
                                                                  
 

	 

公益財団法人	 流財団	 

平成27(2015)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27年4月	 	 1日	 

	 	 	 	 	 	 	 至	 平成28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	 

公5	 

9/30	 ナガレスタジオ特別公開	 

香川大学とコトバスのコラボツアー	 

ナガレスタジオ	 41名	 2,000円（会員）	 

3,000円（一般）	 

3	 公1	 

公5	 

3/16	 ナガレスタジオ特別公開	 

大丁場石の会	 

ナガレスタジオ	 13名	 	 

3,000円（一般）	 

4	 公2	 	 作品レンタル事業	 

「サキモリ」	 

竹中工務店	 東京本社	 	 	 

5	 公2	 	 展覧会企画・提案	 NYジャパン・ソサエティ	 	 	 

6	 公2	 	 展覧会企画・協力	 ＮＡＮＺＵＫＡ	 	 	 

7	 公2	 	 展覧会企画・協力	 山陽百貨店	 	 	 

8	 公2	 	 展覧会企画・協力	 広島県立美術館	 	 	 

9	 公2	 	 展覧会企画・協力	 高松市歴史資料館	 	 	 

10	 公3	 	 「流政之作品論集」販売	 	 	 	 

11	 公4	 	 「彫刻家	 流政之の軌跡	 

	 鎮魂と愛を刻む」取材協力	 

ＲＳＫ山陽放送	 	 	 

12	 公4	 	 作品データベース管理	 	 	 	 

13	 公4	 	 情報提供	 四国大学	 	 	 

14	 公6	 	 ホームページ運営	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 



                                                                  
 

	 

1. 瀬戸内バーチャル・ミュージアム	 

事業実施日	 ：平成27年4月1日～平成28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	 

事業実施日	 ：平成27年9月30日	 

場所	 	 ：ナガレスタジオ	 （1階展示室・2階展示室・天台の庭）	 

参加者	 	 	 	 	 ：香川大学とコトバスのコラボツアー	 41名	 

	 

3. ナガレスタジオ特別公開	 

事業実施日	 ：平成28年3月16日	 	 

場所	 ：ナガレスタジオ	 （1階展示室・2階展示室・天台の庭）	 

参加者	 	 	 	 	 ：大丁場石の会	 13名	 

	 

4. 作品レンタル事業開始	 

事業内容	 ：彫刻作品「サキモリ」のレンタル事業	 

場所	 	 	 	 	 	 ：竹中工務店ギャラリーＡ4	 

	 

5. 展覧会企画・提案	 

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 行った	 

場所	 	 	 ：	 NYジャパン・ソサエティ	 

	 

6. 展覧会企画・協力	 

実施場所	 	 	 	 ：	 ＮＡＮＺＵＫＡ（東京都渋谷区）	 

事業実施日	 ：	 平成27年5月30日～6月27日	 

事業内容	 ：	 展覧会「ＭＡＳＡＹＵＫＩ	 ＮＡＧＡＲＥ	 」の開催について企画・協力を行う	 

	 

7. 展覧会企画・協力	 

実施場所	 ：	 山陽百貨店（兵庫県姫路市）	 

事業実施日	 	 	 ：	 平成27年9月2日～9月8日	 

事業内容	 ：展覧会「流政之	 新作展」の開催について企画・協力を行う	 

	 

8. 展覧会企画・協力	 

実施場所	 	 	 	 ：	 広島県立美術館	 

事業内容	 	 	 	 ：	 展覧会の開催について企画・協力を行う	 

	 

9. 展覧会企画・協力	 

実施場所	 	 	 	 ：高松市歴史資料館	 

事業内容	 	 	 	 ：企画展「心を豊かにするデザインの歴史～讃岐民具連とその時代」への企画・協力	 

開催期間	 ：平成28年7月16日～9月4日	 

	 

10. 「流政之作品論集」	 

事業実施日	 ：平成27年4月1日～平成28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	 

	 

	 

	 



                                                                  
 
	 

11. 取材協力作品	 

実施場所	 	 	 	 ：ＲＳＫ山陽放送	 

事業実施日	 	 	 ：平成28年3月12日（土）	 	 午後４：００～４：５５	 

実施内容	 	 	 	 ：タイトル「彫刻家	 	 流政之の軌跡	 鎮魂と愛を刻む	 －親友	 瀬戸内寂聴が語るー」の 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 取材協力	 

	 

12. 作品データーベース管理	 

事業実施日	 ：平成26年4月1日～平成27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	 

	 

13. 情報提供	 

事業内容	 	 	 	 ：四国大学准教授・居上真人氏よる野外彫刻関係の執筆に関して、情報提供を行う 
	 

14. ホームページ運営	 

事業概要	 ：財団の事業・活動の発信	 

	 

	 

	 

	 


