美術博物館への行き帰りに
徳山駅 → 美術博物館1６分
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美術博物館 → 徳山駅４分
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午前９時〜午後６時まで20分おきに運行
徳 山 駅 前 発〔 00 20 40 〕 おとな（中学生以上）
美術博物館前発〔 16 36 56 〕 1乗車 100円

（パークアンドライド駐車場前）

発行
【

（小学生以下無料）
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山口県周南市徳山5854-41（0834-22-8787）http://s-bunka.jp/top/

】山 口 県 周 南 市 花 畠 町 1 0 − 1 6 （0834−22−8880）http://s-bunka.jp/bihaku/

【 郷土美術資料館・尾崎正章記念館 】山口県周南市富田永源（永源山公園内）
（0834−62−3119）http://s-bunka.jp/kyoubi/

７７

月 日
（日）
まで開催中 月曜休館
【観覧料】一般 １，
０００円 ／大学生 ８００円
（８００円）
（

（６００円）

）内は前売および２０名以上の団体

18歳以下無料

カウンターテーブル
©Tatsuya Tanaka

新パン線

＃セロハンテープ＃カウンター＃ダイナー

田中さん展示中! 背景には周南の
コンビナートが見えます。

会場では、
新パン線が
走ります。

＃パン＃新幹線
＃このあとおいしくいただきました

甘島（あまとう）＃プリン＃島
＃食品サンプル

地球は甘かった

＃アイスクリーム
＃地球＃食品サンプル

日本文化の中には、古くから
「見立て」の精神が息づいています。
『万
葉集』の中にも「見立て」の表現はみられ、枯山水の庭園では、白砂
や小石を水面になぞらえたり、岩を島に見立てたりします。茶道の世界
では、千利休が、瓢箪（ひょうたん）を花入れにしたり、釣瓶（つるべ）
を水指にしたり本来は茶道具でない物を茶道具として用いました。
また、誰しも小さい頃に、積み木を電車や車に見立てて遊んだ記憶
があることでしょう。実は、「見立て」は私たちにとってとてもなじみの
あることではないかと思います。
文房具や食品など身近にあるものを別のものに見立てたアートを発信
しつづけている、ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也。遊び心
いっぱいの楽しい「見立て」の世界が展示室いっぱいに広がっていま
す。今回は、展示作品の撮影もできます。自分のお気に入りの作品を
みつけてぜひ撮影してみてください。いろいろな角度から作品を見るこ
とで発見があるかもしれません。また、自分の日常も違う視点で見てみ
ると、今まで気づかなかったことが見えてくるかもしれません。
（周南市美術博物館 学芸員 松本久美子）
会場には
大きなブロッコリーも。
この前で記念撮影も
できます。

クモワッサン

＃クロワッサン＃雲＃食品サンプル

「カフェテラスまど」

会期中

限定
メニュー
登場！
！

サンセット・サンゴ（珊瑚）

750 円

さわやかな
ミックスベリージュースを
夕暮れの海辺に
見立ててみました。
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周南市美術博物館

問題の解き方は人それぞれ

＃辞書＃付箋＃ボルダリング

2019.06.01

美人画で一世を風靡し大正ロマンを代表する画家、竹久夢二（1884〜1934）。
明治38年、22歳でデビューして以来、新聞の飾り絵である コマ絵 や挿絵を数多く
発表しました。その叙情的な作品は〈夢二式美人画〉と呼ばれ、
「大正の浮世絵師」
とも称されました。本 展では、日本 有 数の竹久夢二コレクターとして知られる
中右 瑛（なかう えい）氏の貴重な所蔵品の中から、肉筆画や版画、デッサンなどを
展示し、哀愁とロマン溢れる夢二の世界を紹介します。
これまでほとんど公開されることがなかった、欧 米へ旅 行した際のスケッチ、
デッサンも展示し、夢二の新たな魅力をお届けします。

憧

〜
れの 欧米への旅 〜
7月18日木 〜 8月25日日
9：30〜17：00（入館は16：30まで）
（火）休館
開館 翌 8月13日
月曜休館 ※ただし 8月12日（月・振休）
※財団会員には、花畠7月号発送の際に招待券を
お送りします。
（家族会員は一家族につき２枚）

関連イベント
中右 瑛氏講演会「夢二・４人の恋人たち」
日

時

7月18日 13：30〜（90分程度）
※事前申込み
場 周南市美術博物館ハイビジョンギャラリー
員 50名（先着順。定員になり次第締め切ら

会
定

せていただきますので、ご了承ください。）

聴講料
申込方法

無料

※ただし本展覧会の観覧券が必要です。

電話で美 術 博物館までお申し込み
ください。
（0834-22-8880）

学芸員によるギャラリートーク
日

時

8月3日 、8月12日 月・振休
両日とも14：00〜 ※予約不要
※観覧券をお求めの上、展示室に
お集まりください。

観覧料 一般：1,000円（800円）
大学生：800円（600円）

※周南市文化会館でも関連したコンサートを行います♪

モチェオ久 美 が 唄う大 正ロマン
〜 竹久 夢二 展によせて〜
7月18日

（ ）内は前売および 20名以上の団体

19：00開演

一般2,000円 高校生以下1,000円（財団会員ご招待）
詳しくは、周南市文化会館（TEL：0834-22-8787）
までお問い合わせください。

第28回 林忠彦賞 受賞記念写真展

「

18 歳以下 無料

「夢見草」
（セノオ楽譜表紙）

」

の むら け い こ

第28回林忠彦賞受賞記念写真展
「Otari-Pristine Peaks 山霊の庭」
を5月11日から5月19日まで開催しまし
た。開会にあわせて受賞者の野村さ
んも来館されました。
5月12日のトークショーでは、撮影地
である長野県小谷村の自然や、山の
恵みを糧に暮らす人々について語ら
れました。作品に込められた野村さん
の深い想いを知ることができました。

び はく

美博クイズ〜！〈65〉 もんだい
たん けん

び じゅつはく ぶつ かん

うら がわ

探検ツアーでは、美術博物館の裏側を
探 検 するだ けでは なく、展 示 作 業 も
体験できるよ。この道具を使って展示
するのは次のうちどれでしょう？
①油絵 ②掛軸 ③屏風 ④写真
てん

どう ぐ

たい けん

じ

さ ぎょう

つか

つぎ

あぶら え

かけ じく

びょう ぶ

しゃ しん

こたえはどこかのページにあるよ。
さがしてみよう！
周南市美術博物館
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（
常設観覧料：一 般 200円（160円） 大学生等 100円（80円）

）内は 20 名以上の団体
※18歳以下および70歳以上無料 ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
戦傷病者手帳等をご持参の方とその介護の方は無料

周南市美術博物館

常設展示室

休館日：月曜日 「MINIATURE LIFE展 〜田中達也 見立ての世界〜」の観覧券で常設展も無料（〜7/7）

林忠彦記念室

展示室

４

「織田廣喜」

６/３０
（日）まで展示中

林忠彦は、織田廣喜の東京・高井戸にあった手作りの家に初めて訪れたときのことを次のように書いてい
ます。「絵をかくためだけに建てた小屋といったもので、言ってみれば全部が仕事部屋なんです。（中略）柱と
板とロープでできた、絵を描いて寝るためだけの小屋。家の中にかなりの隙間があったので、これは？と尋ね
ると、その時制作中だった 500 号の絵を出し入れするためのものだというのです。電気もガスも水道もない。
リラ夫人に「電気もなくて、日が暮れたらどうするの？」と聞くと、
「日が暮れたら寝るんです」と何の屈託も
ない笑顔がかえってきました。」
（林忠彦「いつも素晴しい絵と、素晴しい家族があった」
『讃歌』より）
彼のユニークな仕事ぶりや真摯な人柄に惚れ込んだ林は、30 数年にわたり、この一人の画家を撮り続け
ました。そこには織田廣喜とともにリラ夫人や長男など家族の風景も写し出されています。
作品からは、織田廣喜
の 暮らしや 制 作スタイル
を見てとれるだけでなく、
長男の成長ぶりで時間の
経 過をも感じることがで
きます。
ちなみに、長男広比古
も父と同じく画 家として
活躍しました。
自宅中庭で制作する織田と手伝う長男 1969年

大作の運搬を手伝う広比古君

まど・みちおコーナー

展示室
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没後300年

今回の内容の展示は6/30（日）
まで

「
（タイトルなし）
」 1962年

参加者募集

ワクワク! ドキドキ! さぁどんな体験ができるかな？

■日 時

しゃしん

どう ぐ

■定

員 １０組（お子さまだけでの参加はできません）

かくだい ず

拡大図

や はず

いう掛軸をかけるための
さき

道具だよ。棒の先には掛
ひも

軸の紐をかけられるよう
わ

かな ぐ

に、2つに分かれた金具がついているんだ。
たんけん

かいさい

くわ

うえ

「探検ツアー」は８月１０日(土)に開催するよ！詳しくは上をみてね！
3

周南市美術博物館

象 小学４、
５、
６年生、中学生とその

■参加料

写真の道具は「矢筈」と
ぼう

午後１時３０分〜３時３０分（予定）

所 周南市美術博物館

■対

美博クイズ〜！
〈65〉 こたえ
かけ じく

8月10日
（土）

■場

はく

②掛軸だよ。

三代藩主毛利元次

今回の特設コーナーでは、三代藩主の元次について紹介しています。
元次は歴代藩主の中でも特に学問好きな殿様でした。読書に没頭
し、古今の書籍を積極的に収集しました。
館邸のかたわらには、学問所と家臣や学者たちとの交遊の場を兼
ねた棲息堂を建てました。その棲息堂の東に建てられた書庫には、
漢 籍を中 心に 3 万 冊にも
及ぶ書籍が収められてい
ました。
また元次は、棲息堂に
儒学者を集めて四書五経
や史書について議論した
りしたといいますが、今回
展 示している書 籍にも赤
字でびっしりと書き込みが
されています。おそらく元
次が書き込んだものではな
いかと思われます。

「空」 1962年

美術博物館探検ツアー

び

窓辺に憩う画家と下から
見上げる坊や 1954年

徳山の歴史 特設コーナー

まど・みちおは、19 61年〜19 6 4 年にかけて集中して抽象画を描
いています。これらの作品は、身近にあったクレヨン、水彩絵の具、
マジック、
フェルトペンやボールペンなどで画用紙に描かれています。
その多くが、
何回も塗り重ねられ独特な色合いを生み出しています。
まどさん独特の「色」に注目してお楽しみください。

美術博物館の裏側を
のぞいてみよう！

1961年

保護者の方

無

料

市外の方も参加ＯＫです!

■お申し込み 往復はがきに①住所、②参
加者全員の氏名・年齢③お子さまの学校
名・学年、④電話番号を明記のうえ、周南
市美術博物館
（〒745-0006 周南市花畠
町10-16）
までお送りください。
■締 切 7月25日
（木）
必着
※希望者多数の場合は抽選となりますので、ご
了承ください。

2019.06.01
周南

ART and HISTORY インフォメーション
周南市美術博物館
☎0834-22-8880

〜永源山公園の中にある美術館〜

周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館

MINIATURE LIFE展

9時30分〜17時
（入館は16時30分まで）
観覧料：一般200円
（160円）学生等100円
（80円）

〜田中達也 見立ての世界〜
〜７／７
（日）

周南市郷土美術資料館
☎0834-62-3119

（

休館日：月曜日 ※ただし6/3〜6/28は展示替えのため休館。

〜６／２
（日）

◆林忠彦写真展
「日本の画家」
と尾崎正章常設展
「海をみつめて」
は、
６／２
（日）
まで展示しています。

有福敬子作品展

尾崎正章常設展「海をみつめて」
〜６／２
（日）

６／２９
（土）
〜８／２５
（日）

６／６
（木）
〜９／２３
（月・祝）

秋の風を感じながら、鮮やかなコスモスの間を紙ひこうきが飛んでいます。
よく見ると、その紙ひこうきには青空が映し出されています。
有福氏の描く風景には、
自然の持つ美しさだけでな
く、空を映し出した紙ひこう
きのように、彼女自身の「思
い」も込められています。自
然の風景でありながら心象
風景ともいえる作品は、見
る人を癒しの世界へといざな
います。有福氏の作品を通
して、おだやかな癒しの時
間を過ごしていただけたらと
思います。

第７回新県美展

「風が吹いたら」アクリル・キャンバス

尾崎正章常設展「山をみつめて」
６／２９
（土）
〜９／１
（日）
防府

版籍奉還150年記念企画
「萩藩とは？」第1弾

萩藩のはじまり

６／１
（土）
〜７／７
（日）
山口

山口県立美術館
☎083-925-7788

萩

萩博物館
☎0838-25-6447

長門

香月泰男美術館
☎0837-43-2500

広島

広島県立美術館
☎082-221-6246

下瀬信雄展
〜７／７
（日）
萩の夏みかん物語りⅠ
〜６／１１
（木）
香月動物園

（第71回広島県美術展）

作 家による作 品 解 説 （ 手 話 通 訳 付 ）

６／２２
（土）
〜７／７
（日）
広島市現代美術館
☎082-264-1121

福岡

福岡市博物館
☎092-845-5011

[特別展] 山口啓介

ジャズライブ♪

後ろむきに前に歩く

7月13日（土）15：0０〜 演奏： musée 5

「かこさとし」
の世界展

FBS開局50周年 ジブリの大博覧会
〜ナウシカからマーニーまで〜

本年度2回目は、尾崎正章がみつめた山、秋吉台の風景画を展示します。
画家を志し静物画や女性像を描いてきた尾崎が、
はじめて風景画に取り
組んだのが秋吉台です。山焼き
の後の水墨画のような美しさや
萌えいずる新緑の鮮やかさ。言葉
では表現できない魅力を感じ、大
地にキャンバスを立て、風に吹か
れながら作品を制作しました。
尾崎が描いた秋吉台の四季
「秋吉台」 1960年頃 油彩・キャンバス
折々の表情をぜひご覧ください。

京都 大報恩寺
「快慶・定慶のみほとけ」
〜６／１６
（日）

北九州市立美術館・分館
☎093-562-3215

高野山金剛峯寺襖絵完成記念
千住博展
〜日本の美を極め、世界の美を拓く
〜６／１６
（日）

ミニコラム

私がまだ小学校低

時

24

学年の頃︑今のよう

にテレビ番組は

間放送ではなく︑深

夜は放送を休止して

いた時代の話です︒

早朝６時前ぐらいだったと記憶

していますが︑テレビ放送が始

まるときに砂嵐︵一部地域では

ジャミジャミというらしい︶が

終わり︑試験放送が始まりま

す︒﹁ピー﹂という音と共にカ

ラーパターンがしばらく表示さ

れた後︑ロゴ付きの映像や音楽

を流していました︒山口放送は

アンテナのような映像にオーケ

ストラとピアノの演奏でした︒

後にそれがチャイコフスキーの

年以上前の事です

40

ピアノ協奏曲第１番だと知りま

した︒もう

が︑今でもそのメロディーを

日にロシア国立交響楽

はっきりと覚えています︒

７月

団がオールチャイコフスキープ

ログラムを携えて周南市文化会

館にやってきます︒ポリャンス

キー指揮でのロシア国立交響楽

団の演奏は情熱的かつ繊細で聴

きどころ満載です︒ロシアを代

表するオーケストラと︑人気絶

頂のピアニスト︑アンナ・フェ

ドロヴァが幼い日の思い出の曲

と再会させてくれるのを今から

︵西村︶

とても楽しみにしています︒

25

正午からは
入場無料

尾崎正章常設展「山をみつめて」 大展示室
６月２9日（土）〜9月1日（日）

６／１５
（土）
〜８／４
（日）

〜６／２３
（日）
九州国立博物館
☎050-5542-8600

正午までは
入場無料

6月29日（土）９：３０〜

６／８
（土）
〜９／４
（水）
ひろしま美術館
☎082-223-2530

中・小展示室

「―自然の中で癒やされて ―」
６月２9日（土）〜8月25日（日）

有福敬子作品展
「―自然の中で癒されて―」

毛利博物館
☎0835-22-0001

）
内は20名以上の団体 ※18歳以下および70歳以上無料

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等をご持参の方とその介護の方は無料

林忠彦写真展「日本の画家」

周南市美術博物館
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