公益財団法人

アダチ伝統木版画技術保存財団

事 業 計 画 書

平成 25 年度

平成 25 年度事業計画書

（自：平成 25 年４月 １日）
（至：平成 26 年３月 31 日）

本年度は、公益 財団法人移 行の初め の年として 、これまで 以上に公益 性の高い事
業に重点を置き 、定款第３ 条に定め る目的を達 成するため の事業の整 理及び最適
化を進めること により具現 化をはか り、本財団 の目的を追 求する。

〈事業内容〉
(１)

伝統木版画 の制作技 術等に関す る調査研究 等の奨励

①研 究 等 奨 励 交 付 事 業 研究 等奨 励 交付 事 業で は伝 統 木版 画の 制 作技 術 等に
関して、研究・技術・ 絵画・素材・広報 という部 門に
おいて、調査、研 究、実践活 動の実施ま たは計画 して
いる研究者、実施者に対 し選考を行 い、奨励対 象者に 、
奨励金を交付し てきた。し かし、ここ数 年審査の 対象
とな る応 募 、推 薦 等が ほと ん どな い状 態 が続 い たた
め、平成 21 年度 より、絵画 部門に焦点 をあてた 公募
「アダチ UKIYOE 大賞」を 実施し、既 存の奨励 賞と
共に 2-5 点の作品 に奨励 金の交 付を 行うと 共に 受賞
作品を木版画と して制作し た。しかし、一般に発 表す
る機会が限られ るため、公 募の認知度 が低く、盛 り上
がりに欠けてい るのが現状 と認識せ ざるを得な い。今
年度が第 5 回目となるが、こ れらの問題 点を改善 する
ため、受賞作品を 次年度の賛 助会員を対 象にした 進呈
作品の中に組み 入れ、現代の 木版画作品 の充実を はか
ることとする。今年度の公 募について は、公募期 間は
７月初めよ り 11 月末迄の５ ヶ月とし、 応募の促 進を
はかる。５ヶ月 の公募期間 後、１ヶ月以 内にあら かじ
め組織された審 査委員が選 考基準に 基づき審査 し、応
募者の中から本 年度の交付 対象者を 決定する。審 査結
果については、本財団ホー ムページに て発表する 。選
ばれた優秀作品 は、伝統木版 画の技術者 により次 年度
中に 木版 画 作品 と して 仕上 げ られ る。 完 成し た 作品
は、審査結果同 様公表する 。本年度は、第４回受 賞作
品２作 品が 木版 画と して 制作 され、 現代の UKIYOE
として誕生する 。
◆平成 25 年度
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〈事業内容〉
(２)伝統木版画の 制作技術 者の育成事 業

②後 継 者 育 成 事 業

財団設立以来、“育成 事業”の主旨 は、“次代を担 う
職人の育成 ”を目的に 見習い期間 中にある若 年層(主に
20 代)を対象と して育成 金の交付 を行うこ とにより 育
成の活性化及び 促進を図っ てきたが、数年 前より対 象
者の減少が見ら れるように なったた め、平成 21 年度
より“育成事業”と“技 術者研修育 成”を統合し、 本
事業としている。本 年度も昨年 に引き続き 下記のと お
り、より総合的 かつ効果的 な運用を 行うことと する。

■「浮世絵木版画彫 摺技術保存 協会」会員を 対象にし た育成金交 付は規定に 基

づいた案件につ いては審査 、検討の 上実施する よう努める 。
■ 本財団独自の研 修制度 は 16 年目に入る。 昨年度迄 は、多くの 応募者に研 修

の機会を増やす ことを目的 に、研修 期間を 6 ヶ月間とし 、二期(前期・後期)
制度で実施する ことに伴い 、第 16 期研修生の募集 を行った 結果、2 名の応 募
があり、書類選 考を実施し たが、適 任者がいな かったため 、第 16 期研修生
の採用は見送っ た。但し、本 年度中に追 加募集があ り、適性と判 断できる 人
材があった場合 は、中 途採用も考 慮する。研修生には 研修教材を 供与する ほ
か、月額 10 万円の助成金を支 給し、研修 の促進と継 続性を高め るものと す
る。なお、本年 度第 17 期生 募集につい て、一部変 更を行い、 研修期間 を 1
年間として実施 する。
・第 16 期研修生前期 該当者 なし
・技術研修所 東京都新宿 区下落合 3-13-17

〈事業内容〉
(３)伝統木版画の 制作技術 者に関する 研修会の開 催

③技 術 実 演 ・ 研 修 事 業
１）技術実 演会
主に美術館およ び美術系大 学、また 小・中・高等 学校
等を対象として 、伝統木 版画の制作 技術等に関 する啓
蒙普及をはかる ために、本財団の理 事ならびに 評議員
の中より伝統木 版画の制作 技術等に 精通する数 名を
講師として、要 請のある施 設に派遣 したうえで｢技術
実演会」を行う ものとする 。
本事業は、国内 外を問わず 広く一般か らの要請に よっ
て実施する特に 公共性の高 い事業で あることか ら、本
年度も積極的に 要請に応え ていくこ ととする。本年度

も、太田記念 美術館をは じめとする 浮世絵関係 の美術
館などのシンポ ジウムにお いて、“ 摺実演会”を年数
回開催する。
また、木版画の 制作現場の 見学を希望 する一般の 方を
対象とした“職 人の技に 触れる集い・浮世絵版 画実演
会”も実施より 17 年目に入り、引 き続き本財 団の常
設展 示 場に おい て 、年 ６ 回の 定期 開 催を 予 定し てい
る。本年度は、一般から の要望に応 え、彫の実 演も数
回実施すること とする。
なお、近年、本 実演会への 見学希望者 数の増加が 著し
く、また団体 からの申込 も目立つよ うになって きたた
め、これまで行 ってきた 定期開催だ けでは、希 望者全
員を収容するこ とが困難な 状況とな ってきた。これを
受けて、前年 度につづき 本年度も年 ５～６回程 度の実
演会を常設展示 場において 臨時開催 する。
２）研修事 業
伝統木版画の制 作技術習得 に意欲を もつ学生や 一般
の方を対象に 、基礎的な 制作技術を 体系的に理 解かつ
習得ができる版 画教室を年 数回、本 財団の常設 展示場
をはじめ美術館 や教育機関 などで開 催する。常 設展示
場では、本年 度も多数の 応募者の希 望に応える ことが
できるように参 加者を 30 名ほどに設定し､“第 18 回･
職人に学ぶ木版 画教室”と題して、年賀状の制 作を取
り上げるものと する。ま た、近年参 加者が彫・摺の作
業をして自らの 作品を完成 させるワ ークショッ プ型
の研修会の依頼 が多いこと を踏まえ 、外部機関 におい
ても版画教室を 実施するこ ととする 。

〈事業内容〉
(４)伝統木版画の 制作技術 等に関する 資料の収集 及び公開

④技 術 展 示 紹 介 事 業

当財 団 常設 展示 場 では 、 伝統 木版 画 の総 合 施設 とし
て、伝統木版画 の制作技術 に関する 材料、道具 そして
制作工程等の展 示を常時お こなうと 共に、これ まで収
集保存されてき た多くの文 献資料等 を公開して いる。
これらの展示は 、伝統木版 画の技術 伝承に関心 を持つ
個人や団体、ま た広く一般 への啓蒙 普及を目的 として
行われる。
本年 度は 、 研究 等 奨励 交付 事 業の 一環 で ある ア ダチ
UKIYOE 大賞 受賞作 品を 木版 で制 作し た作 品を はじ
め、木版画制作 監修事業で 制作された 作品、版画 教室
の参 加者 に よる 成 果作 品の 展 示等 を常 設 展示 場 にお
いて開催し、財団 事業の成果 を広く一 般に報告す ると

共に、啓蒙普及 をはかる。また、美術 館をはじめ とす
る公共施設で開 催される展 覧会等に おいて、主催 者か
ら要請がある場 合には、事業 成果作品 や制作関連 の展
示品等の貸出を 協調して実 施する。

〈事業内容〉
(５)伝統木版画の 制作技術 等に関する 情報の提供 及び刊行物 の発行

⑤情 報 提 供 事 業

テレビ、新聞、雑 誌等マスメ ディアから の取材及 び画
像の貸出依頼、また、広く一 般からの制 作技術等 に関
する問合せや相 談等に対応 し、伝統木版 画技術に 関す
る情報提供を行 っている。
また、情報提供 の手段とし て、当財団 ホームペー ジの
果たす役割が年 々高まって いるため、内容の充実 と情
報の整理が求め られている 。本年度は 、専門家に よる
ホームページの 現状分析を おこなう と共に、広く 一般
の方 々へ 効 果的 な 情報 発信 が でき るも の へ改 善 して
いくこととする 。と同時に、各事業に ついての詳 細な
情報に加え、事 業計画・事 業報告・収 支報告など 随時
ホームページに て公開し、情 報公開を さらに進め るよ
う努力する。
今まさに、情報提 供事業の充 実こそが 本財団事業 全体
を推進するため に不可欠で あり、一層 の内容の充 実を
図るよう努力す る。これによ り本財団 の活動内容 が更
に理解され、また 充実した情 報として より多くの 人に
活用されること を期待する 。
一 方 、 本財 団の設 立趣 意や 事業 の目的 およ び内 容等
の普及、事業成果 の公表を意 図したレ ポートを年 １回
発行して、会員 をはじめ一 般に無償配 布する。本 年度
は６ 月に 、 前年 度 の事 業活 動 と収 支報 告 を掲 載 した
『木版 vol.17』を 3,000 部発行する。
また、賛助会員 制度の普及 拡充、維持 を積極的に 推進
するために、賛 助会員には 年に１回、活動の成果 報告
として進呈作品 を無償で提 供する。進呈 作品のうち 1
点は、財団の活動 主旨をご理 解いただ いた現代の 作家
の作品を伝統木 版画の技術 者の手で 制作し、毎年 新し
い木版画として 完成させて いる。新し い木版画作 品を
広く一般に公開 することに より、財団 の活動主旨 をご
理解いただくこ とを目的と する。

〈事業内容〉
(６)その他この法 人の目的 を達成する ために必要 な事業

⑥木 版 画 制 作 監 修 事 業

伝統木版画の制 作技術を高 いレベル で維持、継承 する
ため に現 代 の木 版 画作 品を 制 作す るこ と が最 重 要課
題である。平成 21 年度、財団設立 15 周年を契機 に創
設した“現代の 浮世絵”作品 を創造する プロジェ クト
では、国内外の 作家の木版 画作品を 本財団設 立 20 周
年迄の５年間継 続的に作り 続けるこ ととしてい る。こ
のプロジェクト では、浮世 絵に見られ る省略美、和紙
と水 性の 絵 具か ら 生ま れる 伝 統木 版な ら では の 色鮮
やか さや 風 合等 を 大切 にし た 作品 づく り をす る こと
で“現代の浮世 絵”という世 界を広く一 般に知っ てい
ただく契機 とする。 本年度も 引き続 き、財団 設立 20
周年 記念 事 業と し て成 果作 品 を集 大成 し た形 で 発表
できるよう各方 面の方々の 協力を得 ながら活動 する。

