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■「これからの美術館、どうなったらいいですか？」に寄せられたメッセージ 

 

●県民ギャラリーについて 

・県民展示ギャラリーはやはりこの大きさがいいと思います。収納庫の問題もあります

が、慣れ親しんだ空間は、表現者とって大事なものなのです。  

・2011 年よりギャラリーを使っています。これだけの規模のものは、東北にありませ

ん。ぜひ存続してほしいものです。 (S.Y) 

・ギャラリーの存在は必須！この規模で、駐車場も広く確保されている施設は仙台に他

にないです。高美展や造形展のように遠くから多くの人が搬入・搬出・鑑賞に利用する

のに重要ポイントなのです!ひとつ注文するとすれば…トイレの手洗いの水道何とかな

りませんか。ここがせまくて洗いにくいの(水道と壁の間が狭いことをさすイラスト)  

(A) 

・机・イス・展示台・アクリルケース etc…だれでも使いやすい設備を新調してほしい

です。(古いので…) 

・ギャラリーを気軽に利用出来たら良いのにと、前から思っています。カフェももっと

軽いものがあればー。 

・この空間を失うことはとても惜しいことと考えてなりません。存続を願うばかりです。 

 

●創作室について 

・創作室はぜひなくさないで下さい。気軽に利用できるティーコーナーをぜひ作って下

さい 

・いつでも気軽によれる空間であってほしいと思います。しかも無料で利用できると最

高ですね。創作室はいつまでも残してほしいです。作らずに何をかせむ…ですね。  

・創作室の拡充を希望 創作室大好きです！ 

・創作室は素晴らしい場です。ただ、冬が寒くて、筆を持つ手がふるえます....。もう少

しあたたかくなったらなあ....。 

・創作室で活動しています。仙台に転勤して来てこのすばらしい空間を知り、先生方や

友人達と語り、キチョー！な時間を過ごしています。 

・特別展をみるのはもちろん楽しみですがやはり創作室での作成が一番の楽しみです。

これからも自由に創作活動を続けられる場を充実させて下さい。 

・この場所で改修しながら続いてくれればいいと思います。城跡周辺のこの場所がいい

です 

・創作室はとても良い施設だと思うので、もっともっと活かしてほしいと思います。 

・このようなすばらしいお宝をなくさないでください。今来ている子供たちが 10 年後

も来て制作ができるところがありますように。 

・リニューアル中美術館はどうなっていますか？創作室はとじたままですか？どこか
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で制作を続けられるところがほしいです。 

・もっともっと自由な創作の場を！もちろん、ここ、この場所で！ 

・オープンアトリエの自在さは、宮城県の宝です。 

・創作室はずっと残していきたいですネ！まずは現地改修になり、良かったです。  

・創作室について‼ 

 リニューアルの 2 年間創作室が使用不可は、とても困ります！別の場所が欲しいで

す。 

・宮城県美術館の創作室は無料で、誰でも自由に制作が出来ます。専門的な道具や機械・

器具が揃っている事、そして多くの作家達が集まるので【場の力】がある事。 

私はこの創作室で 20 年近く銅版画の制作をして参りましたが、物を作る人たちにと

って創作室は天国です！ 全国でもこの様な場所はなく、前川建築とともに宮城県美

術館の特筆すべき場所だと思います。今後も有料化や時間制限の枠が作られる事なく、

自主自立（自律）の精神が息づく「自由」な創作室がいつまでもある事を願ってやみ

ません。 

 

●教育普及について 

・一般の人々が参加できるアートコミュニケーターを取り入れてくれるといいな。 

・こんな時代だからこそ、対話の場所の存在が大切、と思います。 

・ワークショップがすごく楽しいから、コロナが収束したらたくさんやってほしい‼ 

・素晴らしい企画も大切ですがもっと県民・市民に利用される空間があってもいいので

はと思います。 

・専門技術を体験できるワークショップを受けたい‼ 

 

●子供向け・親子向けの取り組みについて 

・子どもにももっと身近な展示・体験が増えたらいいです！ 

・子どもたちが自由に創作活動ができるようなイベントがたくさんあるといいなと思

います。 

・海外のようにこどもがわいわいしても OK なくうきのある空間。 

・子どもが親しみを持てる場所 

・子供の情操教育はもちろん。大人も、日常生活をゆたかにするヒントがたくさんある

のが美術館です。たとえ、即効性がなくともじわりじわりと人生に彩を与えてくれると

信じています。このままの形でこの場所でいつまでも‼  

・小学生を教える教師が交流を深め、育つ場になればいいなあ…。 

・小さな子供も一緒にみられるようになりたい。(子育て中がまんしていたから) 

・託児室みたいなのあったらなあ…  

・子どもも大人も幸せな時間を過ごせる美術館であってほしいです♡ 
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・みなさんがかいたえがいっぱいのびじゅつかんにしたいです。 

 

●バリアフリーについて 

・老朽化は否めない 階段スロープ、トイレ、休憩カフェレストランなど、高齢化に対

応があるとうれしい。 

・今の美術館、好きです♡トイレがより広く、子供から年配の方が使いやすいバリアフ

リーの建物になってくれると良いです！ 

・改善される予定と聞いていますので今の設備を備えて、障がい者も気軽に見れること

を希望します。 

・環境は申し分ないです。高齢者にやさしいバリアフリー化を是非すすめて欲しいです。 

 

●建築・改修リニューアルについて 

・改築する場合はあまり現状を変えてほしくないですね‼ 

・裏庭へのアクセスを広く 

・川が見えるようにしてほしい！ますます魅力アップすると思います。 

・まだまだ県美を楽しみきれてないなーと思いました。訪問するキッカケが、建築学生

にも増えるといいなと思います。 

・美術館のあるべき姿を実践的に見せてもらえるものと期待している。美術館という建

築はどうあるべきか美術館活動の実践の場として示してくれることを期待します。 

・築 40 年の建築を壊す時代は終わりました。丁寧に使い続けて、直され続けて、愛さ

れ続けることのできる美術館になるはず‼ 

・アリスの庭も北側の庭も大好きです。気軽にお散歩に来られる大好きな場所です。建

物も庭もこのまま残してほしいです。 

・100 歳までも遺してほしい建造物・庭。今まで以上に頑丈にリニューアルしてほしい

です。これからもバランスの良い企画展に期待しています。 

・いつ来てもゆったりゆっくり心おだやかに空間、時間をすごせるゆとりある美術館で

あれ‼ 

・トイレを改修してほしい 

・美しい庭や彫刻、景観を含め、県美は 1 つの芸術作品だと思います。いつまでもこの

川内の地に存続してほしいです。 

・新聞に移転の記事が出ましたがすぐに反対だと思い記事にも書きました。良き場所で

美しい建物残してください。 

・杜の都の美術館として景観を大切に市民の憩いの場として存続して欲しい♡ 

・周囲の環境も生かして活性化したい人が気楽に集まれる拠点 

・仙台でも大切な建物の１つ、市民の憩いの場として残ってほしいです。 

・移転問題は解決したので、今度はどう改修するかみんなで慎重に大切に考えていけば、
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と思います。美術館は、山形や福島や郡山、上野のように回りの環境があってこそなの

で、県民がくつろげるよう、引き続き村井知事が変なことをしないよう監視していきた

いと思います。みんなで応援して行きましょう！ 

・Sweden の美術館では夏に野外コンサートを開いたりして、美術のみならず空間を生

かしての芸術、音楽など提供していたのが印象的。この県美も、Art を中心に、みどり

の空間も活用してもらいたい。今のままでも特に不満はないけれど、この景観や立地な

ど、守ってほしい。 

・移転中止！心から喜んでいます。杜の都仙台の緑深い場所でこれからもステキな企画

をたくさん見せてください！アリスの庭大好きです。 

・宮城の財産として、大切に残してほしいです。子どもたちが、たくさん来て、「美っ

くり」と触れ合える場であってほしいと思っています。 

・このまま古くなっていけばいいと思います。あと修繕しつつ、ほんとうに壊れて使え

なくなるまでつかいましょう。 

・エントランスの照明がもう少し明るくなるとうれしいです  

・河と緑、木と花 周辺環境を大切に多くの人々に感動を与えて下さい。 

・40 年経っても現地存続‼芸術都市として存在してほしいかな。 

・心が休まるところなのでこのまま。この場所にあってほしいです。  

・この場所で存続することが決まってほっとしています。広瀬川が見える場所にある彫

刻これからも維持して行って下さい。 

・県美の建物も歴史もなにより県民はじめ訪れる人みんなでつくってきた活動も大き

な財産だと思います。長くみんなで大切にすべき美術館だと思います。 

・この場所、この建物が宮城美術館。ずっとずっと 

・建築資産として文化として、ずっと大切に使い続けてほしいです。 

・今まで通り、いつ来ても心地よい空間。  

・この場所がイイのです！川内の環境で、このままずっと、ココで。 

・文教地区の中にあってほしい。上野公園みたいにアート地区になるといい。 

・図書館などを併設し、美術館以外の機能もあることで立ち寄りやすくなると思う 

・愛すべき建築物は市民の財産です。全体の調和のとれた、メンテナンスを希望します。

裏庭ももっときれいにすると、もっと居心地の良いものとなるのでは！ 

・この場所で本当に良かった‼たくさんの本物を楽しませてください。 

・このままこの場所でのこってほしいです。立地も建物も大好きです。いつもありがと

う。 

・公共施設はトイレが大切と聞いた事があります。創作室側のトイレを TOTO の最新

トイレに変えてみるのはいかがでしょうか…？ 

・美術館ができた頃、私は大学で弘前に住み始めました。お城の公園にも行き、市民会

館にも大変お世話になりました。近くには市役所も…。でも、今回の移転問題がきっか
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けで、初めて前川國男氏のことを知った次第です。弘前も大好きなところです。“前川

ブルーさがしてきました”前川氏の作品についての催しものも観たいと思います。そし

て、この美術館が、この素晴らしい環境と建造美のまま、存続されていけるように、と

思います。できること、協力したいです！ (K.M) 

・この場所に残ってくれることになり、嬉しいです。今後とも、世界中の美術品を見せ

ていただけたら良いと思います。お願いします。 

・よかったよかった 本当にこの美術館がのこってよかった 皆がいつも集える場所

に 

 

 

●この展覧会について 

・これまでの特別展を振り返りまた企画してほしいなあと思いました。40 周年を迎え

リクエストを受け付けるのも良いのでは？  

・40 年おめでとうございます。歴史の中に数々の人々が生き続けています。今後も、

この地で歴史を重ねて行き、訪れた人々の心に残る作品でありますように。 

・過去にさかのぼって見たい企画展がいっぱいありました。これからも楽しみにおつき

あいして行きたいです 

・県美 40 歳、おめでとうございます！50 歳還暦、喜寿、米寿、卒寿と末長く、ここに

在りますように！芸術家の創作物、そこから受ける感動、インスピレーション、アート

を味わうゆとりあるひとときがとっても大切♡娘とももっと来たいです。 

・1995～ その前～も美術館のお知らせを放送していました 悦ばしい♡♡やっぱり

県美っていいネ！  

・元県美学芸部長のことば、とても良い この通りだ。 

・この展覧会そのものもアーカイブにしてほしい。でっかいポートフォリオにしてほし

いです。 

・アンソール展で監視員をしました。ネムカケしていたらお客さん 1 人に「あれは地震

計ですか」ときかれました。はい、どの位ゆれたら忠良さんの像がたおれるか…いいえ

温湿度計でしたね。 

・世界の著名現代美術家が日本の伝統に作画した作品としての凧展は圧巻であった。創

作室での現代風作家で日本の凧の会員広井力氏はより風つくりも有意義であり、個性も

あるモダンカイトを美術館で揚げたのも楽しかった (仙台凧の会) 

・インテリアを学ぶ専門学生です。この詳細図を見られてほんとう良かった。 

・またこういう事が出来る美術館になりますように。  

 美術館の現地存続、本当に嬉しかったです。ほっとしました。こんなにいろんな作家、

ジャンルの展覧会があったなんて、今だったら全部見に来たい！県民ネットを中心にし

た今回の運動で美術を見る目、美術館の気持ちが変わりました。  
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・建物は固定資産だが美術館は生きている。ポスターをながめていたら、美術館は樹木

だと！年輪が浮かんできた。繁る葉の輝きがさしこんできた。呼吸し続けてほしい。 

・県立美術館について改めて考える良い展示でした。皆でアーカイブをより充実させて

10 年後も観たいです。 

 

●これからの美術館のソフトについて 

・若い人達が来たくなるようなアーティストの作品をもっと呼んでほしい。現役で活動

している若手作家さんの展示が見たい‼ 

・特別展を現状よりにしてほしいなと思います.... 

・関西、四国、九州の文化に触れてみたい(行けない) 

・河北美術展をココでやって欲しい！天井の高い空間でゆっくり堪能したいです！是

非！ 

・美術品でこれ！と言う一点が欲しいです 

・まさしく、県民・市民・全ての人に開かれた ひらかれた 美術館に！美術(芸術)(文

化)に知らず知らずにも関心・興味・自分のかてにしていける風土作りの現場になるよ

うな工夫をしていこう！行って下さい。 

・40 年間の展示をみて「宮城の 5 人展」のような地元の芸術家を育む展示があまりに

も少ないと感じました。今後は東北・宮城を意識した展示や企画をたくさん展開してい

ただきたいです。 

・いろいろ新しい分野のものも紹介していただけたらと思います 

・展示を見るだけでなくいつ来てもゆっくりのんびりすごせ、アートな雰囲気を楽しめ

る場所であってほしい。今もそうですけどね♡ 

・宮城県の 1 つのシンボルとして、これからもっと広い認知を持ってもらいたい。 

・館内でできることを増やしては 三重奏、演技、ex…、こどもの遊び場として 1 日限

定開放するとか！ 

・美術に対する堅いイメージがなくなって若い人も気軽に立ち入りやすい場所になっ

てほしい。 

・いつ、誰が、なんとなく訪れたとしても、その人の人生に何か思い出や影響をくれる、

これからもそんな場であってくれたらうれしいです。 

・改善点多すぎ‼でも、一歩一歩!!! 

・日本の美術館すべてにあてはまるが、美術だけでなく非美術をも意識的に含んだ展示

(あるいは非展示)が時代に即している。みちのくの造形展、人形展がよい例。呪物の展

示、おしらさま人形、神様などまた触れることが可能なものの展示(非展示) 

・まじめ、地味路線→時々はパワーがあり、刺激的な企画にもチャレンジ！ 

・みんなの心が安らぐ場所で、もっと気らくに来場できる美術館になってほしいです。

⚘多様な美術館を！ 
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・アート・ウォッチングをまた開催してほしい。 

・今でも妻と一緒に見に行くことが多いのですが、ミュージアムショップを大きくして

ほしい。また、各地の美術館に多く行っているのですが、やはり県美術館はいいですね。 

・宮城県美術館は、クレーやカンディンスキーを中心にドイツ表現主義の絵が目玉の近

代芸術美術館です。これを観ようと全国からファンが来ます。しかし、抽象で分からな

い！との声がありなかなか観覧車が増えないのがとても残念です。宝の持ち腐れかもし

れません。私は学生の頃クレーに魅せられ、それが縁で今も抽象画を描いています。で

も「だまって観ればわかる…！」ではなく、一寸した第三者のいざないがあれば、と思

います。学芸員さんを中心に協力者をひきいて鑑賞者へのいざないを求めます～～。 

(クレー愛好家) 

・いつ訪れても変わらず迎えてくれる建物で、企画展を楽しむ機会をこれからもずっと

…。 

・宮城県の美術文化を自他ともに知らせる伝える美術館であるとの視点を高めてほし

い！青森、岩手、秋田、福島、山形の美術館を訪れればその県出身の作家をしることが

できる。が、宮城にはないのが残念！常設展に現役で活躍作家が殆どない。このポスタ

ー展を一見しても「みやぎの五人展」「みやぎのアート」が散見するのみである。 

・今のこのままのこの自然を大切にしてその中に美術館がずっとあってほしいいで

す！気軽に足を運べるような美術館にもなってほしい！ 

・もっと多くの市民、県民、東北の人々にこの美術館を訪れて、盛り上げることが大切

です。このため美術館の関係者だけでなく、美術館を知る人々と協力することが大切で

す。 

・世代を通じて共通の話題となり、人をつなぐ架け橋になる美術館 

・世代を超えて人々が交流する場 美術作品を鑑賞した後感想を言い合いたい！“感性

の共有”をしてみたい！ （仙台の大学生） 

・1 本筋が通っていればいいと思います。 

・野外スペースを活用したイベント、インスタレーション等ももっとしたらよいと思い

ます。素敵な空間なのですから…。 

・みるだけではない利用者の多い美術館だと気づかされます 来場者のふえる工夫と

行動力を望みますな 

・海外、国内の美術作品をもっともっと展示してほしいです。個人的にはヨーロッパの

作品が大好きです。☻ 

・コロナ禍以降、「沈黙」が前提の図書館や美術館が心の拠り所となってきました。ま

た賑やかな時代がやってきてもこの気持ちは忘れずに、「沈黙」も大切にしていきたい

と思います。初民の宝の美術館と仲良く手を取っていきたいと思います。 

・喧騒から離れた、落ち着いた雰囲気が、一息つけます。この雰囲気を残しつつ、美術

館としての新しさ(ソフト・教育)なども取り入れていってほしいです。 
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・県民参加型のソフト面、皆んなで実現できればと思っています。 

・気軽にコーヒーを片手にして、鑑賞後の話をできる場所が欲しいです！ 

・こんな感じで続けて下さい 

・ここに集まる人たちの“品の良さ”が世の中全体の流れになっていったらどんなにいい

でしょう。 

・何か与えられるものを受け取って帰るだけでなく、自由になれる場所・空間としての

美術館を追求し続けてほしいです  

・これからも、“誰にもこびない”美術館のままでいてほしい。“SNS 映え”とか絶対に気

にしないでほしい。 (1995 年生まれ) 

・先日、震災 10 年で「復興検証」を考えるイベントに参加しました。「復興とは何かを

考え続けることこそ検証」という言葉が忘れられません。「美術館とは何か」「自分はど

うかかわり続け何を学び得るか」を考え続けられる場であって欲しい。 

・足立美術展のように県外の美術館展広げてほしい。むなかたしこう展をまだみてない

のでもう一度！ 

・美術がどんどん、ゼータク品あつかいになりつつあり、一部の人の特権と化しつつあ

ります。美術は人が人として生きて行く上で不可欠なものだと思います。それを伝える

場だと良いな。 

●図書館について 

・図書館の本がもっと充実したらうれしいです。スタッフさんの背後にある本も気軽に

見てみたいなぁ… 

 

●県民と美術館の関係について 

・関わる人の声を沢山聞く 

・宮城県美術館誕生 40 年、おめでとうございます。皆でお祝いできるのも、県美ネッ

トの皆様のおかげです。ありがとうございました。これからも県民に愛される美術館で

あり続けますよう願っています。広く県民の声を聞く耳を県知事・県職員が持ち続けて

くれますように！  

・ある意味「県政から県民の手に(県美を)取り戻す」ことが必要なのかも知れない.... 

 

●広報について 

・ＴＶでＣＭされるとうれしい。 

・ホームページが使いにくい。何とか見やすく使いやすいユーザーの立場にたったホー

ムページを望みます。  

 

●他施設との連携について 

・これまで積み上げてきたことを大切に育て続けつつ、同時にいつもこれまでの殻を打



    宮城県美術館のリニューアルに関する県民からの意見の提出についての要望書 添付資料 

2021.11.8 

 9 

ち破る気持とそのための挑戦ができる館であってほしい。仙台のミュージアムの連携組

織である SMMA にも、もう一度参加してくれるとうれしいな… 

・SMMA に入ったらいいと思います。 

 

●その他 

・美術館はこの上何も注文はありません。ただ一つ、前庭のユリの木(又はチューリッ

プの木)が今年は、ほんの一，二個しか花が咲かなかったようで淋しく思いました。ゴ

ッホ展で見た(10 年位前)花は圧巻でした。 


