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2021年度 事業計画 

１．ギャラリー事業 

郷土にゆかりのある作家を広く県民に紹介し、業績の顕彰を行う「郷土作家シリー

ズ」を引き続き展開します。 

また銀行のショーウィンドウなどの施設を利用した展示も行い、より広い層への芸

術普及に努めます。 

（１）企画展の開催 (郷土作家シリーズ年間６回、会場：１Ｆ藝文ギャラリー) 

［郷土に関わりのある各ジャンルの作家の作品展示］ 

会  期 日数 展 覧 会 名 ジャンル 

2021/4/1(木)～5/30(日) 52 國府田仁彌 展 版 画 

6/2(水)～8/1(日) 53 藤島大千 展 日本画 

8/4(水)～10/3(日) 50 飯沼耕市 展 陶 芸 

10/6(水)～11/28(日) 47 森千鶴子 展 七宝工芸 

12/1(水)～2022/1/30(日) 46 西成田洋子 展 現代美術 

2/2(水)～3/30(水) 49 三好義章 展 洋 画 

（２）その他の事業（受託） 

① 常陽銀行ショーウィンドウ展示（本店営業部、東京営業部、土浦支店、平支店） 

② 美術品管理 

③ 常陽銀行カレンダー制作 
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２．出版事業 

  郷土文化の発掘・記録・紹介を目的として『常陽藝文』を毎月発行いたします。 

（１）文化情報誌『常陽藝文』の発行 

「藝文風土記」をはじめ各種コラムによって、郷土文化を幅広く取り上げています。 

［藝文風土記・特集号年間計画］ 

月号 「藝文風土記」テーマ 関係地域 

４月号 佐竹氏、関東に生き残る 栃木県下野市 

５月号 防災を科学する ～つくば発防災科学最前線 つくば市 

６月号 【特集】徳川御三家水戸藩１２の謎に迫る 全県 

７月号 徹底ルポ・五霞町 五霞町 

８月号 水戸空襲を絵画に残す 水戸市 

９月号 真壁氏はどこへ行った？ 桜川市、秋田県仙北市 

１０月号 水戸街道若柴宿を歩く 龍ケ崎市 

１１月号 「茨城県映画」を読み解く  

～失われた風景・懐かしい暮らし 

全県 

１２月号 【特集】茨城イチョウ百科 全県 

１月号 街なかにある大塚池の魅力 水戸市 

２月号 茨城の大仏 全県 

３月号 太平山の魅力を探る 栃木県栃木市 

（２）ストック情報の活用 

「藝文風土記」の編集にあたっては、蓄積された取材情報やデータを誌面の充実に

活用しています。また、『常陽藝文』バックナンバーのテーマによるセット販売を継

続し、在庫の有効活用を図っていきます。 

３．ＶＴＲ事業 

郷土文化の発掘・記録・紹介などを目的としたビデオ番組を自主制作します。 

また、公共機関等を中心に映像作品の制作を受託し、ノウハウの活用を図ります。 

（１）自主制作 

郷土作家の紹介、地域の風物、催事、祭りなどを主なテーマとし、内容を更に充

実いたします。また、普及拡大を図るため、『常陽藝文』誌上での紹介やマスコミ、

県内各図書館、学校、各種文化施設等へのＰＲ活動を展開します。 

［２０２１年度ギャラリー・史料館展示作家紹介ＤＶＤ制作予定］ 

 國府田仁彌（版 画） 藤島 大千（日本画）  飯沼 耕市（陶 芸） 

森 千鶴子（七宝工芸） 西成田洋子（現代美術） 三好 義章（洋 画） 

北沢  努（彫 刻）   
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（２）各種映像の受託制作 

茨城県や県内各市町村、文化団体などのほか、常陽銀行をはじめとした一般企業

からの映像制作を受託します。 

 

４．学苑事業 

  ライフスタイル・潜在ニーズを的確に捉え、各種研究施設・公共機関との提携講座

も含め、受講生増加に取り組んでいきます。また、教室内はソーシャルディスタンス

を保った座席配置や机・椅子の消毒・換気等、十分な感染防止対策を行い、安心して

受講できる環境を提供していきます。 

また、受講生の一定数確保を講座開始の要件とし、採算性の向上に努めます。 

（１）講座数・受講生数の計画 

［水戸教室］ 

 2020/10月期実績 2021/4月期計画 2021/10月期計画 

講座数 ８８  １０４  １１０  

クラス数 ９６  １１６  １２２  

（うち分教室） （３） （３） （３） 

受講生数 ９１０  １，０００  １，１５０  

（うち分教室） （１７） （１７） （２０） 

 

［つくば教室］ 

 2020/10月期実績 2021/4月期計画 2021/10月期計画 

講座数 ４０  ６２  ６５  

クラス数 ４４  ６７  ７０  

受講生数 ３４３  ４５０  ５００  

（２）単発講座   

  ①古典芸能鑑賞会    歌舞伎鑑賞会  １回 参加見込数  ４０人 

  ②公開講座       地方史研究会  ２回 参加見込数  ８０人 

 

（３）藝文学苑ビデオ講座 

 2020/10月期実績 2021/4月期計画 2021/10月期計画 

講座数 ５  ６  ６  
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５．貸室事業 

財団施設を学苑教室・友の会催事等文化事業展開の場、地域の皆さまの発表の場、

集いの場として活用していきます。 

運営にあたっては、施設内の消毒・清掃を行い、新型コロウイルス感染拡大防止に

努めます。 

（１） 藝文ホール 

友の会優待催事や学苑教室の活動発表など財団の文化事業の場として活用します。

また、各種音楽発表会やセミナー会場として貸出を行います。 

（２） 藝文プラザ 

学苑教室の創作活動発表やギャラリー事業の展示のほか、写真や絵画、工芸、書

道などのグループ展、個展などの貸出利用を推進していきます。 

 

６．友の会事業 

      文化とのふれあいを通じて会員相互の親睦と豊かで潤いのある暮らしづくりに寄与す

ることを目的に以下の事業を行います。 

（１）会員の増加 

２０２１年度も、引き続き会員数を増加させるため、会員紹介運動の展開と事業内容の 

更なる充実を図ります。また、水戸芸術館との共通法人会員制度を２０２１年４月に創設、 

文化、芸術活動の一層の普及に取組みます。 

 2020/3実績 2021/3見込 2022/3計画 年間増減 

個人会員 ２５，７２２ ２３，３００ ２２，１００ △１，２００ 

法人会員 １，２４４ １，２１０ １，３６０ １５０ 

合計 ２６，９６６ ２４，５１０ ２３，４６０ △１，０５０ 

（２）会員特典の実施 

①文化情報誌『常陽藝文』の配布 

平常号１０冊、特集号（６月・１２月）２冊    合計１２冊配布 

②ふれあい催事の開催（会員招待） 

県内公共文化施設を中心に開催予定。（社会情勢により催事の中止および、会場、 

演目の変更等が生じる可能性があります。） 

有料指定席、他地区来場者の有料化を実施します。 
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会 場 演 目 

日立市民会館 村治佳織ギターコンサート（クラシック） 

ひたちなか市文化会館 加羽沢美濃&山田華コンサート（クラシック） 

ザ・ヒロサワ・シティ会館    

（茨城県立県民文化ｾﾝﾀｰ） 

ばんばひろふみ&庄野真代コンサート 

（フォークコンサート） 

結城市民文化センター 小松亮太コンサート（タンゴコンサート） 

土浦市民会館 春風亭一之輔独演会（落語） 

つくば市ノバホール 川久保賜紀・笹沼 樹・三舩優子ヴァイオリン・ 

チェロ・ピアノによる華麗なるトリオコンサート 

（クラシック） 

龍ケ崎市文化会館 北村英治・森寿男＆ブルーコーツオーケストラ 

（ビックバンドジャズ） 

 

③藝文ホール催事の開催（藝文センター自主事業） 

開催予定日 演  目・出  演 

5月予定 第 8回 茨城の名手・名歌手たち 藝文コンサート      

（水戸芸術振興財団共催）                 

出演：「茨城の名手・名歌手たち」オーディション合格者 

7/22(木) 國井美香アルトリサイタル                

出演：國井美香ほか 

9月予定 藝文コンサート奏（かなで）                

出演：茨城にゆかりのある演奏者 

10月予定 「ある街の高い煙突」上映会 

11/7(日) 第 15回 藝文フレッシュコンサート            

（いばらき文化振興財団共催）               

出演：「茨城県新人演奏会」入賞者 

1月予定 第 9回 茨城の名手・名歌手たち 藝文コンサート       

出演：「茨城の名手・名歌手たち」オーディション合格者 

2月予定 藝文コンサート奏（かなで）                

出演：茨城にゆかりのある演奏者 
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④提携文化施設入場料の割引  引き続き対象施設の拡大に努めます。 

［提携文化施設］（2021年 4月 1日予定：計 51施設） 

【美術館：13施設】 

茨城県近代美術館、茨城県つくば美術館、 

茨城県天心記念五浦美術館、茨城県陶芸美術館、大洗美術館、笠間日動美術館、 

月山寺美術館、古河街角美術館、しもだて美術館、春風萬里荘、篆刻美術館、 

水戸芸術館現代美術ギャラリー、諸橋近代美術館 

【博物館：22施設】 

アクアワールド茨城県大洗水族館、板谷波山記念館、 

茨城県立歴史館、大洗海洋博物館、大洗幕末と明治の博物館、 

北茨城市歴史民俗資料館（野口雨情記念館）、ギター文化館、古河文学館、 

古河歴史博物館、下妻市ふるさと博物館、大本山願入寺開基堂、 

つくばエキスポセンター、常磐神社義烈館、常陸大宮市山方淡水魚館、 

常陸大宮市パークアルカディアプラネタリウム館、日立市かみね動物園、 

日立シビックセンター科学館天球劇場、常陸風土記の丘、 

本場結城紬染織資料館手緒里、水戸市立博物館、 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館、予科練平和記念館  

【健康・スポーツ・体験施設：16施設】 

阿字ヶ浦温泉のぞみ、奥久慈茶の里公園、 

きぬの湯、四季彩館、 乗馬クラブ・クレイン竜ヶ崎、竜っちゃん乃湯、 

つくば牡丹園、つくば湯、ぬく森の湯、ビアスパークしもつま温泉施設、 

袋田温泉関所の湯、ホロルの湯、御城(みじょう)展望台、 

森林の温泉、八千代グリーンビレッジ憩遊館(けいゆうかん)、竜神大吊橋 

 

７．史料館事業 

地域との連携を深めながら、一層親しまれる文化施設を目指して、利用者の拡大と

定着を図ります。また、アートスポットの内容説明や史料館内を案内する「史料館ツ

アー」を実施しています。 

（１）貨幣ギャラリー 

   「貨幣の歴史」「銀行の歴史」を常時公開するほか、史料館ツアー実施時に本ギャラ 

リーを紹介し、参加者の金融に関する理解を深めます。 

  また、夏休み期間のアートスポット展ワークショップ時に、小学生向け金融教室を 

実施するとともに、各種団体に対し、金融教育の必要性をＰＲしていきます。 
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（２）アートスポット展 

会期 日数 展覧会名 

2021/4/1(木)～5/23(日) 46 木に描く～上渕翔展 

6/1(火)～7/18(日) 42 立体造形 正野豪勇展 

      7/27(火)～9/19(日) 46 木で作る時計とからくりおもちゃの世界 

10/3(日)～11/7(日) 31 華と書 笹島英湖・笹島沙恵展 

11/16(火)～2022/1/16(日) 47 北沢努の木とブロンズの風景彫刻 

－空から森へ 

1/25(火)～3/20(日) 48 中村智恵 ミニチュアドールハウス展 

（３）史料ライブラリー 図書資料展 

会期 日数 図書資料展名 

2021/4/1(木)～5/23(日) 46 滝平二郎 

6/1(火)～7/11(日) 36 水戸藩の歴史 

 7/20(火)～9/12(日) 46 夏休み自由研究お金について調べよう 

9/21(火)～11/14(日) 48 高橋箒庵 

11/23(火)～2022/1/23(日) 47 板谷波山 

2/1(火)～3/27(日) 48 弘道館と偕楽園 

（４）移動史料展 

常陽銀行営業店のロビーなどで史料展を開催し、史料館のＰＲに努めます。 

以 上 


