第 11 回『新・芸能人の多才な美術展』プロジェクトについて
『文化人・芸能人の多才な美術展』実行委員会（主催：特定非
営利活動法人文化財保存支援機構、企画：ラリス株式会社）は、
5 月 19 日（火）から 5 月 24 日（日）までの 6 日間、全国の巡
回に先立ち、三越日本橋本店（中央区日本橋室町 1 丁目／新館
7 階ギャラリー）を第 1 会場として、芸能人や国会議員などの
美術作品を紹介する『文化人・芸能人の多才な美術展』を開催
します。
白いキャンパスに各々の個性や感性を活かして自由に表現す
る。芸術とは特別の人たちのものではなく、それが絵であろう
とオブジェであろうと、世俗を忘れさせ、疲れた心を癒し、豊
かにしてくれます。
これが私共の意図した芸術文化の創造といったことで、創作す
る意欲の輪を広く一般の方々にも拡げて行きたいとの願いか
ら、芸能人や文化人の方々に協力を呼びかけ、平成 11 年から「芸
能人の多才な美術展（旧タイトル）※」として美術展を行って
います。
今年で 11 回目を迎える『文化人・芸能人の多才な美術展』は、
「拡げよう文化の輪・芸術は世界を救う！」をテーマとし、現
職の内閣総理大臣として麻生太郎首相の出品をはじめ、歴代の
総理（福田康夫前内閣総理大臣、安倍元内閣総理大臣、海部元
内閣総理大臣）
、初出品となる荻原健司参議院議員（スキーノル
ディック複合選手／オリンピック団体戦で 2 大会連続金メダル
獲得）や国会議員の方々、北野武、綾小路きみまろ、所ジョー
ジ、小林幸子などの芸能人が総勢にして 90 名も参加し、約 200
点の作品を一同に展示。この 11 年で、過去の集大成となる数多
くの作家の協力のもと、既成概念に捉われることなく自由な発
想で制作されたオリジナリティあふれる作品の数々を公開し、
より身近で誰もが楽しめ、エンターテインメントともいえる新
しい美術展の地位を確立していきます。

特に今回は、CD のミリオンセラー、ゴールデンアロー賞話題賞受賞など、今年で芸能活動 35 周年の綾小路
きみまろによる黄金の扇子「千客万来Ⅰ・Ⅱ」が出展されます。年間で 150 回以上ものライブで使われてい
るもので、展示するのは初の試みとなり、文化財保護チャリティーの特別応援出品として注目。また、引田天
功が 3 年の時間を掛け完成させた 200 号の大作「不死蝶」は、金、銀、真珠、ルビー、サファイヤ等の宝石
類の粉砕粉を使用し表現した銀河をベースに、数百匹の蝶が描かれています。展示方法にもこだわり、壁面の
色や音（音楽）等、イリュージョニストとしての空間演出を初公開します。
そして、現職の内閣総理大臣麻生太郎首相から寄せられた書「天下為公（意味＝古代中国の経書、礼記の一説
にある為政者の政治理念を説く言葉で、大同の世界を建設することの意）
」のほか、今回の美術展の為にメッ
セージとして寄せられた前内閣総理大臣福田康夫の「萬古長春（意味＝永久に常に春であることの意）
」など、
人々に驚きと感動を与える数多くの作品を発表していきます。
第 1 会場の三越日本橋本店では、初日の 5 月 19 日（火）に、引田天功、ものまねバラエティーショーの君小
路あやまろなどをゲストに迎えるほか、出品者が多数来場を予定。三越日本橋本店での開催の皮切りに、岡山
県新見市、兵庫県豊岡市、埼玉県熊谷市など、美術館、博物館、国公立文化施設、百貨店を会場として、全国
を巡回していきます。
同美術展については、「文化財保存活動支援のためのチャリティー企画」となり、チャリティーグッズの販売
やチャリティーボックスを各会場に設置し、その収益や投入寄金を文化財の保存活動支援に役立てられること
になります。
今年度は、無形文化財、過去に文化を創出してきた伝統技能の中で老齢化や後継者不足等により、滅びつつあ
るものの保存や後継者育成に助成することも計画しており、文化財保護には皆様から大いなる関心が寄せてら
れています。『文化人・芸能人の多才な美術展』の考え方や活動についてご理解いただき、この活動の輪を広
く一般の方々に拡げていくことを願っています。
なお、詳細については、別紙をご参照下さい。
※「芸能人の多才な美術展（旧タイトル）」は、平成 11 年から開始し、昨年までの 10 年間で、延べ 186 万人
以上の観客を動員している美術展です。第 1 回目は、福祉を目的としたチャリティー企画として同美術展を
開催。
その後、文化財保護支援のチャリティー企画として、
「拡げよう文化の輪・芸術は世界を救う！」をテーマに、
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出展者（芸能人）（五十音順）

文化人・芸能人 71 名（以下、出品者は五十音順）
浅香光代 、佐久間良子、鳩山エミリ（鳩山邦夫夫人）、芦野 宏、
里見浩太朗、鳩山 幸（鳩山由紀夫夫人）、芦屋小雁、
ザ・ニュースペーパー（渡部又兵衛、松下アキラ、福本 ヒデ）、
原田直之、安達祐実、原田伸郎、東ちづる、原田美紀（原田伸郎夫人）、
綾小路きみまろ（応援出展）、晴乃ピーチク、新井晴み、篠原ともえ、
引田天功、和泉雅子、清水アキラ、左 時枝、市川團十郎、清水 圭、
藤あや子、市田喜一（左時枝ご主人）、下山 淳、二葉あき子、梅津 榮、
水前寺清子、牧 伸二、遠藤 実、ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ、
マイク眞木、OH-SE（電撃チョモランマ隊）、パパイヤ鈴木、
増田 登（八代亜紀ご主人）、大和田伸也、竹脇無我、松村邦洋、
奥山佳恵、w-inds 橘慶太、三浦リカ（堤大二郎夫人）、風見章子、田中好
子、美川憲一、金田龍之介、堤大二郎、八代亜紀、叶 恭子、所ジョージ、
山本富士子、川合伸旺、中川翔子、山本陽子、川﨑麻世、キャシー中島、
吉田照美、岸 ユキ、中原丈雄、若原 瞳、北野 武、長嶺ヤス子、
松下 進（特別賛助出展）、国広富之、中山律子、小林幸子、蜷川みほ、
酒井法子、根本りつ子

賛助出展（五十音順）

衆議院芸術議員連盟会員、国会議員有志（内閣総理大臣､前総理大臣､衆議
院議員､参議院議員）
逢沢一郎（衆議院議員）、金子善次郎（衆議院議員）、深谷隆司（衆議院
議員）、秋葉賢也（衆議院議員）、小泉俊明（前衆議院議員）、福田康夫 （前
内閣総理大臣）、麻生太郎（内閣総理大臣）、鈴木 寛（参議院議員）、
松原 仁（衆議院議員）、安倍晋三（元内閣総理大臣）、中川雅治（参議
院議員）、元宿 仁（自民党本部事務総長）、荻原健司（参議院議員）、
鳩山邦夫（衆議院議員）、山本明彦（衆議院議員）、海部俊樹（元内閣総
理大臣）、鳩山由紀夫（衆議院議員）、風間 昶（参議院議員）、平沢勝
栄（衆議院議員）

主

催

特定非営利活動法人 文化財保存支援機構（略称：NPOJCP）
文化遺産を次世代に守り伝えていくために保存修復の専門家が中心となっ
て設立された NPO 法人で、活動の目標は関係者間でのネットワーク構築
による文化財保存修復の相互支援、修復のコーディネイト、文献等のデー
タベースや教育教材の作成、各種講演会、研修会による技術交流、情報公
開等、国内外で広く活動しております。理事長は、九州国立博物館館長 三
輪嘉六氏。

後

援

財団法人 文化財保護･芸術研究助成財団
三笠宮崇仁殿下が名誉顧問、日本画家平山郁夫画伯が理事長の財団で、
「文
化財赤十字構想」の下に文化財の保存活動に関する事業の助成、芸術研究
に関する活動の助成や国内外の交流、シルクロード周辺地域を中心とする
文化財保護に関する国際的な交流や協力の促進により文化財保護と芸術研
究の充実向上を図ることにより、我が国の文化の発展に寄与することを目
的として活動をしております。

第 11 回『新・芸能人の多才な美術展』実行委員会
特別顧問

平山 郁夫 日本画家、（財）文化財保護･芸術研究助成財団理事長

実行委員長

三輪 嘉六 NPO 文化財保存支援機構理事長、九州国立博物館長

委員（五十音順）

青木 繁夫 サーバー大学世界遺産学部教授
青柳 正規 国立西洋美術館長、元東京大学副学長
井上 洋一 東京国立博物館事業部教育普及課長
上村 淳之 日本画家、（財）松伯美術館長
高田 良信 法隆寺元管長
坪井 清足 （財）元興寺文化財研究所、考古学者
沼田 智秀 財団法人仏教伝道協会会長
野口

昇 （社）日本ユネスコ協会連盟理事長

平井 昭司 武蔵工業大学教授
不二川公勝 西本願寺総長
監事

玉井 賢二 （財）文化財保護･芸術研究助成財団顧問

賛助（五十音順）

衆議院芸術議員連盟会員、国会議員有志の参加メンバー
逢沢 一郎 衆議院議員 、秋葉 賢也 衆議院議員
麻生 太郎 内閣総理大臣 、安倍 晋三 元内閣総理大臣
荻原 健司 参議院議員、海部 俊樹 元内閣総理大臣
風間

昶 参議院議員、金子善次郎 衆議院議員

小泉 俊明 前衆議院議員、鈴木

寛 参議院議員

中川 雅治 参議院議員、鳩山 邦夫 衆議院議員
鳩山由紀夫 衆議院議員、平沢 勝栄 衆議院議員
深谷 隆司 衆議院議員、福田 康夫 前内閣総理大臣
松原

仁 衆議院議員、元宿

仁 自民党本部事務総長

山本 明彦 衆議院議員
事務局長

松岡久美子 ラリス株式会社 代表取締役社長 アートプロデューサー

