
                                                                  
 

	 

公益財団法人	 流財団	 

平成25(2013)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・運営業	 

公7	 瀬戸内アートコンソーシアムの研究事業	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 自	 平成25年4月	 	 1日	 

	 	 	 	 	 	 	 至	 平成26年3月	 31日	 

No.	 事業

番号	 

実施日	 事業	 場所	 参加

人数	 

参加費用	 

1	 公1	 	 瀬戸内バーチャルミュージアム事業	 ナガレスタジオ	 	 	 

2	 公1	 H25/5/11	 ナガレスタジオ特別公開	 ナガレスタジオ	 53名	 5,000円	 

4,000円(会員)	 

3	 公2	 H26/3/1終了	 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	 

美術画廊	 

	 	 

4	 公2	 	 展覧会企画・提案	 成羽美術館・	 

NYジャパン・ソサエティ	 

	 	 

5	 公2	 	 作品レンタル事業開始準備	 	 	 	 

6	 公2	 H25/6/8	 作品設置協力	 赤平市	 	 	 	 

	 	 H25/11/23	 	 笠間市「かえり雲」	 	 	 

7	 公3	 	 「流政之作品論集」販売	 	 	 	 

8	 公4	 H25/11/26	 設置作品撮影	 銀座日航ホテル	 	 	 

9	 公4	 H25/7/20〜

9/23	 

展覧会作品情報提供協力	 香川県立ミュージアム「丹

下展」	 

	 	 

10	 公4	 	 NHK「日曜美術館」	 	 	 	 

11	 公4	 	 作品情報及び画像提供協力	 「樋口可南子いいものをす

こし、その3」、	 

「ぼくの香川案内」	 

	 	 

12	 公4	 	 取材協力	 新潮社「芸術新潮」・集英社

「エクラ」・「美術の窓」	 

	 	 

13	 公4	 	 作品データベース管理	 	 	 	 

14	 公4	 	 作品カタログ制作	 	 	 	 

15	 公6	 	 ホームページ運営	 	 	 	 

16	 公6	 H25/4	 広報誌発行	 	 	 	 



                                                                  
 

	 

1. 瀬戸内バーチャル・ミュージアム	 

事業実施日	 ：平成25年4月1日～平成26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。平成24年3月31日の事業完了後も引き続きサーバーへアップ

し、ナガレスタジオ内の様子や設置作品を公開。	 

	 

2. ナガレスタジオ特別公開	 

事業予定実施日	 ：平成25年5月11日	 

場所	 	 ：ナガレスタジオ	 （1階展示室・2階展示室・天台の庭）	 

	 

	 

3. 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	 ：平成25年4月1日～平成26年3月1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	 

	 

	 

4. 展覧会企画	 

事業内容	 ：出展作品、展覧会概要等を作成、展示可能な美術館及び公共施設への展覧会の企画提案行った	 	 

場所	 ：高梁市成羽美術館（開催日が延期）・NYジャパン・ソサエティ（26年度も継続して提案）	 

	 

	 

5. 作品レンタル事業	 

事業内容	 ：公共スペース及びサキモリの会会員へ向けて彫刻作品のレンタル事業の規定作成等の	 

	 	 	 事業開始準備	 

	 

	 

6. 作品設置協力	 

実施場所	 ：北海道赤平市	 エルム高原リゾート	 

事業実施日	 ：平成25年6月8日（除幕式）	 	 	 

事業内容	 ：公共スペースへの作品2点設置協力「ナガレバチ」「指の肌」	 

	 

実施場所	 ：茨城県笠間市	 茨城県こころの医療センター	 

事業実施日	 ：平成25年11月23日（除幕式）	 	 	 

事業内容	 ：公共スペースへの作品1点設置協力「もどり雲」	 

	 

	 

7. 「流政之作品論集」	 

事業実施日	 ：平成25年4月1日～平成26年3月31日	 	 	 

事業内容	 ：一般への販売及び研究者や美術館へ寄贈	 

	 

	 

8. 設置作品撮影	 

事業実施日	 ：平成25年11月26日	 

実施場所	 ：銀座日航ホテル	 

事業内容	 ：流政之の初期の建築物への設置作品は建物の耐久性の問題などから撤去されることがある。撤

去予定の作品を撮影し記録するために、初期に制作された作品の設置状況を電話やメールなどで

確認し、数年以内に撤去予定の作品を調査し、平成26年3月末に閉業を決定していた銀座日航

ホテルの作品の撮影を行う。	 



                                                                  
 

	 

	 

9. 展覧会作品情報提供協力	 

事業実施日	 ：平成25年7月20日～平成25年9月23日	 

実施場所	 ：香川県立ミュージアム	 

事業内容	 ：「丹下健三	 伝統と創造	 瀬戸内から世界へ」展へ展示写真の流作品への情報提供	 

	 

	 

10. テレビ番組制作企画協力	 

事業内容	 ：NHK「日曜美術館」制作会社へ、流政之特集の企画協力	 

	 

	 

11. 作品情報及び画像提供協力	 

事業内容	 ：「樋口可南子いいものをすこし、その3」集英社・「ぼくの香川県案内」への画像及び資料提供	 

	 

	 

12. 取材協力	 

事業内容	 ：「エクラ」「芸術新潮」「美術の窓」流政之特集の取材協力	 

	 

13. 作品データーベース管理	 

事業実施日	 ：平成25年4月1日～平成26年3月31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、管理	 

	 

	 

14. 作品集カタログ制作協力	 

事業内容	 ：ナガレスタジオ作品カタログ	 

	 

15. ホームページ運営	 

事業概要	 ：財団の事業・活動の発信	 

	 

16. 広報誌発行	 

事業実施日	 ：平成25年4月発行/送付	 

名称	 	 ：ニュースレター	 vol.5	 

事業内容	 ：流財団ニュースレターとして発行し、無料で配布した。	 

送付人数	 ：約500名	 

	 

	 

	 


