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平成 27 年度事業報告書 

（自  : 平成 27 年４月  １日） 

（至  : 平成 28 年３月 31 日） 

 

Ⅰ．事業の状況 

 平成 27 年度において実施された各事業を定款第３条に定める事業内容の項目別によ

り、次のように報告を行うものである。 

 

 

 〈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  

本事業のうち、絵画部門(木版画の版下絵等の作品公募)に焦点をあてた公募（「アダ

チ UKIYOE 大賞」）の第７回目を既存の奨励賞募集と共に実施した。 

アダチ UKIYOE 大賞に関しては、作品の公募期間を平成 27 年７月から平成 27 年 12 月

25 日までの約５ヶ月間とした。公募の告知は、例年同様公募専門の雑誌やホームペー

ジ及び本財団ホームページでの内容紹介と共に、全国の美術館や主な美術系学校にお

いてポスター・チラシの設置を行った。その結果、62 件の応募があり平成 28 年２月

12 日に開催された審査委員会にて、大賞１件（奨励金総額 50 万円）・優秀賞１件（奨

励金総額 20 万円）・佳作１件（奨励金総額５万円）を選考決定した。奨励金交付式は

平成 28 年３月１日に開催され、本財団理事長より奨励対象者に交付認定書ならびに奨

励金が授与された。第７回受賞作品の２作品は、次年度に木版画として制作され現代

の UKIYOE として誕生することとなる。 

既存の奨励賞については、伝統木版画の研究者ならびに関係者各位からも奨励テーマ

の推薦を受けると共に、広範囲に認知度の高揚をはかった。しかし、公募期間中に奨

励テーマの応募や推薦は皆無であったため、本年度の奨励対象当者はなしとなった。 

 

◆平成 27 年度 アダチ UKIYOE 大賞審査委員(４名) 

小山 登美夫 ギャラリスト 

三井田 盛一郎 東京芸術大学 美術学部絵画科 准教授 

山下 裕二 明治学院大学 文学部芸術学科 教授 （敬称略・五十音順） 

安達 以乍牟 本財団 理事長 
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第７回アダチ UKIYOE 大賞受賞作品  

 《大賞》  賞金 50 万円＋木版画として制作  

  ・奨 励 対 象 者      島崎良平  

 《優秀賞》  賞金 20 万円＋木版画として制作  

  ・奨 励 対 象 者      北島優子  

 

 

 

 《佳作》  賞金５万円  

  ・奨 励 対 象 者      梅林佳奈  

 

昨年度の受賞作品は、各受賞者と打合わせの上、本財団研修期間を終えた若手彫師、摺

師により木版画として制作され、現代の UKIYOE として完成した。  

 

 

 〈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 

当該事業のうち、伝統木版画の制作技術等の保存および育成に取り組んでいる、現行

唯一の任意団体「浮世絵木版画彫摺技術保存協会」に対する育成金交付については、

育成対象者が無かったため本年度も実施を見送った。 

一方、伝統木版画に強い興味と適正能力をもつ学生等を対象として、総合的に高度な

専門技術を習得させることを意図した「高度技術者研修」事業について本年度

は、前期(平成 27 年４月～９月)に 1 名の高度技術研修生の研修(彫師)を実施した。ま

た、第 19 期高度技術研修生を採用するにあたっては、平成 27 年９月から平成 27 年

12 月 25 日まで募集を行った。募集の告知は、本財団ホームページでの紹介、全国の

美術系大学および専門学校や問合わせのあった個人に対して応募要項を送付するなど

して行った。その結果５名の応募者があり、書類選考を行ったが該当者不在のため、

第 19 期高度技術研修生(前期)の採用は、見送ることとした。 

 

 

優秀賞  応募作品  

「美女の芳香とフェロモンという感覚のスイッチ」  

 

 

 

大賞  応募作品   

「柿泥棒と煩悩小僧」 
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◆第 18 期高度技術研修生(前期/彫師) 

   中澤 博美(22 歳 女性) 

◆第 19 期高度技術研修生(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  

主に大学・専門学校・高校などの教育機関、美術館および博物館などの文化施設を

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、これまで

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った施設に派遣し、「技術実演会」を行っている。近年、国内

外の美術館や博物館から浮世絵の展覧会にあわせ、作品だけではなく浮世絵の制作

工程なども紹介したいということから実演の要請が増えている。また、子供や一般

の方が摺る作業に挑戦する体験型摺実演会の依頼も多く、好評を得ている。  

本年度は、平成 28 年２月には一般財団法人日本国際協力センターからの招聘を受

け、日本文化紹介の一環としてアラブ首長国連邦のアブダビにて摺の実演を実施し

た。また、本財団常設展示室においては、平成９年 10 月から年数回第２土曜日に

「浮世絵版画実演会」を実施している。この実演会の告知は、「財団レポート」や

本財団常設展示室・ホームページを通して広く一般に向けて行っており、毎回定員

を上回る方々に参加いただき、好評を得ている。  

 

◆伝統木版画実演会の実施 

・あべのハルカス美術館(平成 27 年 10 月) 

・横須賀美術館(平成 27 年 11 月) 

・墨田区(平成 27 年 11 月) 

 

◆体験型実演 

・東海道広重美術館 

（平成 27 年５月、10 月) 

・太田記念美術館 子供体験付 

（平成 27 年８月） 

・國學院大學（平成 27 年８月） 

・そごう美術館(平成 27 年８月) 
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◆日本文化紹介のための海外交流企画 

＜日本国際協力センターからの招聘  アブダビにおける浮世絵木版摺り実演＞  

・ 実施日程  平成 28 年２月５日～平成 28 年２月８日  

実施場所 アブダビ市内ホテル会場 

・ 対  象 日本への留学生招致のためのプロモーションの一環として 

留学希望の学生や保護者、日本に興味のある方向け 

・講  師  摺師：京増与志夫(アダチ版画研究所所属) 

解説：中山周(本財団理事) 

・ 実施内容 摺師による浮世絵版画の摺の実演と伝統木版画に関する道具・ 

   制作等の説明・質疑応答。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本財団常設展示室における伝統木版画摺り実演会 

実施回数 平成 27 年４月～平成 28 年３月まで計６回 

内 容 摺師による浮世絵版画の摺り実演と伝統木版画に関する 

 説明・質疑応答。 

参 加 者 定員 35 名 

講 師 解説：安達 以乍牟（本財団理事長） 

 摺師：仲田 昇(本財団評議員) 

 京増 与志夫(アダチ版画研究所所属) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）  研修事業  

木版画に強い関心を抱く一般の愛好家を対象として、初級技術の習得を意図した「職

人に学ぶ木版画教室」を計４回、２クラス（各クラス 20 名）で開催した。参加者は講

師の指導を受けながら、自作の絵をもとにした年賀状を木版画にて制作した。毎年恒

例となっている本教室は、大変人気も高く参加者の方々から好評を得ている。来年度

以降も本教室の開催を広く一般への伝統木版画の啓蒙普及の更なる機会と捉え、参加

希望者の要望に対応するよう努めるものとする。  
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また、平成 26 年度より始まった②後継者育成事業の研修対象者を選抜することを目的

とした夏季限定のインターンシップ型研修会を本年度も実施した。募集の告知は、本

財団ホームページでの紹介、全国の美術系大学および専門学校や問合わせのあった個

人に対して応募要項を送付するなどして行った。その結果８名の参加者に対して、財

団側で用意した教材を使用し、彫摺の基本技術を高度技術者から習得する研修を実施

した。面接だけでは判断できない各参加者の技能に直接触れることができ、②後継者

育成事業の研修対象者の採用において有意義な研修会となった。 

 

◆「職人に学ぶ木版画教室」の骨子 

  ・研修テーマ  伝統木版画の基礎的技術の実践（年賀状制作） 

  ・日   程  平成 27 年 10 月 20 日～11 月 14 日にかけて計４回開催 

  ・場   所  本財団常設展示室 

  ・参加人数  計 37 名（うち本財団賛助会員 11 名） 

  ・研修講師  彫師：新實護允(本財団評議員) 岸千倉(アダチ版画研究所所属) 

摺師：京増与志夫(アダチ版画研究所所属) 

 

【  職人に学ぶ木版画教室の模様】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆インターンシップ型研修会 

  ・研修テーマ  研修生対象者の選抜を目的とした伝統木版画の基礎的技術の実践 

  ・日   程  平成 27 年８月 24 日～８月 27 日（４日間） 

  ・場   所  本財団常設展示室 

  ・参加人数  計８名 

  ・研修講師  彫師：岸千倉(アダチ版画研究所所属) 

摺師：京増与志夫 (アダチ版画研究所所属) 

 

 

 

参加者作業風景 

 

 

彫り実演風景  摺り実演風景  
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 〈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 

現在の常設展示室が木版画の総合施設として一般公開され、本年度で 11 年目を迎えた。 

開設以来、本財団が保存管理する復刻版木（総数約 1,200 点）と多数の文献資料につい

て、その整理をするとともに、新たに伝統木版画の制作技術等に関する資料(道具・材料・

制作工程等)の整備も行ってきた。その結果、より充実した形で常設展示が出来るように

なり、伝統木版画に興味を持つ多くの個人や団体が常設展示室を訪れるようになってい

る。また、本年度も、国内外の美術館で開催される浮世絵展にあわせて制作技術を紹介

するために展示資料の貸出しの機会が多くもたれた。 

常設展示室では、平成 27 年１月に NHKBS プレミアム「ザ・プレミアム 草間彌生の富士

山～浮世絵版画への挑戦～」で放映されたプロジェクトにて制作した草間彌生先生の初

の木版画作品全９点を紹介する展覧会「わたしの富士山」展を平成 27 年７月 30 日から

８月９日までの 10 日間を開催した。会期中は、全国から 1000 人を超える来場者があり

大変好評を得た。また、②技術実演・研修事業での事業成果を発表する機会の一環とし

て「職人に学ぶ木版画教室」作品展示会を例年通り実施した。  

また、「 TOKYO DESIGN WEEK in MILANO SALONE 2015」の企画として、世界を代表

するトップクリエーター６人が絵師となり、現代の彫師・摺師と共に現代の浮世

絵を創造するプロジェクトが実現した。ゴッホやモネに影響を与えた江戸の浮世

絵に対し「 Homage to UKIYOE」というテーマで各クリエーターがそれぞれの解釈

で表現した現代の浮世絵が誕生した。作品は、「 TOKYO DESIGN WEEK in MILANO 

SALONE 2015」 (ミラノ )及び「 TOKYO DESIGN WEEK 2015」 (東京 )にて展示紹介され

た。そして、本財団が平成 20 年度よりスタートさせたプロジェクト「ブラジルで

活躍するアーティスト 10 名が現代の浮世絵に挑戦」が本年度作品の完成をもって終了し

た。プロジェクトで完成したブラジルアーティストの木版画作品に加え、これまで

財団監修のもと制作した復刻版浮世絵及び現代木版画作品を紹介する「賞賛される今昔

浮世絵展」が日本とブラジル外交樹立 120 周年記念事業として、ブラジル・サン

パウロのチボリホテルにて開催された。  

 

＜常設展示室＞ 

 東京都新宿区下落合３－13－17 

 

◆財団設立 20 周年企画展 Part３ 

「～新たなる交流・挑戦・創造～ ブラジル人アーティストによる現代の浮世絵」 

開催期間 平成 27 年４月 21 日(火)～５月 10 日(日)  
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◆「前衛芸術家・草間彌生が浮世絵に初挑戦 わたしの富士山展」 

 開催期間 平成 27 年７月 30 日(木)～８月９日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「職人に学ぶ木版画教室」作品展示会 

平成 27 年 10 月～11 月に開催された初級技術研修会「職人に学ぶ木版画教室」の参加

者 36 名の制作作品の展示を平成 28 年１月６日から平成 27 年１月 17 日まで本財団常

設展示室にて行い、参加者の多くが見学に訪れた。また本展示会は、常設展示室に訪

れた一般の見学者にも興味を持って観覧された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ TOKYO DESIGN WEEK 2015 

「TOKYO DESIGN WEEK in MILANO SALONE 2015」(ミラノ)  

開催期間 平成 27 年４月 14 日(火)～４月 19 日(日) 

開催場所 イタリア ミラノ トルトーナ地区 Padiglione Visconti 

「TOKYO DESIGN WEEK 2015」(東京) 

開催期間 平成 27 年 10 月 24 日(土)～11 月３日(日) 

開催場所 神宮外苑 
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◆ 賞賛される今昔浮世絵展」Admirável Mundo Novo, Admirável Mundo Velho,Ukiyo-e 

開催期間 平成 27 年 10 月 28 日(水)～11 月 18 日(水) 

開催場所 サンパウロ・チボリホテル１F ロビー 

主  催 チボリホテル、豊田豊事務所、本財団 

後  援 外務省、在サンパウロ総領事館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 展示品および資料の貸出し 

浮世絵版画摺り順序、彫摺道具一式 

・ボストン美術館「北斎展」(平成 27 年３月～９月) 

・ミラノサローネ「TOKYO DESIGN WEEK」(平成 27 年４月) 

・静岡市美術館「フィラデルフィア美術館浮世絵名品展」(平成 27 年８～９月) 

・横須賀美術館「浮世絵にみるモダン横須賀＆神奈川」(平成 27 年 11～12 月) 

・八王子市夢美術館「ますむらひろしの北斎展 ATAGOAL×HOKUSAI」(平成 28 年２月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈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   

当該事業は、業界団体・研究機関・一般団体等が主催する展覧会等からの各種資料

の貸出し依頼、また一般からの制作技術等に関する問合せ及び相談等の要請に応え、

情報センター的機能を果たすものである。本年度は、本財団が企画開催した常設展示

室での展覧会を中心にテレビ・新聞の取材を受けるとともに、画像の貸出をはじめ伝

統木版画に関する多くの問合わせを受けた。DVD「匠達の技」(和英二カ国語版)は、特

に国内外で開催される浮世絵展にあわせた放映依頼が本年度もあり、浮世絵制作技術

制作工程・道具展示風景(ボストン美術館「北斎展」会場) 

ブラジルアーティスト現代の浮世絵(サンパウロ・チボリホテル) 
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に対する関心の高まりを示すものといえる。また、和英併記にて制作した財団紹介小

誌を国内外の美術館へ配布することにより、本財団の活動への理解が促進された。そ

して、本財団が展開する事業の成果や活動状況を賛助会員の他、広く一般にも伝える

ために「財団レポート木版」が、平成 27 年 7 月に発行された。このレポートは、年度

内に行われた事業報告を行うことを目的として作成され、収支計算書と併せて広く一

般に閲覧された。また完成したレポートは、財団常設展示室や実演出張などの機会を

捉えて、一般にも無償配布を行った。 

昨年度、本財団が保存継承に努める伝統木版技術の魅力とその可能性を世界に発信す

べく世界的アーティスト草間彌生さんが絵師となり、現代の彫師・摺師とともに現代

の浮世絵を創造するというプロジェクトが本財団企画にて実施された。その模様は、

NHKBS プレミアム『ザ・プレミアム 草間彌生 わたしの富士山 ～浮世絵版画への挑戦

～』で平成 27 年１月１日に放映され、多方面から大きな反響を得ることが出来た。そ

のことを踏まえ、番組を再編集した DVD「草間彌生 浮世絵に挑戦～富士を描く～」(和

英二カ国語版)を本年度制作した。本 DVD は、今後、国内外のトップアーティストや美

術館等へ向けて伝統木版画の魅力とその可能性を紹介するために活用する。 

 

◆ 財団活動についての取材 

・神戸新聞「伊丹市立美術館 摺の実演・体験」(平成 27 年８月) 

・BS 日テレ「TOKYO DESIGN WEEK.tv 茂木健一郎の発想の種」(平成 27 年 10～11 月) 

・GULF NEWS「アブダビでの摺実演」(平成 28 年２月) 

 

◆ DVD「匠達の技」の放映 

・フィラデルフィア美術館浮世絵名品展３会場 

三井記念美術館・静岡市美術館・あべのハルカス美術館（平成 27 年６～12 月） 

・北斎の富士展 

広島県立美術館 (平成 28 年１～２月) 

・Fantastique! Kuniyoshi 展 

パリ市立プティ・パレ美術館（平成 27 年９月～平成 28 年１月） 他 

 

◆ 画像の貸出 

・株式会社 JTB コミュニケーションズ（平成 27 年４月） 

・株式会社日本入試センター（平成 27 年４月） 

・株式会社フジテレビジョン（平成 27 年５月） 

・国際交流基金（平成 27 年９月） 他 

 

◆ 本財団ホームページ 

平成８年に開設した本財団のインターネットにおけるホームページでは、事業内容や

その成果、伝統木版画に関する情報提供等を行ってきた。TV・雑誌などメディアで取

り上げられる機会にあわせ、内容を更新することでアクセス増加を図った。この結果、

ホームページを閲覧した一般からの問合せ件数も増加した。特に、情報センターや技

術実演会への問い合わせの多くは、ホームページからなされ、事業活動の活性化にと

って、大きな役割を果たしている。 

今後もこのホームページを情報公開のための重要な一手段として捉え、定款・事業計

画書・収支予算書等を積極的に公開する等して内容を充実させるよう努める。なお、

伝統木版技術の魅力を海外へも発信していくために本年度より財団ホームページの

改編を行っており、平成 28 年度にはリニューアルオープンを予定している。 

 ・ホームページ URL   http://www.adachi-hanga.com/foundation/ 

http://www.adachi-hanga.com/foundation/
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⑥木版画制作監修事業 

当該事業は、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、浮世絵版画

の復刻事業だけでなく、様々なジャンルのアーティストの方々に絵師となっていただき、

彫師・摺師とともに新たな木版画の制作監修を行うことで、木版画の可能性を追求する

ものである。本年度は、片岡球子氏の木版画の制作を第一級の技術者によって実施した。

また、「TOKYO DESIGN WEEK」との企画「Homage to UKIYOE」における海外のデザイナ

ー６名の「現代の浮世絵」、そして、日本とブラジル外交樹立 120 周年記念事業に

おけるブラジルアーティスト 10 名の「現代の浮世絵」の制作・監修を行った。  

賛助会員向けの進呈作品には、若手アーティスト大河原典子氏と近藤聡乃氏に木版画の

ための作品をご提供いただき制作が行われた。  

 

◆ 片岡球子「むすめ」（平成 27 年 11 月･制作） 

 

・画面寸法：天地 409 ㎜×左右 318 ㎜   

・制作担当：彫／新實護允(本財団評議員) 

岸千倉(アダチ版画研究所所属) 

摺／山本駿(アダチ版画研究所所属) 

 

 

 

 

 

◆ TOKYO DESIGN WEEK 2015 

Homage to UKIYOE（平成 27 年 4 月･制作） 

 

ジェームス・ジーン「Pomegranate」  

アレックス・パヴィランド「Avant Garde」  

ダン・シュレシンジャー「Hedwig's World」  

アラン・チャン「The Great Teacher」  

マイケル・ニコル・ヤグラナス「Finding Space」  

ロス・ラブグローブ「WATERWORLD」  

 

・画面寸法  

縦絵  天地 最大 368 ㎜×左右 255 ㎜   

横絵  天地 最大 255 ㎜×左右 368 ㎜   

・制作担当  

彫／新實護允(本財団評議員) 

岸千倉(アダチ版画研究所所属) 

摺／京増与志夫(アダチ版画研究所所属) 

山本駿(アダチ版画研究所所属) 

山田咲(アダチ版画研究所所属) 

 

 〈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 

 

ジェームス・ジーン  

ロス・ラブグローブ  
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◆ 現代ブラジルアーティストと浮世絵の出会い 

“海は世界を一つにつなぐ”(平成 27 年 10 月制作) 

 

アントニオ・ディアス、フラビオ・シロー  

アントニオ・エンリケ・アマラル、  

クラウディオ・トッツィ、ファンギ、  

ジルベルト・サルバドール、セルジオ・ルセーナ  

豊田豊、若林和男、金子謙一  

 

・画面寸法：  

縦絵  天地 最大 392 ㎜×左右 260 ㎜   

横絵  天地 最大 259 ㎜×左右 384 ㎜   

・制作担当  

彫／新實護允(本財団評議員) 

摺／京増与志夫(アダチ版画研究所所属) 

山本駿(アダチ版画研究所所属) 

山田咲(アダチ版画研究所所属) 

 

 

 

 

 

 

◆ 大河原典子「春至る」（平成 27 年 12 月･制作） 

 

・画面寸法：天地 240 ㎜×左右 323 ㎜  

・制作担当：彫／岸千倉(アダチ版画研究所所属) 

摺／京増与志夫(アダチ版画研究所所属) 

山田咲(アダチ版画研究所所属) 

 

 

 

 

◆ 近藤聡乃「貝」（平成 27 年 12 月･制作）  

 

・画面寸法：天地 220 mm×左右 340 ㎜ 

・制作担当：彫／岸千倉(アダチ版画研究所所属) 

摺／山本駿(アダチ版画研究所所属) 

フラビオ・シロー  若林和男  

アントニオ・ディアス  


