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秋山孝ポスター美術館長岡　2010年カレンダー
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ごあいさつ

2009年7月11日に秋山孝ポスター美術館長岡（APM）の開館式典が行われ、梅雨の時期に花火と共に突然晴

れやかな日があらわれました。翌日の12日に美術館の扉が開き、市民が集い、賑やかさと華やかさがあるオープニ

ングとなりました。

APMのオープン後、上海・松江（ソンジャン）美術館での110点の「秋山孝ポスター展」が同じ月の末に開かれ、8

月にはタイ・バンコク（Thailand Knowledge Park）での「秋山孝ポスター展」が開かれるなど、矢継ぎ早に展覧

会イベントが開かれました。APMでは、10月に多摩美術大学大学院イラストレーションスタディーズのメッセージ

イラストレーションポスター展を開催し、さらにAPM美術館大学の講演会として斎藤公男先生、牧野圭一先生を

招いて開催いたしました。2009年度の入館者総数は、1,980名そして、サポーターズ倶楽部会員は331名（終身

会員50名）となりました。

今年の1月25日に長岡らしい優れた景観づくりに貢献した建築物として、3年に1度の第3回長岡市都市景観賞を

受賞する喜びを得ました。美術館のある宮内摂田屋地区では、「越のむらさき」「機那サフラン酒のこて絵の蔵」に

続く3つ目の受賞となり、街のランドマークとして「ポスターアート」という名がこの年に刻まれました。

2回の企画展、4回の美術館大学を行い、11月からの冬期休館日を経て2010年4月16日に第3回企画展「中国ポ

スター展」を開催することになりました。

このAPM報告書は、1年間の美術館の活動記録をまとめたものです。展覧会リーフレット、それに「APM news」を中

心に1年間を評価・点検し、今後の指針になるよう編集しました。サポーターの皆様方に感謝すると共に報告いたし

ます。

本年度も秋山孝ポスター美術館長岡の運営を含め、今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。

秋山 孝
秋山孝ポスター美術館長岡・館長
多摩美術大学・教授

ブロンズレリーフ・長岡市の花「ツツジ」
（美術館正面）　制作：秋山孝
長岡三古老人福祉会・コンパクトシティ
桜ガーデンプレイスのフェンスにて同じ
ものを見ることができます。
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マイスキップ　2009.11 vol.106

長岡出身のイラストレーター秋山氏自身が自作を語る
マイスキップ誌上展　http://www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/秋山孝長岡コレクション

秋山  孝　多摩美術大学教授・秋山孝ポスター美術館長岡/館長
1952年長岡市生まれ。上組小学校、宮内中学校、長岡商業高等学校、多摩美術

大学卒業。東京芸術大学大学院修了。1986年、自然保護ポスター「WILD 

LIFE-HELP」でワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・金賞を受賞し、1998年、イ

ンド核実験反対のポスターで国連賞を受賞する。他、各国のビエンナーレにおい

て多数受賞。フィンランド、メキシコ、イタリア、ウクライナ、中国で国際ポスター展

の審査員として招聘される。著書に「キャラクターコミュニケーション入門」（角川書

店）「Chinese Posters」(朝日新聞出版) 他多数。

[Title]  ----------「Takashi Akiyama  in Bangkok」

[Size] ----------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --- Offset printing
[Date]  ---------- 2009.08.11 -- 08.23
[Client] --------- Thailand Knowledge 
                         Park（タイ・バンコク）
[Category] ---- Culture

[Idea] -----------バンコクの名物トゥクトゥク
でポスター塔を運ぶ自画像を描いた。 

秋山孝ポスター美術館長岡
http://apm-nagaoka.com/

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

日本の1.4倍の広さを持つタイ王国において初個
展を開催した。8月11日から8月23日まで首都バン
コクのタイランド・ノウレッジセンターの会場だ。首
都バンコクは、チャオプラヤー川が流れ、王宮と格
式の高い寺院ワット・プラケオがそびえ建つ。展覧
会のテーマは「ユーモア」だ。ユーモアは国際コミュ
ニケーションの道具として重要で効果がある。ポス
ターのデザインはバンコクの名物トゥクトゥクだ。派
手な外観の小型オート三輪にポスター塔を乗せて
バンコクの夜を走る。そのイラストレーションを見
ると、笑顔がやってきた。

インタビュー

オープニング　秋山孝挨拶

展覧会場タイ王宮

APM news 011
2009-11-01

タイ・バンコクにて初個展

〒940-1106 宮内2-10-8  TEL 0258-39-1233

●サポーターズ倶楽部入会希望は下記事務局まで
　事務局（高田建築事務所内）TEL 0258-36-1230

歴史的建造物・金庫扉と雁木のある美術館（旧北越銀行宮内支店）

　ユーモアは国際コミュニケーションの道具
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●第1回 美術館大学　講演：「自作を語る」　日時：平成21年 7月 11日（土）
●第2回 美術館大学　講演：「理解者を求めて」　日時：平成21年 8月 1日（土）

第1回美術館大学では「なぜポスターというジャンルを選んだのか」という部分で「社会性を持
ち社会に対して強いメッセージを発信することが出来るからだ。」と話しておられます。また、「社
会に対してメッセージを発することが自分の立ち位置だから」とも話しておられました。この「発
信する立ち位置」でいるためには常に世界で起こる社会的な出来事に対し問題意識をもつ必
要があると考えておられます。
8月2日に開催された第２回美術館大学では、彼は鳥の愛好家でバードカービングの発足に関
わっておられ、鳥の生態系が自然環境の変化にゆがめられていることを知り、自然保護、環境問
題に関心を持つようになったということです。ポスターのモチーフに鳥が多いのはそういう理由
なのかもしれません。故郷に自分の美術館を作った理由については「自分が生まれた町に文化
を根付かせたい」「子供たちに美術・社会・世界に関心を持って欲しい」と述べておられます。私
がこの2回の美術館大学に参加し、お話を伺い作品に触れて感心したことは、世界各地で起こ
る様々な社会問題に対し一つ一つ心で受け止め、興味を持ったことに対し調べ、勉強するとい
う彼の姿勢です。それを実行していくにはそれなりの「強くて優しい心」が必要で、その強くて優
しいピュアな人間性が海外で高く評価されている理由ではないかと感じました。（京都造形芸
術大学通信教育部補助教材「Kirara雲母」記事抜粋（P49）土田倖子／2009年11月号）

●第3回 美術館大学　講演：対談「建築構造の美１」　斎藤公男 × 秋山孝
　日時：平成21年 9月 4日（金）15:00-14:00　入場者数：35名

9月4日、第3回美術館大学が開催。今回の講演は、日本大学理工学部名誉教授である斎藤公
男先生をお招きしての対談である。斎藤先生は前日本建築学会会長も務められた建築界の権
威ということもあり、来場者は建築関係者が多かった。
この日の美術館大学は、サポーターズ倶楽部会長の高田清太郎さんのご挨拶から始まった。
「この美術館はただ展示するだけの美術館ではなく、積極的に美術活動する美術館です。その
活動のひとつがこの美術館大学です｣と美術館の特色を述べた。また斎藤先生は高田さんの恩
師ということもあり、高田さんはご自分の学生時代のお話を交えながら斎藤先生のご紹介をさ
れた。（APM公式ホームページ抜粋／森山奈帆）

●第4回 美術館大学　講演：対談「プランニングと創作活動の情熱」　牧野圭一 × 秋山孝
　日時：平成21年10月17日（土）13:00-14:30　入場者数：36名
　（APMnews 007～010参照）

10月17日、第4回美術館大学が開催された。今回の美術館大学は、長岡デザインフェアと連動
した企画でもあり、宮内地区の担当であった。
牧野先生と秋山先生は旧知の仲ということもあり、対談は終始和やかに進んでいった。トーク
テーマは「プランニングと創作活動の情熱」である。
千葉県船橋市の「ワンパク王国」を二人で手がけたときのことについて、｢秋山さんが、｢あぁ、あ
そこに美術館があったらいいね｣とか｢ここのゾーンもっと広げたらいいね｣などと提案し、それ
がすべて実現していく。秋山さんは驚くようないい企画を持っている。それはそもそもデザイン
が一貫してワンパク王国のイメージを作り上げているからなんです｣と牧野先生は語られた。
ポーランドでの「現代日本漫画展」では、ある作品について、検閲官が撤去するよう言ってきた
とき、牧野先生は、｢表現は自由なんだから、それを外してはダメだ｣｢それを外すなら即刻帰る｣
と主張し、展示を変えさせなかったという。（APM公式ホームページ抜粋／森山奈帆）
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●APMポスター見学

9月4日（金）、美術館大学の直前に新潟デザイン専門学校の学生さんたちが見学にいらっしゃ
いました。たくさんの芸術家のタマゴたちを前に、秋山先生もはりきって歓迎の挨拶をしており
ました。（APM公式ホームページ抜粋／森山奈帆）

●美術館大学 特別講義　講演：「秋山孝ポスター美術館とは」
　日時：平成21年 10月13日（火）　入場者数：17名

●長岡市立上組小学校6学年 図画工作授業 in APM 
　授業：「あなたならどう読む？絵にこめられたメッセージ」 
　日時：平成21年12月18日（金）、21日（月）
　

美術館大学記録

第1回 美術館大学

第3回 美術館大学 講演:斎藤公男

第4回 美術館大学 対談:牧野圭一×秋山孝

美術館大学 特別講義

美術館大学 特別講義

長岡市立上組小学校6学年 図画工作授業 in APM

第1回 美術館大学

第3回 美術館大学 講演:斎藤公男

第4回 美術館大学 対談:牧野圭一×秋山孝

美術館大学 特別講義

美術館大学 特別講義
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APMポスター見学／新潟デザイン専門学校　（2009年9月4日）
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美術館ギャラリーにて　森民夫・長岡市長／秋山孝　（2009年7月11日）
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2010年 「秋山孝ポスター美術館長岡」 企画展・美術館大学 のご案内

●第3回企画展 「中国ポスター展」 期間：4月16日（金）～6月30日（水）
　　　・第5回美術館大学　講演：「秋山孝 中国のポスターを語る」  5月1日（土）pm3：00～4:30
　
●第4回企画展 「秋山孝ポスター展Ⅱ」 期間：7月10日（土）～9月23日（木）
　　　・第6回美術館大学　講演：「秋山孝 自作を語る」　7月10日（土）

　　　・第7回美術館大学　講演：「まちづくり鼎談」　小山×高田×秋山　8月2日（月）

●第5回企画展 「メッセージイラストレーションポスター展Ⅱ」 期間：10月3日（日）～10月31日（日）

　　　・第8回美術館大学　講演：「対談」　10月 （予定） 長岡デザインフェア
 

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

秋山孝ポスター美術館長岡
・開館時間：午前11時～午後5時まで
　　　　　　　（入館は閉館の30分前まで）
・休 館  日：火曜日
　　　　　　開館期間：4月～10月
　　　　　　閉館期間：11月～3月
・入 館  料：無　料

〒940-1106 新潟県長岡市宮内 2-10-8 / Tel,Fax : 0258-39-1233

・中綴じ製本／A4（天地297×左右210㎜）　・表紙・本文：OKプラスター7C菊Y93.5kg


