
KYOTO 版画 2017 

 

              2017 年度 第 1 回運営委員会 議事録    

 

日 時   ● 2017 年 5 月 7 日（日） PM 1:00～5:00 

場 所  ● 京都教育文化センター 102 号室  

    出席者：伊藤、片岡、黒崎、坂爪、清水、ツツミ、西住、野嶋、花原、平木、三田村、武蔵、目良 

 

議題 

 

１．会員の動向：退会者について   
  ・退会希望者：加藤 宏氏 → 承認   
  
２．新運営委員会の運営と版画京都実行委員会の方向性について   
  ・新運営委員長の選出の件。   
     ・若い人にシフトし、経験者が脇を固めサポートするのはどうか   
       →助成金、協賛金の交渉時に、委員長の経験が影響するのではないか。       
        委員長のネームバリューが助成金の取りやすさに影響するのではないか。   
  
３ 版画実行委員会の組織について   
  ・議題２とも重なるが、事務局、事務局長が決まらないとすべての話が進められない。   
   →新運営委員メンバーの中から委員長を探すのは難しい。   
    枠を広げ、やる気のある人を運営委員が推薦するという形でもよいのではないか。   
  
４ 国内地域別展覧会の会場と開催期日について   
  ・地域別に分けた会員名簿を、ツツミ氏が作成中。   
  ・地域ごとにグループを作り、その中でリーダーを決めて地域展覧会開催を進める。   
   →グループを５地区とする。：中部地区（名古屋以北、静岡など含む）、京滋地区、阪神地区、徳島地   
    区（広島を含む）、九州地区   
   →地域リーダーを中部はふじい氏、京滋は片岡氏、阪神は朝日氏、徳島は平木氏、九州はたなか玉実氏   
    に依頼交渉する。   
  ・各グループで開催場所、会期を決定し、可能な地域から順次開催していく。   
   →スタッフは地域グループごとに分かれるが、出品に関してはその地域会員のみに限るか、もしくは   

賛助出品を考える。 
  ・国内展には新規名称をつけ、主催は 版画とする。   
   →次回運営委員会までに各自、新規名称を考えてくること。   
   →カタログ、パンフレット、協賛金の交渉などは各地域グループに一任する。   
   →開催予算については会場費、印刷代、懇親会費などを含め、一地域 万円程度をめどとする。   
  ・地方展については特別会計を作らず、一般会計の中に地方展の特別枠を作る。   
  ・小さな会場しか借りられない場合は、２か所用意しメンバーを分ける。   
  ・グループ分けすることにより、一展覧会にかかわるスタッフは少なくなるが、協賛金集めや広報など   
   全てを各地域グループでこなさなければならない為、今までの国際展のノウハウを会が提供する。   
  
５ カナダ巡回展とオーストラリアお返し展について   
  ・オーストラリアお返し展については、 年の秋ごろでオーストラリア側に打診中。   
  ・カナダ巡回展について：アルバータ大学美術館展最終日には、黒崎氏が代表として出席し、講演され   
   た。盛況であった旨の報告があった。   
  ・次回レジーナ・アートギャラリーは 月 日オープン、 日にシンポジウムがある予定。   



   → 版画として参加依頼が来た場合どうするのか考えておく。   
  
６ カナダツアーの募集   
  ・９月のレジーナ・アートギャラリー、アルバータ大学版画などへ訪問の再度ツアーが企画され、   
   黒崎氏より説明があった。（資料は別紙）   
  ・ツアーには会員以外の希望者も参加できる。   
  
７ 総会の案内   
  ・ 年度第１回総会は 月 日京都府立文化芸術会館で行われるが、それまでに運営委員会を開く。   
   → 月 日（日） ～  京都教育文化センター において、運営委員会を開催し、   
    委員長、事務局長と各委員を決めると同時に、国内地域別展覧会の各地区リーダーを集め、展覧会   
    に向け具体的に確認しあう。   
  
８ その他   
  ・会費未納者の件：花原氏より、橋本圭司氏は２年間会費が未納であると報告があった。また既に退会さ   
    れた小川航平氏は２年分の会費が未納のままであるとの事→両名共 月の総会までに支払いが無けれ   
    ば除名。   
  ・新住所・連絡先変更の届けについて：事務局ツツミ氏より、変更があっても事務局に連絡がなく何度も   

問い合わせて初めて変更されたことがわかることが多い。こういった積み重ねが事務処理を煩雑に   
している。   

  ・国際展の問題点：次回の国際展は何時、どこの国と開催するか決めて動く必要がある。   
   →カナダ展では、作品点数が多いにも関わらず４時間で搬入、展示をしなければならなかった。今後は   
    展示日数を減らして搬入、搬出作業に充てる。   
   →美術館改修後の貸館申し込みがいつからか、使用要項の変更など確認する必要がある。→武蔵氏に   
    依頼。   
     
  
                                        （文責：三田村直美） 
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運営委員役割(案)2017.05.22

通年

委員長 総務 書類発送 会計 WEB 展覧会 会報 広報 選挙管理 国際展用額 図録ストック ※オブザーバー

運営委員会 会員向け書類 一般 本サイト管理 ポレポレ展 段取り、準備 展覧会チラシ配布 集計・報告 保管 保管

事務局長 総会 会報 京都十景 デザイン Mini Print展 会報編集、デザイン、発行 メTィア対応 管理 管理

進行 懇親会 更新 京都十景 会報最終校正

とりまとめ 会員対応 京都十景販売 ヒルゲート個展 会報発行先リスト管理

運営委員相談窓口 会員リスト管理 図録販売 DM作成

外部受付対応 英訳 DM校正

校正 キャプション作成

搬入・搬出

オープニングパーティー

国際展

事務局長 会場手配 海外対応 海外展日本側準備 書類(量:多)発送 発送先リスト管理 会計 図録 目録 キャプション デザイン WEB

進行 会場予約 展覧会段取り 作品集め 協賛金募集チラシ 共催・協力・後援 段取り、準備 段取り、準備 京都展・巡回展兼用 京都展・巡回展 段取り、準備 段取り、準備

とりまとめ 保険掛け 作品リスト作成 展覧会チラシ 美術関係者 国際展 データ集め 段取り、準備 段取り、準備 図録 本サイト

運営委員相談窓口 総務(総合受付) 作品受け取り 保険掛け 展覧会DM型招待券 協賛金 協賛金 データ編集 データ編集 データ編集 チラシ（京都展） 会員用サイト

外部窓口 作品返却 作品発送(海外) 展覧会ポスター 助成金 英訳 デザイン、印刷 デザイン、印刷 チラシ（巡回展） 両サイトデザイン

会員窓口 作品返却(作家) 作品返却(日本) 会員向け書類 校正 ポスター(兼用) 両サイト更新

会員リスト管理 会報 DM型:招待券(京都展) 本サイト英訳

イベントチラシ(京都展) 校正

会場：立て看板

会場：紹介文ペネル

英訳

校正

広報 海外作品額装 小品 人員集め及び管理 搬入 展示 イベント レセプション 審査 巡回展 記録写真撮影 ※オブザーバー

メディア対応 段取り、準備 段取り、準備 段取り、準備 段取り、準備 段取り、準備 ワークショップ 段取り、準備 賞決め 段取り、準備 京都展

段取り、準備 額装 作品受付 搬入 当日進行 作品配置 シンポジム 会場手配 受賞者連絡 搬入 巡回展

チラシなど配布 発送or搬入 マット入れ 搬出 パネル発注 ギャラリートーク 出欠リスト作成 搬出

額取り出し キャプション用データ集め 会期当番 搬出 段取り、準備 ネームカード作成 各イベント

梱包 キャプションデータ編集 海外作品額装 段取り 当日司会進行 司会進行

キャプション作成 書類発送 当日進行 撤収 受付

作品保管

搬入出道具準備

運営委員では
ないお手伝い
をしてくれる会
員

運営委員では
ないお手伝い
をしてくれる会
員



会員番号 住所（都道府県） 地域 会員名 会員番号 住所（都道府県） 地域 会員名 会員番号 住所（都道府県） 地域 会員名

1 06-008 沖縄県 九州・沖縄 前田　　栄 38 00-020 徳島県 四国・中国 鈴木　良治 65 03-003 大阪府 阪神 羽田　多栄子

2 02-005 福岡県 九州・沖縄 加藤　　恵 39 00-033 徳島県 四国・中国 服部　久美子 66 05-011 大阪府 阪神 坪山　由起

3 02-010 福岡県 九州・沖縄 たなか　玉実 40 00-034 徳島県 四国・中国 平木　美鶴 67 07-008 大阪府 阪神 松本　智子

4 05-005 福岡県 九州・沖縄 赤司　庸子 41 01-004 徳島県 四国・中国 近藤　　幸 68 07-009 大阪府 阪神 三上　景子

5 07-003 福岡県 九州・沖縄 久保　直美 42 09-009 徳島県 四国・中国 廣瀬　敦史　 69 08-002 大阪府 阪神 千明　

6 07-006 福岡県 九州・沖縄 濱本　澄江 43 10-001 鳥取県 四国・中国 岩崎　咲子 70 09-005 大阪府 阪神 武内　由美子

7 07-007 福岡県 九州・沖縄 松井　康子 44 11-005 広島県 四国・中国 中垣　満 71 09-016 大阪府 阪神 山川　孝子

8 08-010 福岡県 九州・沖縄 三根　弘子 45 14-007 広島県 四国・中国 福田　和国　 72 11-006 大阪府 阪神 石塚　恵子

9 12-014 福岡県 九州・沖縄 塩飽　和子　 46 01-011 山口県 四国・中国 縄田　也千 73 12-011 大阪府 阪神 花原　淳子　

10 13-001 福岡県 九州・沖縄 木本　ありさ　 47 05-014 徳島県 四国・中国 藤嶋　敬子 74 13-005 大阪府 阪神 日高　理恵　

11 13-002 福岡県 九州・沖縄 児玉　啓子 48 09-001 徳島県 四国・中国 阿部　雅光 75 00-001 兵庫県 阪神 朝日　みお

12 13-004 福岡県 九州・沖縄 田島　恵美　 49 09-012 愛知県 中部 三宅　由里子 76 00-017 兵庫県 阪神 佐藤　久美

13 13-008 福岡県 九州・沖縄 冨永　峯子　 50 10-103 愛知県 中部 ふじい　みよこ 77 00-018 兵庫県 阪神 清水　博文

14 13-009 福岡県 九州・沖縄 中津留　友子　 51 11-010 愛知県 中部 松岡　惠子 78 00-042 兵庫県 阪神 村井　紳浩 

15 14-001 福岡県 九州・沖縄 奥島　麻子　 52 12-012 愛知県 中部 鈴木　正仁　 79 01-003 兵庫県 阪神 小林　隆之

16 00-013 京都府 京滋 斎藤　　修 53 13-011 愛知県 中部 若狭　陽子　 80 01-009 兵庫県 阪神 竹原　仁子

17 00-014 京都府 京滋 坂爪　厚生 54 14-008 愛知県 中部 山口　恵味　 81 05-013 兵庫県 阪神 池本　明代

18 02-004 京都府 京滋 片岡 れいこ  55 14-006 岐阜県 中部 長瀬　哲夫　 82 06-001 兵庫県 阪神 伊藤　尚子

19 　04-004         京都府 京滋 ツツミアスカ 56 09-006 静岡県 中部 武田　あずみ 83 06-006 兵庫県 阪神 冨永　真理

20 04-008 京都府 京滋 二階　 武宏 57 00-003 石川県 中部 大下　百華 84 07-004 兵庫県 阪神 越田　美智子

21 04-011 京都府 京滋 三田村　直美 58 05-001 石川県 中部 寺田  一行 85 08-003 兵庫県 阪神 林　　葉子　　

22 06-007 京都府 京滋 古川　元偉 59 08-008 石川県 中部 富田　伸介　　 86 08-005 兵庫県 阪神 藤原　杏菜　

23 09-008 京都府 京滋 西住　恵子 60 04-006 福井県 中部 中山　俊一郎 87 10-002 兵庫県 阪神 高井　信子

24 09-013 京都府 京滋 武蔵　篤彦 61 10-104 宮城県 中部・東北 三浦　真衣 88 11-001 兵庫県 阪神 謝敷　ゆうり 

25 09-014 京都府 京滋 目良　真弓 62 01-005 群馬県 中部・関東 酒井　宣彦 89 11-007 兵庫県 阪神 白井　かずよ

26 10-105 京都府 京滋 本岡　千尋 63 04-001 東京都 中部・関東 ドモンコス　紀子 90 11-008 兵庫県 阪神 中橋　靖彦

27 10-106 京都府 京滋 吉元　光生 64 12-004 東京都 中部・関東 橋本　圭司　 91 12-007 兵庫県 阪神 山口　剛史　

28 11-004 京都府 京滋 田中　康 92 12-010 兵庫県 阪神 務川　めぐみ　

29 12-003 京都府 京滋 鎌田　隆行　 93 13-003 兵庫県 阪神 宿南　泉

30 00-011 京都府 京滋 黒崎　　彰 94 06-003 奈良県 阪神・奈良 小野　知美

31 00-007 滋賀県 京滋 汾陽　佐和子 95 13-006 奈良県 阪神・奈良 望月　泉　

32 01-002 滋賀県 京滋 川端　千絵 96 13-007 奈良県 阪神・奈良 池内　幹之　

33 05-010 滋賀県 京滋 木村　寿子

34 09-010 滋賀県 京滋 廣田　和子

35 11-002 滋賀県 京滋 石井　誠

36 13-012 滋賀県 京滋 神野　茅生子

37 14-005 滋賀県 京滋 野嶋　革　

国内地域別展覧会 会員名簿　2017/05/29


