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「新・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、4 月 9 日（月）から 4 月 13 日（金）までの 5
日間、全国の巡回に先立ち、憲政記念館（千代田区永田

町）にて、芸能人や国会議員などの美術作品を展示する

『新・芸能人の多才な美術展』を開催します。 
 
今年で 9 年目を迎える『新・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！」をテーマに、

現職の内閣総理大臣として初めて安倍首相が出品するほ

か、国会議員や芸能人などを中心に、総勢 70 人の作家が

参加し、145 点もの作品を一堂に展示します。 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。

それが絵であろうと書であろうと、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、このような創作す

る意欲の輪を広く一般 の方々にも拡げて行きたいと考

え、芸能人や文化人の方に協力を呼びかけ、平成 11 年か

ら「芸能人の多才な美術展」を開催しています。今回は、

同美術展を通 じて、家族との絆も深めてもらいたいとい

った願いから夫婦での参加も募りました。 同美術展に関

しては、過去 8 年間で 165 万人を超える来場者が訪れて

いますが、今年は文化庁の後援も得ており、昨年よりも

規模が拡大することから、今回も数多くの来場者が予測

されます。  

第 1 会場となる憲政記念館は、昭和 45 年に日本が議会開設 80 年を迎えたのを記念して議会制民主主義につ

いて一般 の認識を深めることを目的に設立されましたが、ここでの美術展の開催は過去に例のないことで、

昨年の同美術展の開館が初めてのこととなり、今年はその 2 回目をとなります。また、憲政記念館での開催

を皮切りに、今後は広島、岩手などが既に予定されており、順次会場を決定し、全国を巡回していきます。  
 
出品者は、衆議院芸術議員連盟会員をはじめ、国会議員有志の方々や、芸能人、書家などで、職業、年齢、 性
別なども様々な方々で、文化の創造や交流を願って、心を一つに作品を手がけています。 特に今回は、安倍

晋三首相が初出品となるほか、世界で広く活躍しているフランスの有名画家のマークエ ステル氏による出品

や、映画「天と地と」「蒼き狼」のタイトル文字でおなじみのマルチアーティストの金田石城氏が特別 に参加

するなど、今までにない顔ぶれで多才な作品を紹介。更に、出品者の中には、市田喜一氏（左時枝ご主人）、

鳩山 幸氏（鳩山由紀夫夫人）、増田 登氏（八代亜紀ご主人）の 3 名がご夫婦で参加されます。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このほか、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」と位 置づけ、世界遺産を

始め、文化遺産を保護することが我々の未来にとって如何に重要であるかと云うこと、それに、この美術展の

主催および後援の団体が文化財の保護にどのような活動をしているかなどもパネルで展示して、来場者の方の

理解を深めていきます。  
 
なお、憲政記念館ではチャリティーグッズの販売やチャリティーボックスを設置しませんが、次の第 2 会場

からはチャリティーグッズの販売とチャリティーボックスも設置し、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、後援の文化庁と相談のうえ、過去に文化を創り出して来た、

世界に誇れる和紙漉き等、様々な伝統技能で、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を寄せています。 この『新・

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。 



第９回『新・芸能人の多才な美術展』開催概要 
タイトル 文化財保存活動支援のためのチャリティー企画  

平成 19 年度『新・芸能人の多才な美術展』 
～拡げよう文化の輪・芸術は世界を救う！ ～（Art for Heart 2007）   

主催 「新・芸能人の多才な美術展」実行委員会 
特定非営利活動法人 文化財保存支援機構 
理事長：三輪嘉六（九州国立博物館長） 

後援 文化庁 
財団法人 文化財保護･芸術研究助成財団 
各地域の放送局（ＮＨＫ、民放）、新聞社など   

企画制作 〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-3-26 元赤坂 MI ビル 5F  
ラリス株式会社 代表取締役社長 アートプロデューサー松岡久美子  
TEL.03-5771-6555 FAX.03-5771-8833 

特別協力 財団法人仏教伝道協会 
出展者（芸能人）（五十音順） 出展者 70 名、作品数 145 点  

浅香光代､芦野 宏､安達祐実､東ちづる､新井晴み､安奈 淳､和泉雅子､ 
忌野清志郎､ 内海桂子､梅津榮､ＯＨ-ＳＥ(電撃チョモランマ隊)､ 
大和田伸也､風見章子､川合伸旺､ 川崎麻世､岸 ユキ､北野 武､国広富之､ 
酒井法子､里見浩太朗､清水あきら、水前寺清子､ デヴィ･スカルノ､ 
パパイヤ鈴木､竹脇無我､W-ｉｎｄｓ.橘慶太､堤大二郎､ 東儀秀樹､ 
中川翔子､ 長嶺ヤス子､中原丈雄､蜷川みほ､根本りつ子､原田直之､ 
晴乃 ピーチク､引田天功､左 時枝､ 藤あや子､藤井フミヤ､牧 伸二､松村

邦洋､松本幸四郎､美川憲一､３２６(ミツル)､八代亜紀､ 山本陽子､雪村い

づみ､若原 瞳      
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（出展者 17 名）  

逢沢一郎(衆)､秋葉賢也(衆)､安倍晋三(首相)､海部俊樹(衆)､風間 昶(参)､ 
金子善次郎(衆)､ 小泉俊明(前衆)､鈴木 寛(参)､中川雅治(参)､二階俊博(衆)､
鳩山邦夫(衆)､鳩山由紀夫(衆)､ 深谷隆司(衆)､松下新平(参)､松原 仁(衆)､ 
元宿 仁（自民党本部事務総長）､山本明彦(衆)   

応援出展 市田喜一（左時枝ご主人）、 
鳩山 幸（鳩山由紀夫夫人）、 
増田 登（八代亜紀ご主人） 

特別応援出展 金田石城 （書家） 
特別出展 マークエステル（フランス人画家） 
会期 各地の美術館、博物館、国公立文化施設、 

百貨店美術館 等 
 
《東 京》 衆議院憲政記念館   
※入場無料 4 月 9 日（月）～4 月 13 日（金） 
午前 9 時 30 分～午後 5 時 00 分（入館は午後 4 時 30 分まで）   
※最終日は午後 2 時 30 分閉館（入館は午後 2 時まで）  
東京 メトロ「国会議事堂前」「永田町」下車、2 番出口、徒歩 5～7 分）  



〒100-0014 東京都千代田区永田町 1-1-1  
TEL 03-3581-1651 FAX 03-3581-7962 
《広 島》 呉市 そごう呉店  
4 月 27 日（金）～5 月 6 日（日） 
《岩 手》 盛岡市 川徳・ダイヤモンドホール  
5 月 17 日（木）～5 月 22 日（火） 
《三 重》 中部近鉄百貨店 四日市店（※ 引田天功サイン会）  
11 月 2 日（金）～11 月 6 日（火） 
《大 阪》 日本万国博覧会記念公園内  
12 月 1 日（土）～12 月 16 日（日） 
 
※上記の他にも開催を予定しておりますが、詳細が決まりましたらご案内

致します。なお、併せて開催会場の募集も行っておりますので、お問い合

わせいただけましたら可能な限り、日程調整等をさせていただきたいと存

じます。詳しくは、事務局（ラリス株式会社／電話 03-5114-5728）までお

問い合わせ下さい。 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



第９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事業企画課長   
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  
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･芸術研究助成財団専務理事 
賛助（五十音順） 衆議院芸術議員連盟会員、参議院議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  
安倍 晋三 内閣総理大臣  
海部  俊樹 衆議院議員  
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   
二階  俊博 衆議院議員   
鳩山  邦夫 衆議院議員  
鳩山由紀夫 衆議院議員  
深谷  隆司 衆議院議員  
松下  新平 参議院議員  
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


