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８月19日㈰に無料送迎バス「フレンドリーアート号」が
嶺南各市町を経由し県立美術館まで運行します。

先着50名様までで要予約。
お申し込み、お問い合わせは

福井県教育庁文化課（TEL：0776－20－0582）まで。

嶺南地域から来館されるお客様へ

関連
企画

みんなでつくろう！
森の小鳥たち

小さな小さな音楽会

ナイトミュージアム体験
～ドキドキ★夜の美術館～

■参加希望の方は

　往復ハガキに郵便番号、

　住所、氏名、電話番号、

　人数（１枚につき５名まで）を

　明記の上、７月20日までに

　美術館に申し込んでください。

　応募多数の場合、抽選の上、

　結果を７月下旬にハガキで

　お知らせします。

●同時開催
　「福井県立美術館館蔵名品展　後期」
　本展のチケットでご覧いただけます。

●次回展覧会案内
　「華麗なるアール･ヌーヴォ－、
　　　アール･デコの世界
　　　　　～ガレ、ドーム、ラリック～」
　　　　　　　　11月５日㈮～11月４日㈰

ぼくもわたしも
動物ファンタジー音楽隊

絵本読み聞かせ

会期中毎日
ミンケパットさんは、ピアノで小鳥達と

ささやかな音楽会を開きます。
だけど、あれれ？

いつも音楽会を楽しみにしている
小鳥たちの姿が見えないよ。

みんなで小鳥達をいっぱい描いて、
すてきな音楽会にしようよ！

８月３日㈮　午後８時～９時
８月４日㈯　午後５時～６時
普段見れない閉館後の美術館。
何が起こるかはお楽しみ！

参加
無料

８月11日㈯　午後２時～３時
８月18日㈯　午後２時～３時

ミンケパットさんの
お部屋での音楽会。

どんな曲が流れるかな？

要展覧会
チケット

８月25日㈯　午後２時～３時
８月26日㈰　午後２時～３時
講師：福井大学教授　橋本龍雄
さあ、一緒に音を楽しもうよ！

参加
無料

参加
無料

毎週土曜日　午前11時～

参加
無料

参加
無料

８月10日㈮　午後６時30分～７時
ポーランドの生んだ

ピアノの詩人・ショパンの曲などを中心に、
ヨゼフ・ウィルコンの生まれた国に

思いをはせよう。

会　　期　2007年 8月3日㈮～8月26日㈰
開館時間　午前9時～午後5時（金曜日は夜8時まで）

　　　　　入館は午後4時30分まで

入 場 料　一般600円、高大生400円、小･中生200円　

　　　　　※30名以上の団体は２割引

主　　催　福井県立美術館

後　　援　県内各市町教育委員会、福井新聞社、NHK福井放送局

　　　　　FBC福井放送、福井テレビ、FM福井

企画協力　Wonder  Art  Production

ワークショップ協力　福井大学

　　　　　　　　　　福井県立美術館ボランティアの会

会期中
無休

　ヨーロッパで高い評価を受ける絵本･彫刻作家、ヨゼフ･ウィルコン。廃材や流木、ブリキを用

いて作られた表情豊かな動物たちは、ユーモラスで愛らしく、作者の動物や自然に対する愛情と

優しい眼差しを感じさせます。本展ではそれらの動物たちとともに、絵本とその原画の展示によ

り、個性的なキャラクターをストーリーを交えてご紹介します。イマジネーションと楽しさに溢

れる世界をこの夏、体験してみてください。
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私がなぜ創造するかって？

それはわたしにとって、

なぜ生きてるのか聞かれるようなもの。

そう、私は何も創らずには生きられない。

自由であることが何よりも大切だ。

ましてや創造性には欠かせない。

インスピレーションの源泉は、

人類の美しい創造物であり、大自然である。

鳥や魚、蝶や様々な動物たち。それはみんな、美しい大自然の一部だ。

そして、この美しさを理解できるのは人類だけなのだと思う。

もし人が美を愛するものなら、動物を愛さないわけがないだろう。

子どもたちには、美しさの感じ方を伝えていきたいな。

子どもたちは自然や動物が大好き。

その健やかな成長には欠かせない大切なもの。

そして大切な自然環境と動物の運命は、

私たちにかかっている。

アーティストとして

この上ない喜びを感じる瞬間。

これこそが私の作品だ！

と思える何かを創造できた時。

作家略歴
ヨゼフ･ウィルコン

1930年、ポーランド生まれ。ポーランドでもっとも有名なイラスト

レーターの一人であり、動物を描いては第一人者。ライプチヒ国際

図書デザイン展金賞、ボローニャグラフィック賞、ライプツィヒ栄

誉賞など数々の栄誉に輝いている。2005年6月には、これまでの功

績が称えられてポーランド政府より文化勲章を授与された。
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平成19年度福井県立美術館移動美術館敦賀展

「三上誠／
 　平成18年度新収蔵品紹介」
平成19年 9/8（土）～9/21（金）
午前９時～午後５時（入場は午後４時30分まで）
（休館日：9/10（月）、16日（日）、17日（月））

会 場
プラザ萬象
敦賀市東洋町１－１　TEL：0770（22）9711

一般・大学生 100円（団体30名以上は２割引）
高校生以下・70歳以上・障害者手帳等をお持ちの方は無料

移動美術館 小浜・敦賀展

福井県立美術館では、当館のコレクションを地域で身近に鑑賞していただくことができるよう、「移動美術館」を実施しています。
今回の展覧会では、三上誠の作品や、昨年度に新しく収蔵した作品を展示します。

平成19年度福井県立美術館移動美術館小浜展1

「三上誠／
 　平成18年度新収蔵品紹介」
平成19年 8/4（土）～8/15（水）

三上誠「蓮と少女」

安田靫彦 「方丈閑日」

午前９時～午後５時（入場は午後４時30分まで）

会 場
福井県立若狭歴史民族資料館
小浜市遠敷２丁目104　TEL：0770（56）0525

一般・大学生 100円（団体30名以上は２割引）
高校生以下・70歳以上・障害者手帳等をお持ちの方は無料

三上誠「灸点万華鏡1」

内海吉堂 
「桟道高秋図」
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　開館30周年記念「福井県立美術館 館蔵名品展」では、作品の分野ごとに人気投

票を行います。先日終了した前期展（4月5日〜5月6日）での結果は、以下となり

ました。あなたが投票した作品はありましたか？

　後期展（8月3日〜26日）でも、是非投票をお願いします。なお結果の詳細は、

当館ホームページにて紹介しています。

【洋画】久里洋二「くたびれた楽士」

【版画】葛飾北斎
「諸国名橋奇覧　ゑちぜんふくゐの橋」

【彫刻】山田鬼斎「鷲」

分野 得票数 作家名 作　品　名

洋画
124 久里洋二 くたびれた楽士
114 三栖右嗣 海の静物Ⅰ
104 神門四郎 北の空（9）

版画
89 葛飾北斎 国名橋奇覧　ゑちぜんふくゐの橋
42 ホアン・ミロ 海の静物Ⅰ
41 歌川広重（二代） 諸国名所百景　若狭鰈干

彫刻
121 山田鬼斎 鷲
98 雨田光平 母と子
68 高田博厚 大地

そのほか
71 宇佐美圭司 円形劇場 ･ 底抜け
51 小野忠弘 ＢＬＵＥ
49 小島信明 無題

※投票総数2220票

【そのほか】宇佐美圭司「円形劇場 ･ 底抜け」

　平成19年度の日本まんなか共和国文化首都が福井県越前市に決定

し、5月13日（日）に４県知事、越前市長、美濃市長他多くの来賓を

招いて、越前市いまだて芸術館ホールにて、華々しく遷都式が行われ

ました。福井県に文化首都が置かれるのは平成15年の小浜市以来２

度目です。

　福井県および越前市では、平成19年度に文化首都を記念して下記

のイベントを企画しております。

イベント名称 開催日 開催場所

★遷都式、文化歴史探訪 5月13日 越前市いまだて芸術館他

　夏の館蔵品展
　「郷土玩具でぐるり日本一周の旅」

7月27日〜9月2日 越前市武生公会堂記念館

★４県親子交流 夏休み中 越前市内

　こしの都千五百年大祭 10月5日〜8日 越前市内

★４県伝統文化交流 10月〜11月 越前市内

　特別展「乱世を生きる　真盛上人」展 11月2日〜12月2日 越前市武生公会堂記念館

★まんなか文化フォーラム 2月〜3月 越前市内

日本まんなか共和国文化首都「越前2007」

 遷都式で講演する西川福井県知事

★４県連携事業



広
報
板

日本の東西文化の境界にある四県（岐阜、三重、滋賀、福井）が
連携し、より効果的な文化活動を行うため、先進的な「日本ま
んなか共和国」の創造を目指しています。

美術館だより第116号

編集／発行：福井県立美術館  〒910－0017 福井市文京3丁目16-1  tel.0776－25－0452　 印刷：白崎印刷株式会社　 発行日：平成19年6月25日

滋賀県立近代美術館
大津市瀬田橋大萱町1740－1 TEL：077－543－2111

岐阜県美術館
岐阜市宇佐4－1－22 TEL：058－271－1313

三重県立美術館
津市大谷町11 TEL：059－227－2100

慈覚大師 円仁とその名宝
8月11日（土）～9月24日（月・休）

天体と宇宙の美学
10月6日（土）～11月18日（日）

岐阜市生まれの日本画家、川﨑小
虎。大正から昭和にかけて新しい
日本画の開拓につとめた小虎は、
傑出した風景画家、東山魁夷の
岳父でもありました。本展では、近
現代日本画の歴史に重要な足跡
を残したこの２人の画家を中心に、川﨑家の芸術的な系
譜をたどります。
一般 1,000（900）円／大学生 800（700）円／高校生以下は無料
※（　）内は20名以上の団体料金
※前売りは上記個人料金から200円引き

川﨑小虎と東山魁夷展
7月20日（金）～8月26日（日）

荒川豊藏は、美濃を代表する陶芸家のひとりです。志野
や瀬戸黒、黄瀬戸の復興に生涯を費やし、昭和３０年に
は第１回の重要無形文化財技術保持者（人間国宝）に
認定されました。豊藏の志野や瀬戸黒を彼が模範とした
古陶磁とともに展示。さらには、染付や赤絵、萩、備前、丹
波、唐津や書画、収集品まで幅広く集め、豊藏芸術の多
彩な全貌を明らかにします。
一般 1,000（900）円／大学生 800（700）円／高校生以下は無料
※（　）内は20名以上の団体料金
※前売りは上記個人料金から200円引き

開館25周年記念展

人間国宝 荒川豊藏
9月8日（土）～11月4日（日）

江戸庶民に夢と情報を与えつづけた浮世絵版画の魅力
を、かめやま美術館の所蔵作品を中心に紹介します。
一般 900（700）円／高大生 700（500）円／小中生 500（300）円
※（　）内は20人以上の団体割引及び前売料金

浮世絵・夢と情報をのせたメディア展
－かめやま美術館所蔵［東海道五拾三次］を中心に－

7月24日（火）～9月17日（月）

明治初期から1960年代頃までの日
本彫刻の展開と彫刻芸術の魅力を、
選りすぐりの作品約70点を通じて紹
介します。

一般 900（700）円／高大生 700（500）円／

小中生 500（300）円
※（　）内は20人以上の団体割引及び前売
料金

日本彫刻の近代展
９月26日（水）～11月４日（日）

橋本平八
《花園に遊ぶ天女》1930年

近 隣 美 術 館・博 物 館 スケ ジュール  

福井市美術館［アートラボふくい］ 
福井市下馬3-1111 TEL.0776-33-2990
休館日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

福井県立歴史博物館 
福井市大宮2-19-15  TEL.0776-22-4675 

休館日：第2･第4水曜日、6月25日（月）～7月4日（水）

夏休み特別企画 「昭和モノ語り－1950～60'sの夏－」 
７月21日（土）～９月２日（日）

わたしが選んだちひろ展
7月21日（土）～8月19日（日）

一般 1,000円（前売り 800円）/大学･高校生 500円/小･中学生 200円

08/ 3～ 8/ 5

08/ 8～ 8/12

08/15～ 8/19

08/21～ 8/26

08/31～ 9/02

08/31～ 9/02

09/ 1～ 9/30

09/ 5～ 9/09

09/05～ 9/09

第35回福井県朝日写真展

（社）福井県建築組合連合会会員美術展

ＥＯＳ福井 第7回写真展

橋本義光写真展 『信州高原讃歌』

第26回愿泉書道展

『内田富士子 仲間と娘 パッチワーク＆木工クラフト展』

故郷からのおくりもの

─高橋まゆみ創作人形の世界

第18回武蔵野美術大学校友会

福井県支部展

松原照代とアトリエＰＩＮＯ展

09/06～ 9/09

09/13～09/17

09/13～09/17

09/14～09/17

09/19～09/24

09/20～09/24

09/20～09/23

09/26～09/30

09/26～09/30

09/27～09/30

10/05～10/07

10/05～10/08
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●

● 

● 

●  

第6回アトリエ羊庵展

第11回グループ「青い扉」パステル画展

喜寿記念 山田石雲個展

第7回創美の会洋画展

第25回フォト釉写真展 「四季彩光」

金沢美術工芸大学 同窓会 福井支部展

第43回福井造形展

第2回墨仙社水墨画展

山下修二絵画展

佐々木岑生洋画展

第40回記念 福井県学生書道展

第41回日本画彩美会展

10/10～10/14

10/10～10/14

10/17～10/21

10/17～10/21

10/23～10/28

10/25～10/28

11/01～11/04

11/01～11/04
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第5回夢美の会＆グループY-Wai合同展

第10回フォトグループ・アイ写真展

Spring アート展

「第2回絵遊会」作品展

第9回絵画グループ「樹」作品展

絵画グループ ye-ye 4人展

～こだわりのさをり～片山敬介展

第3回栄田美重子パッチワーク

キルト教室作品展

は、展示替え、館内メンテナンス等のため、休館とさせていただきますのでご了承ください。

8月1･2･27～30　　　9月10日 10月1～4･15･29日

＜８月～10月の休館日について＞

貸館情報 [8/3～11/4]

慈覚大師円仁（794～864）は、
比叡山延暦寺の優れた仏教の
基礎を築いた高僧であり、思想
面ばかりでなく新たな仏教美術
の創始者でもありました。今回の
展覧会は特に円仁の造形美術
への関わりに焦点を当て、国宝
や重要文化財に指定されてい
る作品を中心に展示・公開しま
す。

地球上の生命の
源である太陽。
満天の夜空に輝
く星と月。広大無
辺の空間に漂う
銀河系。人間の
魂を魅了して止
まない宇宙の謎
と神秘は、美術の中にどのように表されてきたのでしょうか。
天体や宇宙をテーマにした様 な々美術作品の中に、芸術
家たちが思い描いた宇宙像や夢を探ります。


