
                                        	 	 	 	 	                       

  

	 

	 

公益財団法人	 流財団	 

	 

平成 23(2011)年度	 事業報告書	 

	 

事業の内容	 

公1	 流スタジオの一般公開および流政之作品等の公開展示事業	 

公2	 美術館等公共施設および他の一般市民に開放された施設等における流政之作品展への展示協力事業	 

公3	 「流政之作品論集」の編集および発行事業	 

公4	 流政之作品データベースのための資料収集および整理、ならびに公開事業	 

公5	 「流スタジオ」セミナーの開催事業	 

公6	 財団紀要、広報誌およびメールマガジンの編集・発行ならびに財団ホームページの管理・運営事業	 

公7	 瀬戸内アートコンソーシアムの研究事業	 	 

	 
自	 平成 23 年 4 月	 	 1 日	 

至	 平成 24 年 3 月	 31 日	 

事業番

号	 

実施日	 事業	 場所	 参加

人数	 

参加費用	 

公 1	 H23/10/15	 ナガレスタジオ特別公開	 ナガレスタジオ	 44 名	 一般:5,000 円	 

会員:4,000 円	 

公 1	 H24/2/14	 ナガレスタジオ特別公開	 ナガレスタジオ	 24 名	 一般:5,000 円	 

会員:4,000 円	 

公 1	 H23/4/1～	 

H24/3/31	 

瀬戸内バーチャル・ミュージアム	 	 	 	 

公 2	 	 瀬戸の夕陽協賛事業	 サンポート	 	 	 

公 2	 H23/4/1～	 流政之作品常設展示スペース	 

設置協力/企画・監修	 

高松天満屋 5Ｆ	 	 	 

公 3	 H23/4/1～	 

H24/3/31	 

「流政之作品論集」販売	 	 	 	 

公 4	 H23/5/23	 作品収集・保管	 徳島県→ナガレスタ

ジオへ	 

	 	 

公 6	 	 ニュースレターの発行	 1 回	 	 	 

公 6	 H23/4/1～	 

H24/3/31	 

ホームページ運営	 	 	 	 

公 6	 H23/4/1～	 

H24/3/31	 

紀要の発行	 

	 

	 	 	 

	 



                                        	 	 	 	 	                       

  
	 

1. 作品収集・保管	 	 

事業実施日	 ：2011 年 5 月 23 日	 10:00～11:30	 

事業内容	 ：徳島県中西昭憲氏からの寄贈作品を引取り、ナガレスタジオへ移動	 

	 

	 

2. 公共作品清掃	 

事業実施日	 ：2010 年 8 月 3 日	 

事業内容	 ：流政之の公共彫刻作品の清掃「ダイテンマイ」	 

場所	 ：JR 高松駅構内	 

	 

	 

3. 作品見学ツアー	 企画	 

事業実施日	 ：2010 年 8 月 8 日	 

事業内容	 ：作品の除幕式参加及び、見学ツアー／バスで JR 高松駅から太龍寺へ	 

場所	 ：徳島県太龍寺(四国 21 番札所)	 

参加費	 ：5,000 円／4,000 円(会員)	 

参加人数	 ：約 20 名	 

対象者	 ：一般	 

	 

	 

4. ナガレスタジオ特別公開	 

事業実施日	 ：2010 年 11 月 1 日	 13:00〜17:00	 

場所	 	 ：ナガレスタジオ	 （1 階展示室・2 階展示室・天台の庭）	 

参加費	 ：5,000 円／3,000 円(会員)	 

企画	 ：「雲の砦」のマケット見学	 

参加人数	 ：41 名	 

対象者	 ：一般・サキモリの会会員	 

周知方法	 ：新聞（四国新聞）・サキモリの会会員専用レター	 

参加申込方法	 ：ウェブサイト	 

ボランティア	 ：3 名	 

	 

	 

5. シンポジウム開催	 

事業実施日	 ：2010 年 11 月 1 日	 18:00～20:30	 

事業内容	 ：彫刻・建築シンポジウム WTC「雲の砦」両端浮上の秘密	 

場所	 ：二蝶	 

参加費	 ：15,000 円	 

参加人数	 ：41 名	 

対象者	 ：一般・サキモリの会会員	 

周知方法	 ：流財団ホームページ・サキモリの会会員専用レター	 

参加申込方法	 ：ウェブサイト	 

	 

	 

	 

6. 作品データーベース作成	 

事業実施日	 ：2010 年 12 月 1 日～	 

事業内容	 ：ナガレスタジオ内所蔵作品のデーターベースを作成	 

	 

	 



                                        	 	 	 	 	                       

  
7. 広報誌発行	 

事業実施日	 ：2011 年 1 月発行/送付	 

名称	 	 ：ニュースレター	 vol.2	 

送付人数	 ：約 400 名	 

	 

	 

8. ナガレスタジオ特別公開	 

事業実施日	 ：2011 年 2 月 14 日	 13:00〜17:00	 

場所	 	 ：ナガレスタジオ	 （1 階展示室・2 階展示室・天台の庭）	 

参加費	 ：5,000 円／4,00 円(会員)	 

企画	 ：祇園豆ゆりと訪れるナガレスタジオ	 

参加人数	 ：39 名	 

対象者	 ：一般・サキモリの会会員	 

周知方法	 ：新聞（四国新聞）・サキモリの会会員専用レター	 

参加申込方法	 ：ハガキ・ウェブサイト	 

	 

	 

9. 流政之作品常設展示スペース設置協力	 企画・監修	 

事業実施日	 ：2010 年 4 月 1 日～2011 年 3 月 31 日	 

事業内容	 ：「ギャルリーＮＡＧＡＲＥ」流政之作品の常設展示スペース・	 

ナガレスタジオ紹介スペースの企画・監修	 

場所	 ：高松天満屋	 5Ｆ美術画廊前	 

	 

	 

10. 瀬戸内バーチャル・ミュージアム	 

事業実施日	 ：2010 年 4 月 1 日～2011 年 3 月 31 日	 

事業内容	 ：香川県からの委託事業（ふるさと雇用再生特別基金事業）で、2009 年 8 月 4 日に受託

した。香川県内の美術作品をバーチャルミュージアムを創設、運営し、国内外に向けて発

信する。	 

事業期間	 ：2012 年 3 月 31 日まで	 

	 

	 

11. ホームページ運営	 

事業概要	 ：財団の事業・活動の発信	 

アクセス件数	 ：20,749 件（2010 年 4 月〜2011 年 3 月）	 

	 

	 

12. メールマガジン	 

事業概要	 ：財団の事業・活動の発信	 

回数	 ：1 回	 

	 

	 

13. 流政之に関する資料の収集・保管	 

事業内容	 ：流政之に関する資料の収集	 

保管場所	 ：流財団	 瓦町事務所	 

	 

	 

14. TV 番組制作協力	 

事業内容	 ：瀬戸内海放送による流政之特集番組への制作協力	 

協力内容	 ：撮影現場の同行	 



                                        	 	 	 	 	                       

  
	 	 	 徳島県太龍寺映像の提供	 

	 

	 

15. 紀要の発行	 

事業内容	 ：流政之の彫刻に関する学術的紀要の発行	 

内容	 	 ：「彫刻・建築シンポジウム“雲の砦”両端浮上の秘密」のテープ起こし	 

	 	 	 東北大学工学部建築学科／北本直裕による卒業論文「流政之の彫刻と建築をめぐって」	 

	 


