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周南市美術博物館
郷土美術資料館・尾崎正章記念館

アート情報

しゅうなん・文化財団

　去る１月１５日（日）に開催したトークセッ
ション「斎藤清の原風景～晩年を過ごした
会津」では、やないづ町立斎藤清美術館
の田﨑治さんから、斎藤清のふるさと会津
や作品のことなどいろいろなお話をうかがい
ました。内容の一部を紹介します。

　「会津の冬（82） 柳津」（1989年）と実際の風
景です。
　作品の感じに雪が積もるのは２月くらいだそうで
す。斎藤作品には、越前和紙が使われており、作
りたい作品に応じて紙を注文していたそうです。

「少女（B）」 1966年
　ムンクに傾倒した斎藤は、
ムンクの作品の模写もしてい
ました。この作品のようにムン
クの影響が見られるものもあり
ます。

「椿」 1980 年
　この作品の背景をよく見ると、
女性像が・・・。実は別の作
品を背景に摺っているそうです。
　どういう意図があったのかは
わかりませんが、ユニークな作
品です。ぜひ実物の作品で確
かめてみてください。

「会津の冬（50）」　1981年
　雪景色の中に、柿の実があるのが不思議でしたが、実際に雪の中に柿の実
がありました。冬の間の鳥の食糧として残しているそうです。
　このほか、作品の中には、雪国ならではの「雪囲い」や会津地方の「桐の木」
など会津の風土が描かれています。それを探してみるのも楽しみ方のひとつかも
しれません。

　斎藤はアメリカで、コラグラフの発案者グレン・アルプスから指導を受けています。
このコラグラフの作品の原版に色をつけたものが斎藤清美術館にあるそうです。板
に白セメントを塗って、盛り上げたりして描いたものを版としてプレス機で刷っています。

【観覧料】 一般 １，０００円（８００円）／大学生 ８００円（６００円）／18歳以下無料
（　）内は前売および２０名以上の団体　　本展をご鑑賞の際は、常設展も無料でご覧いただけます。

２月１９日（日）まで開催中 月曜日休館

来年度の展覧会情報は次のぺージをみてね！
赤ずきん 花が咲いたよ(2011)

コラグラフ原版
やないづ町立斎藤清美術館蔵

ギャラリートーク 2月１１日（土・祝）14：00～ ※観覧券をお求めの上、展示室にお集まりください。

「カフェ クーポール パリ」 1963年



2017.02.01

2周南市美術博物館

美博クイズ～！〈37〉　もんだい
び は く

これは何かな？
なに

【ヒント：版画に使うものだよ】
はん が

こたえはどこかの
ページにあるよ。
さがしてみよう！

　現代日本を代表するデザイ
ナー、シンジカトウ。童話の「赤
ずきんちゃん」から「ポケモン」と
のコラボレーションまで、魅力的
なデザインの品々は、世界中で愛
され続けています。本展では、原
画、下絵、雑貨などの作品約
200 点を展示し、彼の作り出す
夢の世界を紹介します。

H29年度 展覧会紹介
“夢の世界”のデザイナー
シンジカトウ・ワールド(仮称)

６/９(金)～７/30(日)

　永遠のヒーロー、仮面ライダー。
1971年の放送開始から45 年余
り、その人気は世代を超えて広
がっています。本展では、原作者・
石ノ森章太郎の貴重な漫画原稿
やイラスト原画、当時の懐かしい
スチール写真や映像などを紹介。
進化し続ける造形美にも焦点をあ
て、約400点を展示します。

超世代仮面ライダー
プレミアムアート展
８/４(金)～９/18（月･祝）

　「日本童画のパイオニア」と呼
ばれる武井武雄。彼の多彩な創
作活動を紹介し、優しさとユーモ
アに包まれた創造世界に触れても
らう展覧会です。童画だけでなく
版画や玩具など、約250点を展
示します。

武井 武雄 展(仮称)

2018年１/５(金)～２/18(日)

◆都合により会期、内容等が変更になる場合があります。ご了承ください。

赤ずきん 花が咲いたよ(2011)

「コドモノクニ」　第1巻第1号1922年1月号
イルフ童画館蔵

☆「まど・みちおさん　ありがとう」
　缶バッジのプレゼント
２月２８日の来館者先着１００名様に缶バッジをプレゼントします。

☆「まどさんについてのおはなし会
　　　　　　̶まどさんと国際アンデルセン賞̶」
■講 師：板東悠美子氏（ＪＢＢＹ会長）
　 JBBY（一般社団法人日本国際児童図書評議会）会長の板東悠美子さん
　 に、まどさんの国際アンデルセン賞受賞の舞台裏をお話いただきます。

■日 時：平成２９年２月２８日（火）１４：００～（１時間程度）
■場 所：周南市美術博物館ハイビジョンギャラリー
■定 員：５０名　　※電話申し込み・先着順　

２月２８日（火）は、詩人まど・みちおさんの命日です。
周南市美術博物館では、まどさんを偲び、
当日は全館無料とさせていただきます。



＜美博のコレクション展＞ 春だ。旅に出よう！
林忠彦記念室展示室

４コレクション展示室展示室
３

■常設観覧料：一 般 200円（160円）　大学生等 100円（80円）

■休館日：月曜日

（　）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　常設展示室

周南市美術博物館

まど・みちおコーナー 徳山の歴史 特設コーナー展示室
5

◆日　時：３月１９日（日）１０：００～１６：００（終了予定）
◆場　所：周南市美術博物館ハイビジョンギャラリー
◆講　師：原井輝明氏
　　　　　（宇部フロンティア大学短期大学部准教授・画家）
◆対　象：小学生、中学生
◆定　員：１５名
◆参加料：５００円（材料費等）
◆参加申込み：往復はがきに①住所、②氏名、
③学校名・学年、④電話番号を明記の上、
　美術博物館（〒745－0006 周南市花畠町10-16）
までお送りください。申込み多数の場合は抽
選となりますので、ご了承ください。
◆締め切り：３月７日（火）
◆問合せ先：周南市美術博物館
　　　　　（０８３４－２２－８８８０）　　

　「富士山」やお正月の遊
び「羽根つき」の絵など、
徳山毛利家に伝来するおめ
でたい作品を展示していま
す。

　つくしやたんぽぽ。少しずつ春の息吹を感じる季節が近づいてきま
した。暖かくなると、ちょっと足をのばして旅に出たくなりませんか？ 美
博ではこれまでの収蔵品の中から、旅をイメージした作品を集めてご
紹介します。宮崎進の「旅芸
人」や松田正平の「眠る人」な
ど、春らしい旅の雰囲気の展
覧会です。ぜひ美博で旅気分
を味わってみてください。

　2/19（日）まで開催の「斎藤清の世界展」では、斎藤清がアメリカ、メキ
シコ、フランスなどの世界各地を訪れて制作した作品も展示しています。
　そして林忠彦記念室では、旅好きだった林忠彦が写真家仲間と
外国を訪れた際に撮影した中
からピックアップしたものを紹介
中 ！ 林の新たな一面が垣間
見える作品となっています。
　写真家と版画家、それぞ
れの作家を通して世界の旅を
お楽しみください。

２/２５（土）～４/２（日）

松田正平「眠る人」1963年 油彩 イタリア

斎藤清「白い夢」1949年　紙・木版

完成した作品

「斎藤清の世界展」の観覧券で常設展も無料（～2/19まで）
２月28日（火）は、まど・みちおさんの命日のため、観覧料無料。

Ⅱ期：2/1（水）～ 4/30（日）
「異郷好日  世界の旅」

　林忠彦賞の発表を記念して、
林忠彦のオリジナルプリントを紹
介します。東京目黒区にある天
恩山五百羅漢寺に300年間存
在し続けた羅漢像。林忠彦が人
物写真で培った撮影手法を駆
使し、歴史的時間と空間の表現
に挑んだ作品です。

第26回林忠彦賞記念 
林忠彦オリジナルプリント展

観覧無料

てん おん ざん ご ひゃく　ら　かん　じ

「天恩山五百羅漢寺」
３月３日（金）～３月20日（月･祝） ３月６・13日休館
周南市美術博物館 展示室１・２

 「ここちよい《色》の発見～顔料をつくってみよう」
参 加 者 募 集

子ども芸術
ワークショップ vol.13

羅怙羅尊者

美博クイズ～！〈37〉　こたえ
び は く
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周南市美術博物館 その他の2月の展覧会　午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）【展示室1・2】　
入場無料■コンタンポラン ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 24(金)～26(日)(初日は13:00～、最終日は16:00終了）

めでたや  めでたや
　水彩絵の具、クレヨン、ボールペン、油性ペンなどで描かれたまど・
みちおの抽象画。
塗り重ね独特な色
合いを出していま
す。微妙な色使い
をぜひお楽しみくだ
さい。

今回の展示内容は２/２８（火）までです。
２/２6（日）まで展示中!

にあわせて同時展示！

生誕110年・没後20年

斎藤清の世界展

はん　ぎ

「版木」・・・文字や絵などを彫った木の板のこと
を版木と言うんだ。この板にインクをのせて、その上

に紙を置き、バレンで刷ると版画ができるんだ。

現在開催中の「斎藤清の世界展」にも、いくつか版

木が展示されているよ。作品と見比べて、どのよう

に彫ってあるか見てみてね。

も　じ

い いた うえ

げんざいかいさいちゅう さいとうきよし せ かいてん

てん じ

ほ み

さくひん み くら

かみ お す はん が

え ほ き いた

　プロの作家に指導してもらいながら作品を
つくるというのが魅力のワークショップで、
毎回好評です。
　今回は、宇部フロンティア大学短期大学
部准教授で画家の原井輝明（はらい・てる
あき）さんを講師に、土や砂、石などの身
近な素材を使って顔料づくりを体験します。
　みなさんの
ご応募をお待
ちしています。

できた顔
料で

絵も描く
よ。




