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第2号（2015年6月発行）

たまののミュージアム

ホームページ　http://tamanono.net/
Twitter　　＠tamanono_museum
Facebook　https://www.facebook.com/tamanonomuseum

祝！Facebook「いいね！」290件突破！来場者数累計3万人到達！目指せ 4万人！

最新ニュースは↓でチェック！

たまのクイズ？ ？？ ？

玉野市の「市花」・「市木」・
「市魚」は何かな？

答えは一番下にあるよ。

答え　市花→つつじ　市木→ばべ　市魚→めばる

いしいひさいちさん（漫画家）、一条ゆかりさん（漫画家）、
寺田克也さん（イラストレーター）、正子公也さん（絵巻
作家）、内尾和正さん（イラストレーター）の作品、合計
41 点の他、昨年行った「夢のいきもの大募集」受賞作品や

その映像などの展示をしています。また、玉野市出身著名

人の作品が読める読書コーナーを設けており、著名人関連の

グッズの販売もしています。

販売スペースには玉野市公認の特産物「お宝たまの印」の
商品や玉野市で活躍している「街の匠」のコーナーがあり
ます。「お宝たまの印」は支綱、めばるの箸置き、めばるの
お皿、海苔、紫いもクッキーを取り扱っています。
「街の匠」は、備前焼（陶芸） 2 名、トールペイント（小物雑貨）
1名、表具（屏風）1名、計 4名の作品を展示販売しています。

現在の展示

お宝たまの印・街の匠

朝倉雲鶴
「墨彩展」

2015 年 7月 4日～ 9月 23 日

夢のいきもの大募集！

次回の特別展は玉野市在住の墨彩画家「朝倉

雲鶴」さんです。7月 4日（土）開催を予定

しており、初日はご本人来場のオープニング

セレモニーが行われます。雲鶴さんは墨彩画

をはじめ、墨彩灯、彩器、壁画、挿絵、エッ

セイなど多くの作品が存在し、小さいものは

手のひらサイズのキャンパス、大きいものだと壁画があり、それ

らを全てその時の気持ちや感覚で手描きされています。そんな

作品の一部をお借りした今回の展示では、手描きの温かさや絵を

描く楽しさなどを感じていただけるのではないでしょか。

さらに、今回の展示に併せ限定グッズの販売、8月には雲鶴さん

ご本人による「絵手紙教室」を

ショッピングモールメルカ 3階で

行う予定です。

次回特別展
予告 !!

次回イベ
ント予告

!! 第 2回

昨年の夏に開催された「夢のいきもの大募集！」は、イベント終了後も多

くの反響と成果があり、今年も開催をする運びとなりました。前回同様、

夏の開催を予定しており、現在開催に向けて準備を進めています。また、

今回は内尾和正さん（イラストレーター）だけでなく、正子公也さん（絵

巻作家）も参加してくださるなど、前回とは一味違うイベントとなります。

【前回との違い】　

・対象者　　　岡山県内の小学生→4～ 12 歳（小学生以下）

・特別審査員　内尾和正さん→内尾和正さん、正子公也さん

・優秀作品数　10作品→8作品（内尾和正賞 7作品、正子公也賞 1作品）

昨年は約 160 作品の応募がありましたが、

今年は前回の実績と年齢増を拡げたことも

あり、さらに多くの夢のいきものたちが集ま

ることを期待しています。

▲街の匠の作品▲お宝たまの印商品

朝倉雲鶴プロフィール
1947 年生まれ。玉野市宇野出身。神奈川県で活動後 2012 年に玉野市へ帰郷。
1994 年にワークショップで絵に出逢い、独自の手法で現在絵を楽しんでいる。
1997 年、第四回心暖まる「家族への手紙」100 文字のメッセージで入賞を始め、数々の賞を受賞。
1998 年、片岡鶴太郎氏より雅号「雲鶴（うんかく）」が誕生。
2002 年、テレビ朝日「徹子の部屋」に出演。メディアでも活躍し、朝日新聞社「がんと向き合って」挿絵制作、
学研より画集「いのちの輝き̶朝倉雲鶴の世界」出版、三輪書店より緩和ケア「いのちの歌」を 12 年連載。
2002 年・2005 年には横浜・千成ビル、特別養護老人ホーム「太陽の家（神奈川県久里浜）」の壁画を制作。
2003 年、イタリア・ミラノ ARTEGIAPPONE で個展「夢追女 墨彩画展」の他、８回の個展を開催する。
同年、玉野ふるさと大使に任命される。

前回の優秀賞作品（学年は当時のもの）



イベントや出来事（2月～ 5月）

バレンタインイベント

2015 年 3 月 3 日（火）

前回の特別展示紹介
元祖代打の神様！八木裕展
約 4ヶ月間に渡り開催した特別展示「元祖代打の神様！八木裕展」が終了しました。

開催当初、約 100 点あった展示品ですが期間中に追加募集を行い、2月 26 日（木）

には約 130 点の貴重なグッズが追加されました。追加展示品は、サイン色紙・サイン

ボール・額入り大型写真・八木展オープニング写真パネルなど。展示品の中には八木

さんのご親戚やご友人からお借りしたものもあり、今回は多くの一般の方のご協力の

元、とても盛り上がった展示会となりました。

2015 年 3 月 28 日（土）・29 日（日）

ののちゃん関連　

2012 年 8 月 4日からオープンをした「たまののミュージアム」が 2015 年 3月 3日（日）に累計

来場者数 3万人を突破しました。2年 7ヶ月で達成。その記念すべき 3万人目の方に、賞状と記

大好きな人に想いを伝える日。2月 14 日（土）はバレンタイ

ンデーということで、ミュージアム内をカラフルなハートでか

わいくデコレーション！そして、日々の感謝を込めて当日限定

で来場者にメッセージ付きチョコレート

と八木展限定しおりをプレゼントしまし

た。いつもミュージアムを支えてくれて

ありがとうございます♪

3月 28・29 日の 2日間に渡って千葉県の幕張メッセで開催された「コミ

ケットスペシャル 6   ＯＴＡＫＵ ＳＵＭＭＩＴ  ２０１５」に本市のＰＲと

して、ＮＰＯ法人たまのの企画を始め玉野市・観光協会・商工会議所・商工

観光課・たまののミュージアムらが協力し、出展しました。観光ポスターや

たまののミュージアムで過去に開催された特別展のポスター展示、観光パン

フレットの配布、ののちゃんグッズの販売を行い、ＰＲをしました。イメージ

キャラクター「ののちゃん」も登場し、出店ブース前でチラシの配布や接客

をしました。　 2015 年 2 月 14 日（土） スタッフジャンバー 2015 年 4 月 14 日（火）

コミケットスペシャル 6　 来場者数 3万人達成！！

ＧＷイベント「こいのぼりに夢をのせよう！」 2015 年 4 月 29 日（水）～ 5 月 17 日（日）
第 19回　たまの港フェスティバル 2015 年 5 月 16 日（土）・17 日（日）

2014 年 12 月 19 日（金）～ 2015 年 4月 7日（火）

スタッフジャンバーが出来まし
た！お馴染みの黄色いＴシャツ
とお揃いで目立った黄色♪そし
て、背中にドドーンとミュージ
アムのロゴが！胸のところにも
ワンポイントでロゴが入ってま
す。これで、冬でもすぐにスタ
ッフが見つけられます！

期間中は約 3000 人の来場があり、海

外から足を運んでくださった方もいま

した。八木展終了後も八木展に関する

お問い合わせがあり、八木さん人気を

再認識しました。

将来の夢や叶えたいこと、望んでいることな

どを「うろこ」に書いてもらい、それをうろ

この無い特大こいのぼり（3.6m×1.2m）に貼

り付け、こいのぼりを「夢のうろこ」でいっ

ぱいにしようというイベント『こいのぼりに

夢をのせよう！』を 4月 29 日～ 5月 17 日ま

での 19 日間行いました。イベント当日には、

子どもから大人まで多くの方が参加してくださり、見事こいのぼりを色とりどり

の「夢のうろこ」でいっぱいにすることが出来ました。うろこは約 100 枚集

まり「ぱてぃしえになりたい」「素敵なマイホームをいつか建てる」など、様々な

夢や願い事が書かれていて、来場者はその夢を見ては笑顔がこぼれていました。

5月 3日（日）・5日（火）には、『ののちゃん』が登場！手持ちこいのぼりと、

スタッフお手製のカブトを身に着けて、イベントを盛り上げてくれました。ミュ

ージアムで「夢のうろこ」に夢を書いたり、来場者の方と写真を撮ったり、メル

カ内を PRして歩いたりと大活躍してくれました。ののちゃん、ありがとう！

　来場者数 3万人目のご家族。

赤ちゃんは嬉しそうに記念品

の缶バッチを握り締めていま

した。

▲

5 月 16・17 日に開催された「たまの港フェスティバル」

にて「こいのぼりに夢をのせよう！」を市役所ブースと

共同で行いました。市役所ブースでは缶バッチをプレゼ

ント♪5月 24 日（日）までたまののミュージアムの外壁

にて展示をしました。市役所ブースでは約 330 枚集まり、

ミュージアムと合わせて、約 430 枚の「夢の

うろこ」が集まりました。

▲玉野市の小学校に配布した

　「夢のうろこ」チラシ

念品（ののちゃんグッズ・缶バッチ・写真）を贈呈

しました。これからも多くの方に、たまののミュージ

アムで玉野市のことを知ってもらえるようにスタッフ

一同努力していきます！

開会式ではゆるキャラ（5体）・海外コスプ

レイヤー（10 名）が登場し、ののちゃんも

参加をしました。出店ブースでは「ののちゃ

ん」ファンだけでなく、岡山県や本市出身者

の方々も来て下さり、「頑張って玉野市を盛

り上げてください！」とエールをいただきま

した。

マスメディア：山陽新聞

マスメディア：朝日新聞など

マスメディア：山陽新聞

（H27 年 3 月～ 5 月）


