
平成２６年度 一般社団法人 創元会 事業報告 

自平成２６年４月１日～至平成２７年３月３１日 

 

1. 総会、理事会、運営委員会、支部連絡委員会、実行委員会 

<平成２６年> 

４月 ３日 支部連絡委員会 (国立新美術館研修室) 出席支部 30 名 

第７３回 創元展受賞者、並びに               

平成２６年度 創元会会員昇格者報告に関する件、 

第７３回 創元展巡回展に関する件、他 

６月１０日 理 事 会 (豊島区東部区民事務所) 出席理事 14 名監事 2 名 

       平成２５年度一般社団法人創元会事業報告、 

貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、

収支計算書並びに、監査報告の件、      

第７４回 創元展の運営と実施内容に関する件、他   

６月２５日 定 例 総 会 (東京都美術館講堂) 出席者 89 名委任状 184 名    

平成２５年度一般社団法人創元会事業報告、 

貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、

収支計算書並びに、監査報告の件、                   

平成２６年度事業計画(案)、同収支予算書(案)、審議 

任期満了に伴う役員改選の件、他                           

１０月３０日 理 事 会 (豊島区東部区民事務所) 出席理事 13 名監事 2 名 

第７４回 創元展審査員並びに                

平成２７年度運営委員の選考に関する件、 

第７４回 創元展巡回展に関する件、他  

１１月８日 運営委員会  (国立新美術館研修室)  出席委員 40 名 

第７４回 創元展の運営と実施内容に関する件、 

第７４回 創元展巡回展に関する件、他       

<平成２7 年> 

１月３０日 実行委員責任者会 (創元会大塚事務所) 出席者 11 名 

    第７４回 創元展準備、他 

２月１1 日 実行委員会  (ヤマトロジスティクス東雲ビル)出席委員 38 名 

    第７４回 創元展準備、他 

３月２２日 理 事 会 (国立新美術館審査室) 出席理事 14 名監事 2 名 

 平成２７年度事業計画(案)、及び収支予算書(案) 審議、他 

３月２５日 運営委員会  (国立新美術館審査室) 委員 44 名 

第７４回 創元展並びに巡回展に関する件、                

平成２7 年度 運営委員の事務分掌、他                         

 



３月２８日 理 事 会 (国立新美術館審査室) 出席理事 14 名監事 2 名 

   第７４回 創元展受賞者、並びに 

平成２７年度 創元会会員昇格者選考、他 

2. 創元展及び各種展覧会の開催 

創元展 

<平成２６年> 

      ４月 ２日～４月１４日 第７３回 創元展 (国立新美術館) 

陳列点数 852 点、入場者数 24,385 人                        

４月 ２日     第７３回 創元展授賞式 授賞者 29 名                                     

(国立新美術館講堂) 

       第７３回 創元展祝賀会 出席者 332 名             

(元赤坂 明治記念館) 

                           第７３回 創元展出品目録発行                          

第７３回 創元展図録発行 

ミニ解説の実施 5 日間観覧者 152 名 

 

第７3 回 創元展・巡回展日程 

１． ４月２９日～５月 ４日  岡山展 (岡山県天神山文化プラザ) 

陳列点数 107 点、入場者数 2,814 人   

２． ５月２０日～５月２５日  香川展 (香川県文化会館) 

陳列点数 100 点、入場者数 1,304 人   

３． ６月 ４日～６月 ８日  兵庫展 (原田の森ギャラリー) 

陳列点数 100 点、入場者数 927 人   

４．  ７月２３日～７月２７日  大阪展 (大阪市立美術館) 

陳列点数 115 点、入場者数 1,301 人   

５．  ７月２９日～８月 ３日  福岡展 (福岡市美術館) 

陳列点数 178 点、入場者数 3,352 人   

６． ８月２６日～８月３１日  静岡展 (クリエート浜松) 

陳列点数 102 点、入場者数 2,281 人  

合計入場者数 11,979 人 

3. 内外の美術に関する調査研究 

運営委員会の調査研究係で美術に関する情報の収集、並び調査研究を  

行いその成果を広く美術創作の技術向上に生かす。 

「円城寺天井画の復元に取組んで」     調査研究係 松田和子 

｢創元会富山支部を支えた４人のリーダー｣  調査研究係 前 知津子 

4. 作家の育成、援助 

第７3 回 創元展 受賞作家展 

１０月２９日～１１月 ６日  (上野東京都美術館) 

陳列点数 51 点、入場者数 5,524 人    



                                          

5. 美術講習会の開催 

作品研究会                         

講習会    8 月 ３1 日 (ヤマトロジスティクス東雲ビル)   

出品者 42 名 参加者 95 名 

講習会    ９月２８日 (ヤマトロジスティクス東雲ビル)  

出品者 73 名 参加者 132 名 

実技研修会   ９月２９日 (ヤマトロジスティクス東雲ビル)  

 参加者 35 名 

実技研修会    ９月３０日 (ヤマトロジスティクス東雲ビル)  

参加者 27 名 

講習会 平成２７年２月１１日 (ヤマトロジスティクス東雲ビル)   

出品者 39 名 参加者 89 名 

  

6. 会報発行  

７月５日及び平成２７年１月１６日  

７. 会員名簿発行 

７月５日 平成２６年度創元会会員名簿発行 

以上 

 

 

 

 

 

 


