果は、今後の美術館運営の参考とさせていただきます。 

 なお、アンケートには複数回答や回答なしの項目があるため、以下のグラフ内の数値は

回答数の中の割合を示したものです。 

 

① 性 別 

 

 

 

 

 

②年 齢 
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③ 住 所               ④ 美術館を何で知りましたか 

 

 

⑤  何に興味をもちましたか             ⑥  今回の企画展覧会について  

             

 

 

 

 

 

 

 

⑦   観覧料について（企画展）        ⑧ 観覧料について（小川家住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 今後の企画展覧会の希望 
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⑩ その他、お気づきになられたことを自由にお書きください。（抜粋） 

≪第 49回≫ 

 ・作品数はもう少し多い方が良かった。何か作品にあったＢＧＭをかけてほしかった。 

・秋山佳奈子さんの絵も面白くて、見ることができて大変良かったです。 

・鯉と龍の関係性や河童の問答等、今まで知らなかったことが多く勉強になった。 

・味のある河童を見せてもらった。小島功の特集をやってくれればまた見に来たい。 

・秋山佳奈子さんの作品が水神展とどう関係があるのか。少し違うと思う。 

・松井如流の作品が素晴らしかった。秋山佳奈子さんの作品も考えさせられるものがあ

り、緻密な作品で見入ってしまった。 

・柳など、川と共に書いてあるものが魔除けと知り、勉強になった。 

・もっと河童の絵があるかと思ったが…。味のある絵を見せてもらってありがとうござ

いました。 

・小川芋銭の絵を見ることができ満足。 

・最近、小川宅をのんびり見せて頂くこと数回。癒されます。季節を感じにまた来たく

なります。 

≪第 50回≫ 

 ・宇宙空間を表現するならこんな音かもしれない。 

 ・まったくアートと思えなかった。音が気になる。 

 ・近くで現代美術作品を見る機会が少ないので、若手作家の作品を見てみたい。 

 ・とても面白いと思った。今後の展示も期待している。土地に関連した作品や作家の展

示を見たい。 

 ・ホームページ等でもっと調べられるとよい。 

 ・館の雰囲気と現代美術がよくマッチしている。また現代アートの展示をやってほしい。。 

 ・図録のテキストが良く作成されている。 

 ・おもしろかったです。ありがとうございました。 

 ・今回の大和田俊の展示を機にこの美術館を知った。若い世代(若手)の現代美術家の展

示をもっと車屋美術館の空間で観てみたいと思いました。ＨＰ等にもう少し情報がわか

ったら良いなと思った。都市部でなく郊外でこうした展示があって素晴らしい。 

≪第 6回 「10×15 の世界コンテスト展」≫ 

 ・今後も参加させていただきたい。 

・全国、様々なところから応募され、全国に浸透しているのがわかり、作品も多様な観

点から鑑賞でき楽しめました。 

 ・入選作品が多岐にわたっており、先生の選んだ理由を伺えたらと思いました。 

 ・作品が返却されるシステムになると嬉しい。 

 ・小さな世界に広がる大きな印象に感動しました。表現の多さに驚きました。 

 ・昨年から 2度目の訪問ですが、これからも楽しみに皆様の作品を見に来たい。 

 ・全国から多くの作品が応募される作品展はそうそうないので、今後も続けてほしい。
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小さな絵であるからこそ見ごたえがあり楽しめる。 

 ・幅広い年代の作品があり、美しい出来栄えだった。こうした美術館の取り組みをもっ

とたくさんの方たちに見てもらえるとよいと思う。見学者の数を増やす良い方策につい

て考えていくとよいと思う。また小山市で唯一の公立美術館の地道な取り組みに改めて

敬意を表したい。良い時間を過ごすことができた。 

 ・様々な作品を楽しく見ました。来年の年賀状にもう少し力を入れようと反省もした。 

 ・出品作品が全部展示されていてうれしく思った。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 臨時休館について 

  小山市立車屋美術館は、国の緊急事態宣言が発出され、新型コロナウイルス感染症感 

染予防・拡大防止のため、4月 10日（金）から 5月 17日（日）まで臨時休館しました。 

 また、公開している小川家住宅の土蔵南側漆喰壁の剥落により、観覧者の安全を考慮 

して 7月 24日（金）から 8月 11日（火）まで臨時休館しました。 

 

Ⅲ 文化芸術事業「おうちでアートを楽しみましょう！」 

 ～小山市ゆかりのアーティストの作品を行政テレビや YouTubeチャンネルで動画配信～ 

 

【開催期間】・行政テレビ放映（5月 11日（月）～10月 31日（土）まで） 

        ・市公式 YouTubeチャンネル配信（公開から 2か月間） 

【概  要】 

   新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策のための外出自粛により、今まで

のように展覧会を通じて美術作品に触れ合う機会がない現況において、小山市ゆ

かりのアーティストおよび車屋美術館企画展に参加したアーティスト(10名)によ

る様々な動画作品を、5月 11日(月)から行政テレビの広報ビデオ内で順次放送し

ました。また、市公式 YouTubeチャンネルでも、行政テレビ放送開始分から順番

に公開しました。 

 

 

 

 

❀ご協力ありがとうございました❀ 

 

 



  8 

作 家 名 お よ び 作 品 名(1作品15分程度) 行政テレビ放映期間 YouTube公開期間 

五月女 哲平（そうとめ てっぺい：現代美術作家） 

「あなたが注意深く聞いていなくても、私は聞くことができます」 5/11～、7/1～、8/1～、

9/1～、10/1～ 各10日間 

5月11日(月) 

～7月10日(金) 

まで 
山下 麻衣＋小林 直人（やました まい・こばやし なおと：現代美術作家） 

「世界はどうしてこんなに美しいんだ」 

秋山 佳奈子（あきやま かなこ：版画家） 

「銅版画技法 エッチングの制作方法」 

5/21～、7/11～、 

8/11～、9/11～、 

10/11～ 各10日間 

5月21日(木) 

～7月20日(月) 

まで 

進藤 詩子（しんどう うたこ：芸術家/研究者） 

「アグネス・マーティンの風景を訪ねて」 

タムラサトル(現代美術作家) 

『PEACEマシーン＃3仮組』『関連作品の展示記録』 

田村 友一郎（たむら ゆういちろう：現代美術作家） 

『試論:栄光と終末、もしくはその週末/Weeek End』 

朝海 陽子（あさかい ようこ：現代美術作家） 

「ウェイファインディング1.5」 

6/1～、7/21～、8/21～、

9/21～、10/21～ 

各10日間 

6月1日(月) 

～7月31日(金) 

まで 

糸井 潤（いとい じゅん:写真作家） 

「外の光」を求めて 

大和田 俊（おおわだ しゅん：サウンドアーティスト） 

百頭 たけし（ひゃくとう たけし：写真家） 

「Stickiness between the ones who walking away」乾かず歩み去る 

「The ones who walk away from」歩み去る 

 

※ 行政テレビ(広報ビデオ)放送時間 

7:30、10:30、13:30、16:30、19:30、22:30、25:30 

Ⅳ 展覧会事業 

 新型コロナウイルス感染症感染・拡大防止のため、展覧会の会期等変更となりました。 

 

１． 第 49回企画展「描かれた水神展」 

～「間々田のじゃがまいた」国重要無形民俗文化財指定記念～ 

 
【会  期】 令和 2年 10月 3日（土）～11月 15日（日） 

（変更前） 令和 2年 4月 25日（土）～6月 7日（日） 

【開館日数】 36日間 ※無料公開日 11月 3日 

【入 場 者】 1,095名（1日平均  30名） 
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【観 覧 料】 有料：一般 400（300）円、高校・大学生 250（150）円 

中学・義務教育学校生以下無料、障がい者手帳お持ちの方と付添一名無料 

       「ミュージアム割引 小山市立博物館の半券(2020年 4月以降の日付印があ

るもの、年度内 1回限り有効)で一般 100円、高校・大学生 50円割引」 

※（ ）内は 20名様以上の団体料金 

【種  別】 自主企画 

【助  成】 独立行政法人日本芸術文化振興会 

【後  援】 朝日新聞宇都宮総局、ＮＨＫ宇都宮放送局、エフエム栃木、産経新聞社宇都

宮支局、下野新聞社、テレビ小山放送、FMおーラジ、東京新聞宇都宮支局、

株式会社とちぎテレビ、(株)栃木放送、毎日新聞宇都宮支局、読売新聞宇都

宮支局  

【展示概要】  

当館が所在する栃木県小山市間々田地区の五穀豊穣や降雨を祈る伝統的お祭り

「間々田のじゃがまいた」（毎年 5月 5日実施）が、平成 31年に国の重要無形民俗文

化財に指定されたことに因み、水神を象徴する龍、蛇、河童などをテーマにした絵画

や書を紹介しました。同じく間々田地区に所在する市立博物館と連携し、地域文化の

多面的な発信をねらいとしました。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で当初の予定より半年遅れての開催となりま

したが、地域の伝統行事に派生したテーマ展である点と地元出身アーティストがテー

マに沿った新作を発表した点で話題となりました。（新聞掲載 4件、FM生放送 2件、

CATV放送 1件、タウン情報誌 3件等。）特に、地元幼稚園児や小学生が授業の一環で

鑑賞に訪れ、地域文化への高い関心や地域出身のアーティストの活躍を見て美術への

関心を持つ反応が見られました。結果的に入館者における中学生以下の割合が 13.5％

と通常の 2倍以上となり、観客層の拡充に繋がりました。 

 

【関連事業】  

  ①アーティストトーク（YouTubeによる動画配信） 

    配信期間：10 月 12日（月）～令和 3年 3月 31日（水） 

    版画家の秋山 佳奈子氏が出品作品について語っている様子を YouTubeで動画配信 

    視聴回数：282回 

 

  ②ワークショップ 

   (1)「動画でやさしい日本画―水神を描く―谷川将樹に習う墨と砂子の使い方」 

    動画（DVDなど）による自宅講習。最終日の 11月 15日に仕上げ作業を小山市立博 

物館で開催。 

講 師：谷川 将樹 氏（日本画家） 

講習期間：10月 3日（土）～11月 15日(日) 
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    受講者：4名 

  (2)「ARTのひきだし－手仕事のひきだし－身近な道具で織物をしよう」 

    親子で一緒に段ボールを使った簡単な織機で織物を体験 

    講 師：すぎやま りえ氏（土と布作家） 

    日 時：10 月 25日(日)①11:00～12:00 ②13:30～14:30 

       参加者：計 16名 

【リーフレット】  

   A5サイズ、8ページ 1,500部 

 

【作品リスト】 

№ 作家名 作品名 素材技法 制作年 所蔵先 

1 平
ひら

福
ふく

 穗
すい

庵
あん

 藤花游
とうかゆう

鯉
り

 紙本墨画淡彩 － 秋田県立近代美術館蔵 

2 平
ひら

福
ふく

 百
ひゃく

穂
すい

 芳池育
ほうちいく

鱗
りん

  紙本墨画淡彩 
1921年 

(大正10) 
秋田県立近代美術館蔵 

3 小川
お が わ

 芋
う

銭
せん

 草
そう

汁
じゅう

翁作
おうさく

海
うみ

坊主
ぼ う ず

 紙本墨画 － 秋田県立近代美術館蔵 

4 小川
お が わ

 芋
う

銭
せん

 浪裡白跳
ろうり はくちょう

 紙本墨画淡彩 － 秋田県立近代美術館蔵 

5 松井
ま つ い

 如流
じょりゅう

 龍
りゅう

虎
こ

 紙・墨 
1970年 

(昭和45) 
秋田県立近代美術館蔵 

6 松井
ま つ い

 如流
じょりゅう

 虹
にじ

 紙・墨 
1971年 

(昭和46) 
秋田県立近代美術館蔵 

7 齊藤
さいとう

 鷗
おう

舟
しゅう

 龍図
りゅうず

 紙本墨画 
1979年 

(昭和54) 
龍昌寺蔵 

8 齊藤
さいとう

 鷗
おう

舟
しゅう

 鯉
こい

 紙本着色 － 個人蔵 

9 齊藤
さいとう

 鷗
おう

舟
しゅう

 鯉
こい

 紙本着色 － 小山市立間々田小学校蔵 

10 大道
だいどう

 あや 蛇
じゃ

祭
まつ

り 紙本着色 
1978年 

(昭和53) 
小山市立博物館蔵 

11 秋山
あきやま

 佳奈子
か な こ

 祝祭
しゅくさい

 

パネル、紙、 

ダーマトグラフ 

2020年 

(令和2) 
作家蔵 

12 秋山
あきやま

 佳奈子
か な こ

 願
ねが

い 紙、エッチング 
2020年 

(令和2) 
作家蔵 

13 秋山
あきやま

 佳奈子
か な こ

 
クライシスコール 

  —Day breaks 
紙、エッチング 

2014年 

(平成26) 
作家蔵 
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14 秋山
あきやま

 佳奈子
か な こ

 
クライシスコール 

  —thinking at midnight 
紙、エッチング 

2014年 

(平成26) 
作家蔵 

15 秋山
あきやま

 佳奈子
か な こ

 クライシスコール 紙、エッチング 
2014年 

(平成26) 
作家蔵 

    

 

２．第 50回企画展「大和田俊個展 破裂 OKひろがり」 

 
【会  期】 令和 2年 11月 28日（土）～令和 3年 2月 7日（日） 

 （変更前） 令和 2年 6月 27日（土）～9月 22日（火） 

【開館日数】 54日間 ※無料公開日 1月 11日    

【入 場 者】 997名（1日平均：19名）     

【観 覧 料】 有料：一般 400(300)円 、高校・大学生 250(150)円 

      中学・義務教育学校生以下無料、障がい者手帳お持ちの方と付添一名無料 

      「ミュージアム割引 小山市立博物館の半券(2020年 4月以降の日付印のあ

るもの、年度内 1回限り有効）で一般 100円、高校・大学生 50円割引」

※（ ）内は 20名様以上の団体料金 

【種  別】 大和田俊展実行委員会企画 

【協  力】 間々田乙女土地改良区 

【助  成】 公益財団法人 花王芸術・科学財団 

【後  援】 朝日新聞宇都宮総局、エフエム栃木、産経新聞社宇都宮支局、下野新聞社、

テレビ小山放送、ＦＭおーラジ、東京新聞宇都宮支局、株式会社とちぎテ

レビ、(株)栃木放送、毎日新聞宇都宮支局、読売新聞宇都宮支局 

【展示概要】  

人間の身体や知覚と時間との関係について考察する作品を制作する、小山市出身のア

ーティスト・大和田 俊（おおわだ しゅん、1985年～）の美術館での初の個展。美術

館より徒歩 10分ほどの田んぼが広がる平野に、ポンプ小屋の形態を引用した小屋の作品

とその中に大和田の代表作である《Unearth》を展示し、大地に二酸化炭素の発生する音

を流しました。水平的な拡がりのある平野と自然の様々な音を共に鑑賞することで、美

術館内では得られない知覚体験となり、好評を得ることができました。 

地元の方々には見慣れた景色での新たな空間的体験を、市外からの来館者には大和田

氏の原風景に触れてもらうというねらいでしたが市外からの来館者からは、だだっ広い

平野の風景の印象が強く残ったという感想を頂きました。 

これまで１作品だけを展示する個展、もしくは１作品を展示するグループ展という形

での発表活動であったため、複数の作品を展示する個展というのは今回が初めてでした。

そのことにより、１作品では見えてこなかった大和田の作品の在り方が見えてきました。
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２回目の緊急事態宣言と重なり、集客という面では難しいところがありましたが、オン

ラインでの情報発信や情報交流など、国内外で活躍している小山市出身のアーティスト

の活動を発信すること、新進気鋭のアーティスト自身にとってのステップアップの機会

とするねらいは、ある程度達成することができました。 

 

【関連事業】 

自転車ツアー「ポンプ小屋巡りツアー」 

日 時：11月 28日(土)11:00～13:00、12月 5日(土)11:00～13:00 

会 場：小山市内田んぼ  参加者：28日 7名、5日 6名 

講 師：大和田 俊 氏(アーティスト)、百頭 たけし 氏（写真家） 

 

【カタログ】B5判 80 頁(頒布価格 1,000円、在庫有) 

   執 筆：黒嵜 想 氏(批評家)、金子 智太郎 氏(美学・聴覚文化論研究者) 

   写 真：百頭 たけし 氏(写真家) 

   デザイン：鈴木 哲生 氏 

   編 集：大和田 俊 氏、当館中尾学芸員 

 

【作品リスト】 

No. 作品名  制作年 素材 サイズ 

主展示室 

1 耳管の音 2020 
作家の耳管が鳴らす音、スピーカー 

10分 00秒 
― 

2    ℃ 2020 杉角材、縄、焼いた石灰岩、酸、温度計 可変 

3 炭酸水 2020 
ガラス瓶、間々田乙女地区の地下水、二酸化炭素、

冷蔵庫 ※飲まないでください。 

425×380×

980mm 

4 炭酸水製造機 2020 
石灰岩、酸、水、バケツ、ポリタンク、ガスホー

ス 
可変 

5 Scales 2011 
自作の小型マイクロフォン(128本)、パワードスピ

ーカー、モーター、音響機器 

可変 

(球体の直径 

約 1.2m) 

6 

泡（2020.11.26） 2020 
アニメーションビデオ 

2秒のアニメーション 31組 
― 

泡（2020.11.27） 2020 
アニメーションビデオ 

2秒のアニメーション 19組 
― 

野外設置：美術館より徒歩 10分ほどの田んぼが広がる平野） 
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A 小屋 2020 
仮設電柱、杉角材、電線、分電盤、トタン波板、

木材、アクリル板 
可変 

B Unearth 2016 
石灰岩、酸、ガラス、マイクロフォン、スピーカ

ー、音響ソフトウェア 
可変 

※出品作は全て作家蔵である。 

 

３．第６回「10×15の世界コンテスト展」  

 

【会  期】 令和 3年 2月 20日（土）～3月 7日（日） 

 （変更前） 令和 3年 1月 16日（土）～1月 31日（日） 

【開館日数】 12日間 

【入 場 者】 683名（1日平均：57名） 

【観 覧 料】 無  料 

【種  別】 自主企画 

 

【展示概要】 

今回で 6回目となるポストカードの公募型展覧会。多くの市民に創作体験のきっかけ

としてもらい、創造性豊かな人の育成とまちづくりの推進を図ることを目的にしていま

す。特設コーナーでは、令和 2年度特別審査員五月女政巳氏（画家、小山市出身）の作

品を展示し、小山市ゆかりの芸術家の活動を知って頂く機会を作りました。 

また国内から 409点もの力作が寄せられ、各賞が選出されました。なお今年度は、新型

コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止のため表彰式は開催しませんでした。 

 

【 その他 】     

作品応募期間： 令和 2年 11月 1日（日）～11月 30日（月）消印有効 

全国応募総数： 409点 （うち市内在住者  60点、栃木県内 127点） 

栃木県外からの応募状況(1道 1都 2府 31県) 

 

≪表彰作品受賞者≫ 

◇小山市長賞            福嶋 智子 様（北海道空知郡） 

◇小山市議会議長賞         矢島 桃 様（徳島県板野郡） 

◇小山市教育長賞           原 悠起 様（小山市東間々田） 

◇車屋美術館長賞           細川 信子 様（東京都台東区） 

◇五月女政巳賞（R2特別審査員選）  曽川 和靖 様（小山市間々田） 
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 ≪ 受賞作品 ≫ 

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

車屋美術館長賞  小山市教育長賞  五月女政巳賞 

(R2特別審査員選) 

小山市長賞  

小山市議会議長賞  
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【五月女政巳（令和 2年度特別審査員）展示作品一覧】 

№ 題  名 材 質・技 法 制 作 年 

1 戸隠高原 カンヴァス・油彩 ２００８ 

2 サクランボ  カンヴァス・油彩 ２０１５ 

3  那須高原  カンヴァス・油彩 ２０１６ 

4  山百合  カンヴァス・油彩 ２０１７ 

5  海辺  カンヴァス・油彩 ２０１７ 

6  ハマグリと魚  カンヴァス・油彩 ２０１７ 

7  山百合  カンヴァス・油彩 ２０１８ 

8  自画像  カンヴァス・油彩 ２０１８ 

9  グラジオラス  カンヴァス・油彩 ２０１８ 

10  風渡る  カンヴァス・油彩 ２０１９ 

11  紫陽花  カンヴァス・油彩 ２０１９ 

12  タム  カンヴァス・油彩 ２０１９ 

13  タイサ  カンヴァス・油彩 ２０１９ 

14  ケムリ  カンヴァス・油彩 ２０１９ 

15  ゴマ  カンヴァス・油彩 ２０１９ 

16  筍  カンヴァス・油彩 ２０１９ 

17  空焼け  カンヴァス・油彩 ２０２０ 

18  ザクロ  カンヴァス・油彩 ２０２０ 

19  鶏頭花（ドライ）  カンヴァス・油彩 ２０２０ 

20  椎茸  カンヴァス・油彩 ２０２０ 

21  土手の道  紙・パステル ２０１４ 

22  バラ  紙・パステル ２０１６ 

23  空マメ  紙・パステル ２０１６ 

24  鯛  紙・パステル ２０１７ 

25  二子山  紙・パステル ２０１７ 

26  残雪那須山  紙・パステル ２０１７ 

27  カレイ  紙・パステル ２０１８ 

28  ひまわり（ドライ）  紙・パステル ２０１８ 

29  蓮の実  紙・パステル ２０１８ 

30  菜花咲く頃  紙・パステル ２０１８ 

31  鶏頭花  紙・パステル ２０１８ 

32  カリン  紙・パステル ２０１９ 



  16 

33  紫陽花  紙・パステル ２０１９ 

34  清流  紙・パステル ２０１９ 

35  午後の風景  紙・パステル ２０１９ 

36  ガーベラ  紙・パステル ２０１９ 

37  洋梨  紙・パステル ２０１９ 

38  ザクロ  紙・パステル ２０１９ 

39  自画像  紙・パステル ２０２０ 

40 小屋のある風景  紙・パステル ２０２０ 

41  水仙  紙・パステル ２０２０ 

42  CIVITA ＜チヴィタ＞ 紙・水彩 １９９９ 

43  ミラノ  紙・水彩 １９９９ 

44  ヴェニスの朝  紙・水彩 １９９９ 

45  UMBRIA ＜ウンブリア＞ 紙・水彩 １９９９ 

46  海  紙・水彩 ２００３ 

47  朝の海  紙・水彩 ２００３ 

48  函館レンガ倉庫  紙・水彩 ２００８ 

49  バルセロナ  紙・水彩 ２０１２ 

50  バルセロナ  紙・水彩 ２０１２ 

51  マドリード  紙・水彩 ２０１２ 

52  ベニス  紙・水彩 ２０１３ 

53  港（大洗）  紙・水彩 ２０１４ 

54  山間の道  紙・水彩 ２０１８ 

55  雲渡る  紙・水彩 ２０２０ 

    

 

Ⅴ 教育普及事業 

１．「折り紙で育む人とまち」プロジェクト 

折り紙は誰でもが気軽に楽しめる遊びでありながら、紙さえあれば場所や言葉も選ばず

に日本文化を紹介できる大変優れたコミュニケーション手段といえます。近年ではその創

作的側面が再評価されるだけでなく、幾何学の分野やリハビリテーションの分野でも研究

材料となっています。 

小山市立車屋美術館では、折り紙のこうした特質を生かして伝統的文化を伝えながら創

造力を刺激し、さらにはより多くの人とつながるまちづくりや、地域交流・国際交流に貢

献することを目的に「折り紙が育む人とまち」プロジェクトを平成 22年度より実施してい
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ます。本プロジェクトでは、“折り紙ボランティア”の養成講座をはじめ、ボランティア

の方々が講師となって実施する一般向け講習会、おやま・まちづくり出前講座やその他の

講習会などを開催するなど、折り紙を体験する機会を市民の皆様に提供しました。 

令和 2年度にボランティアスタッフ（登録 28名）として活動していただいた方の延べ人

数は 126名、講座等への参加者は合計 86名でした。 

                        合計人数 86名 

 

―折り紙ボランティア養成講座/講習会―            参加人数  23名 

令和 2年 7月 2日（木） 

14:00～15:30 

R1年度第 5回折り紙ボランティア養成講座 

テーマ：夏の風物 
小山市立博物館 6名 

令和 2年 10月 3日(土) 

10:00～11:30 

一般向け折り紙講習会  

テーマ：秋の風物 
小山市立博物館 7 

令和 2年 12月 12日(土) 

10:00～11:30 

一般向け折り紙講習会  

テーマ：年末・年始の風物 
小山市立博物館 10 

令和 3年 2月 13日(土) 

10:00～11:30 

一般向け折り紙講習会  

テーマ：ひなまつりの風物 

小山市立博物館 

新 型 コ ロ ナ感染拡 大 防 止 の た め 
中止 

 

 

①折り紙ボランテ

ィア養成講座 

・年間 5回の講習会（初級コース） 

・内容 折り紙の基本、伝承折り紙の折り方、  

歴史・技術研究 

・講師 当館飯田館長 

 

全 5回の講座開催を予

定していたが、新型コロ

ナ感染症予防のため、中

止(延期になっていた R1

年度第 5回目のみ 7月に

開催。参加人数：6名) 

②一般向け折り紙

講習会 

・年間 3回程度の一般向け講習会（テーマは各時

期に合わせて） 

・講師 当館飯田館長 

新型コロナ感染症予防のため、今年度は全 3回と縮小し

て開催する予定だったが、第 3回目の開催日が緊急事態

宣言解除後まもなくのこともあり中止となった。 

講座数：2回 

参加人数：17名 

 

③おやま・まちづく

り出前講座 

・市民の要望に応じ講師が出向き、講座を実施 

・内容 折り紙の基本、伝承折り紙の折り方 

・講師 当館飯田館長 

講座数：6回  

参加人数：63名 

 

④その他関連事業 外部からの講師依頼、市主催のイベント等 講座数：0回  

参加人数：0名 
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―折り紙出前講座―                       参加人数  63名 

令和 2年 4月 4日(土) 

9:00～16:00 

出前講座 折り紙講習会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

間々田ふるさと祭り 

実行委員会 

しらさぎ館グラウンド 

中止 

令和 2年 4月 23日(木) 

10:00～12:00 

出前講座 折り紙講習会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

いちご会 

城南交流センター 
中止 

令和 2年 5月 28日(木) 

10:00～12:00 

出前講座 折り紙講習会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

いちご会 

城南交流センター 
中止 

令和 2年 6月 25日(木) 

10:00～12:00 

出前講座 折り紙講習会 いちご会 

城南交流センター 
9 

令和 2年 7月 30日(木) 

10:00～12:00 

出前講座 折り紙講習会 いちご会 

城南交流センター 
10 

令和 2年 9月 24日（木） 

10:00～12:00 

出前講座 折り紙講習会 いちご会 

城南交流センター 
10 

令和 2年 10月 29日(木) 

10:00～12:00 

出前講座 折り紙講習会 いちご会 

城南交流センター 
11 

令和 2年 11月 26日(木) 

10:00～12:00 

出前講座 折り紙講習会  いちご会 

城南交流センター 
13 

令和 3年 1月 28日(木) 

10:00～12:00 

出前講座 折り紙講習会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

いちご会 

城南交流センター 
中止 

令和 3年 3月 25日(木) 

10:00～12:00 

出前講座 折り紙講習会 いちご会 

城南交流センター 
10 

 

―その他―                          参加人数  0名 

令和 2年 5月 2 日(土) 

10:00～15:00 

第 18 回おやまブランドまつり 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 
道の駅思川評定館 中止 
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２．スタディプログラム、ワークショップ他 

 今年度は、年間に開催している企画展等にあわせて、鑑賞とは異なる視点から美術作品

の創作や展示会企画の疑似体験などを通して、美術に親しんでもらうことを目的に実施し

ました。令和 2年度はワークショップ、自転車ツアーなど 5回を実施し、計 33名の参加が

ありました。 

                       参加人数  33名 

令和 2年 6月 20日(土) 

10:30～12:00 

「ガザイ・ソザイ・ラボ」① 

絵具や色紙、粘土、毛糸、トイレットペーパー等いろいろな

画材や素材で思いっきり遊びましょう。 

会 場：車屋美術館 企画展示室 

※出入り自由、汚れてもいい恰好、着換え持参 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

中止 

令和 2年 6月 23日(火) 

10:30～12:00 

「ガザイ・ソザイ・ラボ」② 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 
中止 

動画による自宅講習 

【講習期間】 

令和 2年 10 月 3日（土） 

～11月 15日(日) 

「動画でやさしい日本画―水神を描く―谷川将樹に習う墨と

砂子の使い方」 

講 師：谷川 将樹氏（日本画家） 

動画（DVD 等）による自宅講習、仕上げの作業は最終日に市

立博物館で開催。完成後、講師からコメントが届く。 

受講者 

4 名 

令和 2年 10 月 25日(日) 

11:00～12:00 

「ART のひきだし－手仕事のひきだし－ 

身近な道具で織物をしよう」 

親子で一緒に段ボールを使った簡単な織機で織物を体験 

講 師：すぎやま りえ氏（土と布作家） 

会 場：小山市立博物館 
参加者

計 16名 

 

令和 2年 10 月 25日（日） 

13:30～14:30 

「ART のひきだし－手仕事のひきだし－ 

身近な道具で織物をしよう」 

親子で一緒に段ボールを使った簡単な織機で織物を体験 

講 師：すぎやま りえ氏（土と布作家） 

会 場：小山市立博物館 

令和 2年 11 月 28日(土) 

11:00～13:00 

自転車ツアー「ポンプ小屋巡りツアー」 

講 師：大和田 俊氏（アーティスト） 

    百頭 たけし氏(写真家) 

7 名 

令和 2年 12 月 5日(土) 

11:00～13:00 

自転車ツアー「ポンプ小屋巡りツアー」 

講 師：大和田 俊氏（アーティスト） 

    百頭 たけし氏(写真家) 

6 名 
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令和 2年 12 月 8日(火) 

10:30～12:00 

「ガザイ・ソザイ・ラボ」③ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止及び会場の都合により 
中止 

令和 2年 12 月 12日(土) 

10:30～12:00 

「ガザイ・ソザイ・ラボ」④ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止及び会場の都合により 
中止 

 

3．ギャラリートーク、アーティストトーク（YouTube 公開） 

展覧会や作家の魅力の一端に触れていただくため、アーティストや担当学芸員等が展覧

会の趣旨や概要について解説するギャラリートークなどを実施しています。 

令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染予防拡大防止のため展示室内の密を避

ける意味から、ギャラリートークの実施はありませんでした。しかし、初めての試みとし

て、アーティストトークを YouTubeで動画配信しました。 

                     閲覧回数  282回 

配信期間 

令和 2年 10 月 12日（月） 

～令和 3年 3月 31日(水) 

「描かれた水神展」アーティストトーク（YouTubeに

よる動画配信） 

版画家・秋山 佳奈子氏が出品作品について語ってい

る様子を YouTubeで公開しました。 

視聴回数 

282回 

           

 

４．教育機関等との連携事業 

 学校教育や社会教育との連携を図るため、展覧会・小川家住宅の案内・解説をはじめ、

ワークショップやおやままちづくり出前講座（前掲）などを実施しています。令和 2年度

には 10団体からの申込みがあり、合計 264名の参加がありました。 

 

【社会教育連携事業】                     参加人数    38名 

令和 2年 10 月 15日(木) 

13:30～15:00 

企画展「描かれた水神展」、小川家住宅見学 

下都賀地区社会教育指導員研修 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

中止 

令和 2年 11 月 7日(土) 

10:00～11:00 

企画展「描かれた水神展」、小川家住宅見学 

ゆうゆうクラブ 
11 

令和 2年 12 月 4日(金) 

10:00～11:00 

企画展「大和田俊個展」、小川家住宅見学 

60 代からのはつらつクラブ（間々田公民館講座） 
27 

 

【学校教育連携事業】                     参加人数   226名 

令和 2年 7月 21日(火) 

9:15～9:45 

小川家住宅見学 

小山市立乙女小学校 3 年 2組社会科見学 
35 名 
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Ⅵ 展示室貸出事業（市民ギャラリー） 

 企画展示期間を除く展示室について、本館では市民の芸術活動の発表の場として活用し

ていただき地域文化の活性化を図ると共に、市民の文化的な活動と交流を支援する目的で

貸し出しを行っています。（小山市立車屋美術館設置条例第 6条～第 15条及び同管理運営

規則第 5条～第 12条） 

 令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で半年遅れての企画展開催となった影

響から市民ギャラリーとして展示室を利用できる期間が短くなりました。そのため前年度

新型コロナウイルス感染拡大防止のため展示会を開催できなかった 2団体に貸出すること

にしました。令和 3年 3月 11日（木）～3月 21日（日）までの 11日間(開館 10日間) を

市民ギャラリー期間としましたが、再度のウイルス感染拡大状況のため、利用団体から開

催取り下げの申請があり、開催は中止となりました。 

                       入場者数  0名 

会 期 展示名・主催・種別等 入場者 

令和 3年 3月 11日(木)～ 

3 月 14日(日) 

                4日間 

「木版画展」 

石川 均 

（木版画作品の展示） 

中 止 

令和 3年 3月 18日(木)～ 

3 月 21日(日) 

                4日間 

「第 19回陶 23 展」 

陶 23 

（陶芸の展示） 

中 止 

 

 

令和 2年 7月 22日(水) 

9:15～9:45 

小川家住宅見学 

小山市立乙女小学校 3 年 1組社会科見学 
35 

令和 2年 8月 25日(火) 

9:00～10:30 

小川家住宅見学 

小山市立博物館実習生 
7 

令和 2年 10 月 28日(水) 

10:00～11:00 

企画展「描かれた水神展」見学 

間々田認定こども園(年少) 
30 

令和 2年 11 月 5日(木) 

10:00～11:30 

企画展「描かれた水神展」見学 

間々田認定こども園(年長) 
57 

令和 2年 11 月 12日(木) 

10:00～11:30 

企画展「描かれた水神展」見学 

間々田認定こども園(年中) 
50 

令和 2年 11 月 13日(水) 

10:00～11:30 

企画展「描かれた水神展」、小川家住宅見学 

小山市立乙女小学校 2 年生 
12 
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【参 考】 

・展示室（A～E） 

 
 

・使用料 

小山市民及び栃木市、下都賀郡野木町、茨城県古河市、群馬県邑楽都板倉町、埼玉県

加須市及び友好都市（茨城県結城市）に住所がある方 

一部屋 半日 250円（午前 9時～午後 1時又は午後 1時～午後 5時まで） 

     1日 500円（午前 9時～午後 5時まで） 

上記以外の利用者料金は倍額となります。 

 

・展示可能なもの 

絵画、写真、書道、陶芸、手芸品などであることに加え、安全衛生上問題のないもの。

とくに販売等は厳禁。 

・使用期間と時間 

本館企画展を開催していない期間で、年度当初に定められた期間（年間スケジュール

参照）。使用時間は午前 9時から午後 5時まで。 

・施設の連続使用 

一団体 4日間以内。 

・その他 

使用の申込みは、使用者または責任者が美術館事務所へお越しになり、「展示室使用

許可申請書」にご記入のうえ受付窓口へお申込みください。電話・ＦＡＸ・郵送での

申込み不可。申請書を審査し使用許可の適否を決定し、使用者へ通知します。 

詳細については事前にお問い合わせください。 

 

 

 


