展覧会名

会

横尾忠則現代美術館 ＊ ・横尾忠則 大公開制作劇場
〜本日、美術館で事件を起こす
☎078‒855‒5607
BBプラザ美術館
☎078‒802‒9286
神戸市立博物館
☎078‒391‒0035

芦屋市立美術博物館
☎0797‒38‒5432
伊丹市立美術館
☎072‒772‒7447

休館日

開催中〜5／6
（月・振替休日）

・2018年度コレクション展Ⅱ
明治から平成にみるコレクションのかたち

月曜（祝日・振替休日の場合は翌平日休館）

開催中〜2／11
（月・祝）

リニューアル工事の休館のため特別展等はありません。

西宮市大谷記念美術館
・2017年度受贈
☎0798‒33‒0164

期

新収蔵品展

月曜
（祝日の場合は翌日休館）

※休館（予定）：2018／2／5（月）〜2019／11／1（金）
水曜

2／23
（土）
〜3／24
（日）

・ザ・コレクション
「星のような ― のこすこと／のこされるもの」 開催中〜2／11
（月・祝）

月曜
（祝日の場合は翌日休館）

・collection2
カリカチュールがやってきた 19世紀最高峰の諷刺雑誌

月曜
（祝日の場合は翌日休館）

2／9
（土）
〜2／17
（日）
開催中〜3／17
（日）

・第12回展示 「中国への憧れ」

（白髪一雄記念室）
火曜

兵庫県立歴史博物館 ＊
・姫路 今むかし partⅢ
☎079‒288‒9011

開催中〜3／24
（日）

月曜
（祝日の場合は翌日休館）

姫路市立美術館 ＊
☎079‒222‒2288

・シュルレアリスムの美術

2／26
（火）
〜3／31
（日）

月曜
（祝日の場合は翌日休館）

兵庫陶芸美術館 ＊
☎079‒597‒3961

・瀬戸ノベルティの魅力―世界に愛されたやきものたち―

3／16
（土）
〜6／2
（日）

滋賀県立近代美術館
☎077‒543‒2111

月曜
（祝日の場合は翌平日休館）
メンテナンス休館：3／4〜3／15

改修・増築工事の長期休館のため企画展等はありませんが、各種イベントがあります。

＊印がついている施設では、会員証の提示で割引などの特典が受けられます。上記の展覧会内容、休館日等は、各施設の都合により変更する場合があります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

〜インフォメーションをのぞく〜

◆ 友の会スタッフより

2018年度「芸術の館友の会」
年度末アンケート プチ報告！

今は 二月 たったそれだけ だけど
どうやら「時代」が変わろうとしています。まずは「元号」が変わるだけということ
なのですが、やがては「時代」も（うっすらかくっきりか）変わっていくことでしょう。
会員のみなさまの昭和、あるいは平成はどんな色彩と手触りの時代だったでしょうか。
折しも、2018（平成30）年度のはじめの「小磯良平と吉原治良」展や、只今絶賛
開催中の「Oh！マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー＆ピ̶ポー」展は、いま思えば、
この時代の節目を読み込んだご担当学芸員の用意周到な「くわだて（企画）」だった
のですね。
兵庫県立美術館も県立近代美術館の頃を含めると三つの時代をまたぎます。ほぼ
半世紀の歴史を土台に、これから企画される新しい時代の多彩な展覧会やイベント
を、
「アートに一歩近い：友の会ピーポー」として、ご一緒に楽しみたいですね。
（あっ、
（安藤敏博／理事・企画運営委員）
会員更新お忘れなく！）

平成30年度「芸術の館友の会」会員特典のご案内
友の会では様々な特典がございます。会員の皆様はぜひご利用くださいませ。

この度は、年度末アンケートへのご協力、誠にありがとうござい
ました。集計途中のため、一部ご報告させていただきます。今後の
行事について、魅力的なアイデアをたくさんいただきました。やはり
作家さんや学芸員による講演会やレクチャーは人気のようです。
友の会50周年の2020年には、会報誌での記念特集や記念の
モノづくり、
さらにはオリンピック関連の何かという声も！
（実はまだ
未定ですが、企画会議では
「友の会大交流会」
はどうか？という案
も出ていたり…）
また、率直なご意見も種々いただきました。皆様
の貴重なご意見やアイデアは、今後の楽しいイベント企画やより
良い運営の参考とさせていただきます。年度末アンケートの最終
結果については、次号・会報誌4月号にてご報告します。

★特典内容については、兵庫県立美術館「芸術の館友の会」
ホームページをご覧ください★

兵庫県立美術館「芸術の館友の会」会員特典 で検索
※特典のご利用には会員証のご提示が必要です。

「ミュージアムぐるっとパス・関西2018」友の会カウンターにて特別価格で販売中！（詳しくは、上記検索に従い 友の会ホームページ をご覧ください。）

編集
後記

早くも今年度最後の会報誌となりました。毎号、試練の連続でしたが、素敵な原稿をお寄せくださった方々、厳しくも優しく
ご指導くださった江上編集長の支えで最後まで発行することができそうです。そして、会員の皆様、いつも会報誌をご愛読いた
だきありがとうございます。来年度も友の会をよろしくお願いします！
（黒田／事務局）

ウェブ版パスワード

MMDD02

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1-1-1 TEL：078-262-0916 FAX：078-262-0903
E-mail：tomonokai@artm.pref.hyogo.jp
次号は 2019 年 4 月発行予定です。

・・・
今年度、最後にのぞくのは美術館の案内窓口「インフォメーション」です。日々、5名のスタッフが交替でお客
様をお迎えし、いつ、どんな問い合わせにも応えられるよう常に万全体制。駐車券の延長サービスや館内アナウ
ンス、混雑時には券売前の待ち列の整理なども行います。そんなお客様の声が集まるインフォメーションで、多
くて特徴的な問い合わせを少しご紹介します！まずは海外の方からのご質問。2〜3年ぐらい前から、安藤忠雄
氏の建築に興味のある特にアジアからのお客様が増えているそうで、建物だけを巡るのに、
「中に入れるの？」
「入場料はいるの？」とよく聞かれるのだとか。その際は、無料ゾーンや写真撮影時の注意などをご案内してい インフォメーション（左）とチケットブース（右）
ます。また、美術館屋上の巨大なカエルのオブジェ「美かえる」の質問も多く、カラフルでインパクトのあるその姿に、
「あれは何？」
「作者は誰？」と老
若男女問わず興味津々だそう（ちなみに、作者はオランダのフロレンティン・ホフマン氏）。台風の日や冬場は保護のためお休み・冬眠しますが、
「最
近見ないけど大丈夫？」と心配されるお客様もいるほど、県美のシンボルとして多くの方々に親しまれているようです。そして、海側・大階段下のもう一
つのシンボル、
「なぎさちゃん」ことサン・シスター！現代美術作家ヤノベケンジ氏によるこちらのオブジェについても、
「どこに行ったら会えるの？」と
質問が多く、美かえると競う人気ぶりだとか…。日々、お客様と接するインフォメーションでは一期一会の印象的な出会いもあると、ベテランスタッフさ
んは話します。取材を通して、みなさんの仕事に向き合う丁寧な姿勢やお客様を大事に思う気持ちを感じました。
・・・
今年度は、学芸員のお仕事や美術館の活動、そして友の会の運営の裏側など様々なのぞくをご紹介しました。いかがだったでしょうか？それでは、来
（黒田／事務局）
年度の「美術館をのぞく」もお楽しみに！（このコーナーは続くのか…？）

編集・発行／兵庫県立美術館「芸術の館友の会」事務局
http://www.artm.pref.hyogo.jp

美術館をのぞく Part2

【2月号

FEB.2019

2

vol.100】

シーフロント

（美術ホール）
会期中休館日なし
シーフロント
【2月号 vol.100 】
2019年2月1日発行

（美術ホール）
尼崎市総合文化センター ・第38回芸文美術展
☎06‒6487‒0806
（白髪一雄記念室）

開催中〜2／24
（日）

兵庫県立美術館「芸術の館友の会」会報誌

兵庫県立美術館
「芸術の館友の会」会報誌

● 近隣展覧会情報

施設名／連絡先

2019年 1月12日
（土）−

3月17日（日）
今和次郎「しらべもの展覧会関係資料」より
「上野公園労働者露台利用休息状態：21名の風俗しらべ」1925年 工学院大学図書館

さん、趣味が渋いですな。

小林さん、
作品について
教えてください！

こん

黒：そうですか？これも気になります。今 和次 郎の「上野公園労働者露台
利用休息状態：21名の風俗しらべ」。

いいでしょう。

こん

小：いやー、さらに渋い所に反応ありがとうございます。今は民俗学者という
か風俗研究家というか、好奇心旺盛でマルチな業績を残した研究者で、
「考現学」という新しい学問を提唱した人です。考古学のような姿勢で現

2018年12月某日。友の会職員の黒田さんが学芸研究室を訪れると小林
学芸員が図録の校正をしています。出品予定の作品の図版が次々に現れ「何

代の風俗を分析調査するというのが「考現学」ね。
黒：なるほど。公園のベンチで寝ている人をスケッチしてるんですね。何の役

だか楽しそう」と黒田さんは興味津々です。鬼のような形相の小林さんにひ

に立つのかわからないのに真剣に記録に残している所が、なんだかすごい。

るむことなく話しかける黒田さん。
「どんな作品がでるのか教えてもらえませ

イラストが可愛いから油断していました。この「新時代の生活方向

んか？」こんな怖い顔で作業をしている小林さんに話しかけるとは！周りにい

の各員の生活マヂノ戦を防備しませう」というイラストは、字体が可愛いし

家庭

る職員一同凍り付きましたが、予想外にも小林さんはにこやかに「いいよー」

ぱっと見た時には楽しい感じをうけたけど、内容をよく読むと、伝えている

と意外なお返事。以下、その時のやり取りです。

メッセージは恐いですね。
小：本当にそうですね。見逃してしまいそうなポイントにビシバシ反応してい
ただきありがとうございます。仕込みがあったんじゃないかと疑ってしまう
くらいです。他に気になる作品はありますか？

黒田（以下、黒）：さっきから見ていると、本当に色々な作品が展示されるん
ですね。この若い男性がこちらを見つめる写真はどんな作品ですか？
小林（以下、小）：ああ、安井仲治の《（凝視）》だね。これは大阪の中之島で

黒：最後の方に出てくるお面をかぶった写真も面白いです。
小：石元泰博と長野重一の写真ですね。こどもを撮った写真で、それぞれ月
光仮面とウルトラマンのお面をかぶっている。展覧会のテーマを体現する

1931年にあった大規模なメーデーのデモに取材した作品なんだ。複数の

ものとして、結構、私の中では重要な役割を期待している作品なんです。

ネガをモンタージュして都市のイメージと若い男性がこちらを見つめるまな

ヒーローにあこがれる私たち、みたいなイメージでね。

ざしが組み合わされていて印象的だよね。
黒：続きで出てくる《旗》とか《歌》も同じ時の写真なんですね。なんだかぶ
れているようにも見えるけど、それがかえって力強い感じがします。

黒：ふーん。私の子供の頃には、こういうお面？みたいなもので遊んでいる人
が周りにいなかったので、すごく変、というか不思議なものを見た、という
感じです。

小：おお、お目が高い！本当そうだよね。こういうイメージのぶれを利用する

小：お、おう。そうなんだ。ジェネレーションギャップというやつですね。まあ、

あたり、後からでてくる東松照明の写真とか、展覧会には出品されないで

確かにお面で遊ぶなんて、僕の子供時代も割と珍しい感じだったものね。

すが森山大道の写真とかを先取りしているとさえ言えるかもしれない。安
井の作品は後の章でもでてくるよ。これがそう。
黒：《（顔）》ですか？なんだか変な写真ですね。制服を着たたくさんの女の

まさに…
黒：昭和は遠くなりにけり、ですね。
小：お、おう。

子がみんなちがった角度に首を曲げていて、表情もなんだかぎこちないし。
小：不思議なイメージだよね。女の子たちは笑っているんだけど、不穏な感じ
もただよっていて。
黒：ずっと見ていたら、言葉に出来ない気持ち悪さがにじみ出てくるような。
小：うん。まさにそういう効果を狙っていると思う。1940年頃の写真だと思
うんだけど、ちょうど戦争へと傾いていく時期の作品だからね。だんだん息
苦しくなる時代の空気に敏感に反応したのかも知れない。っていうか黒田

黒田さんに決め台詞をとられてしまった小林さんは、その後、絵画の名品
も盛りだくさんなんだよな〜と独り言を言いながら、校正作業に戻っていった
ということです。めでたし、めでたし。
（編集・文責

小林

公／当館学芸員）

2019年度「芸術の館友の会」会員更新のご案内

速報！

今年度は友の会にご入会いただき誠にありがとうございました。来る3月末日をもちまして、会員証の有効期限が終了いたします。来年度も友の会ならでは
の楽しいイベントや魅力的な特典が盛り沢山です！兵庫県立美術館では右記のような展覧会ラインナップで皆様をお待ちしております。ぜひ、続けてご入会
ください。来年度もアートフルなこころを満たして美術を一緒に楽しみましょう！

会員更新について

〈再度、ご入会の手続きをお願いします。〉
・有 効 期 限：2019年4月1日（月）〜2020年3月31日（火）
（A会員・学生会員・B会員）
・入会受付開始：2019年2月15日（金）※2019年度の会員証は2019年4月1日から使用可能
・入会申込方法：ご来館またはお近くの郵便局、友の会ホームページ、現金書留で承ります。
※詳しくは、同封の『2019 年度 兵庫県立美術館「芸術の館友の会」会員募集』のチラシをご覧ください。また、『兵庫県立美術館 芸術の館友の会 入会のご
案内』には、お近くの郵便局でお申込の際に使用する払込取扱票を添付しておりますので、ぜひご利用ください。
※特別会員・法人 A 会員・法人 B 会員の有効期間は入会月から 1 年間です。有効期限が近づきましたら、追ってご案内します。

● 友の会行事のお知らせ

「Oh！マツリ☆ゴト 昭和 ・ 平成のヒーロー＆ピーポー」関連事業

映画上映会のご案内

皆様、お待たせしました！先月号の会報誌12月号にて、展覧会担当の小林学芸員よりご紹介いただいた映画上映会。そのスケジュールなどをお知
らせします！
■スケジュール
10：30〜
13：00〜
15：30〜
18：00〜

2月22日
（金）
A
B
C
B

2月23日
（土）
B
C
A
C

2月24日
（日）
C
A
B

A 『ハワイ・マレー沖海戦』
（1942年／日本／117分／監督：山本嘉次郎）
C 『桃太郎 海の神兵』
（1945年／日本／74分／監督：瀬尾光世）

3月8日
（金）
B
A
C
A
B

3月9日
（土）
A
C
B
B

3月10日
（日）
B
C
A

『ゴジラ』
（1954年／日本／98分／監督：本多猪四郎）

■会 場 ミュージアムホール（当館ギャラリー棟1F）
■定 員 250名
■観覧料 友の会会員特別料金500円（通常1,000円）※観覧券割引500円とは併用不可
※映画上映会は有料、各回ごとの入れ替え制です。
※映画観覧券は兵庫県立美術館1階のチケットブースにてお求め下さい（2月1日より販売開始予定）。
「桃太郎 海の神兵」
※開場は上映開始時間の30分前を予定しております。
ⓒ1945 2016 松竹株式会社

和田淳さんとの集い」

2018年11月11日（日）

不思議で可愛いキャラクターの一言では説明できないシュールな世界を作っているのがどんな方なのか気になって、今回、友の
会塾に参加しました。会は終始、和やかで和田さんも気さくに参加者の皆さんの質問に答えてくださいました。和田さんのお話の中
で印象に残ったのが、作品作りで大切にしている事というものでした。
「間」
と
「描いていて気持ち良い線かどうか」、特に自分が気
持ち良いかどうかという
「自身が一番に楽しむ」
という事を大切にしている姿勢が、
ただ不思議なだけではない、魅力的でつい引き寄
せられてしまう作品を作り出す秘密なのではと感じました。作品作りに対する深いお話を伺えて、
とても貴重な体験ができました。
（J.U／会員）

「県美発！ミニFM・ラジオ美かえる」

横尾忠則現代美術館

横尾忠則 大公開制作劇場

〜本日、美術館で事件を起こす
2019年1月26日（土）〜5月6日（月・振替休日）
観客の前で作品をつくる「公開制作」は、横尾さんがしばしば行う制作方法の一つです。本展では、
横尾さんがこれまでに取り組んできた「公開制作」を、描かれた作品と映像・写真などの資料によって
紹介します。
《猫のいるY字路》2008年 作家蔵（横尾忠則現代美術館寄託）
画家に転向した当初、横尾さんは絵を描くためのアトリエを持っていませんでした。そこで、制作場所
※兵庫県立美術館にて公開制作
を確保するために好都合で、かつ必要な手段として、横尾さんは「公開制作」に踏み切ります。しかし、
観客からのプレッシャーを浴びながら制作することで、逆に無心状態になって、自由で大胆な作品を描けるという実感を得た横尾さんは、アトリエが
完成した後も様々な場所で公開制作の機会を持つようになります。2000年に代表的シリーズとなる「Y字路」が描き始められると、以降の公開制作
において「Y字路」は定番の主題として、各地の美術館で制作が行われました。兵庫県立美術館でも2008年と2010年に2度、兵庫県のY字路をモ
チーフにした作品が制作されています。
会場では作品とあわせて制作の様子を撮影した記録映像も上映し、横尾さんの創造プロセスを垣間見ることのできる展示となっています。ぜひ「公
開制作」の現場に立ち会ってみてください。
（林 優／横尾忠則現代美術館学芸員）

不思議の国のアリス展

第2部、作家の和田淳さんを囲んだ交流会。

2018年12月1日（土）

皆さま、関西文化の日に放送した「ミニFM・ラジオ美かえる」は聴いて頂
けましたか？友の会メンバーによる「美術館」と「まち」と「来館者」を楽し
く繋ぐ館内ラジオです。美術館とまちの話題を放送すべく、企画立案・取材
活動・インタビュー・収録編集・ブース等の作成・ラジオ機材設置・2日間の
生放送と全てが初めての試みでした。なんと言っても素人の即席チームなの
で途中「本当にラジオ放送なんて出来るのか？」と焦りと不安と大きな期待
の中で試行錯誤しながら準備を進めて、
いよいよ本番当日「ラジオ美かえる」の
誕生です。失敗あり成功ありの内容でし
たが、改めて県美の素晴らしさを再発見
する事が出来ました。ご協力頂きました

師走の晴天のもと、周囲を山に囲まれた静かな谷間にたたずむ日本最古の庶
民学校「旧閑谷学校」
を訪れました。点在する建物の中で、国宝の講堂の瓦は
備前焼の上品で美しい色合いがひときわ目を引きます。
その講堂での論語朗読
では、儒教2500年の精神世界へのいざないに感銘を受けました。午後からは、
備前焼人間国宝の作品が並ぶ「FAN美術館／藤原啓記念館」
を訪れました。
高台にあり、庭園と海のコントラストが織りなす眺めは最高です。
この美術館の醍
醐味は、備前焼人間国宝5名の作品を学
芸員の詳しい解説と共に鑑賞できるところ
です。鑑賞の後、海を眺めながら人間国宝
の茶器で抹茶を頂くという贅沢な時間を味
わえたことも格別でした。日帰り旅行とはい

多くの皆様にお礼申し上げます。いつか
また皆様に「ラジオ美かえる」でお会い
できますように♪
（山本陽子／会員） ラジオブースから美術館やまちの話題を放送中！

え、
日本の美しい風土の中で育まれた日本
文化に触れることのできた楽しい旅でした。
（Y.T／会員）

閑谷学校での論語学習。

2019年3月16日（土）〜5月26日（日）／会場：当館ギャラリー棟3階

友の会会員割引 当日券価格より100円引き（本人及び同伴者2名、他の割引と併用不可）。 ※詳しくは次号・会報誌4月号にて。

● 映画情報

日帰りバス旅行 備前への旅「特別史跡閑谷学校から現代アートまで」

2018年11月24日（土）・ 25日（日）

例年、この時期になると気になるのが来年度の展覧会ラインナップ。ですが『展覧会案内』は3月にならねばお配りできません。そこには様々な大
人の事情がある訳ですが、では公式情報ではなく学芸の部屋で漏れ聞く話を独断と偏見で書くなら良いのでは？ということで、以下ご紹介。
4月早々の特別展は、幕末から明治初年にかけ活躍した絵師河鍋暁斎の個展。ものの性質上、短期決戦かつ前後期で展示替え多数、当館のみの
開催にてお見逃しなく！常設展示室では一足先に3月末よりコレクション展（という昔の名前が復活する模様）第Ⅰ期がスタート。この枠、初担当の橋
本学芸員が「境界のむこう」をテーマに構想、妄想を拡大中にて乞ご期待。
6月に入ると企画展示室は一転、華やかなフランス絵画の世界に。粒ぞろいの優品で知られる吉野石膏コレクションが山形からやってきます。そして
8月からは約20年ぶりとなる山村コレクション展を別棟のギャラリーも使い開催（当然、当館独自企画）。会期の重なるコレクション展Ⅱでは、山村
展の関連企画と新収蔵品紹介、さらに村上華岳も特集と盛り沢山。触って楽しめる「美術の中のかたち」展は福井のベテラン八田豊（1930- ）さ
ん、越前和紙の産地ならではの作品とか。
秋冬の企画展示室はまたまた一転、富野由悠季（1941- ）ワールドに。
「機動戦士ガンダム」で知られるアニメーション監督・脚本家、担当は「超・
大河原邦男展」と同じく小林・岡本ペア。注目作家を紹介する「チャンネル」は広島在住の入江早耶（1983- ）さん。消しゴムなどの日用品を、あっと
驚く手の込んだ造形に転じてしまうお方。コレクション展Ⅲでは、建替え中の滋賀県立近代美術館よりお預かりしているマルセル・デュシャン作品を
フィーチャーした小企画を予定、さらに当館コレクションを「再考」する「最高」の企画（？）が仕込まれているとか、いないとか。
そしてそして！年明けには県美2度目となるゴッホ展を予定！チケット購入列に並ばず、お得に展覧会を楽しめる友の会、来年度もぜひ継続をよろし
くお願いいたします。
（事務局＆山村コレクション展担当：江上）

共催展

● 友の会行事報告

第4回 友の会塾「チャンネル9

2019年度はこんな展覧会が見られる、らしい！ ※あくまでも予定です。

いずれも友の会会員特別料金500円でご覧いただけます！（会員証をご提示ください。）

KEN-Vi名画サロン
2月16日（土）
『嘘八百』
（2018年／日本／1時間45分／監督：武正晴／脚本：足立紳、今井雅子／出演：中井貴一、佐々木蔵之介）
①10：30 ②13：00 ③15：30
目利きだが大物狙いで空振りばかりの古物商を演じるのが中井貴一、落ちぶれた陶芸家が佐々木蔵之介。千利休ゆかり
の堺を舞台に二人が「幻の千利休の器」を仕立てて一攫千金を狙う、というお話がコメディタッチで描かれているようです。
予告編をみると坂田利夫や近藤正臣なども出演していて関西弁が楽しめそう。骨董業界や楽茶碗を焼くところなども描か
れているようで、陶芸美術館でも働いていた筆者などは、懐かしくも「どれどれ」という気分で見たい映画です。

県美シネマクラシック
3月15日（金）
『忘れじの面影』
（1948年／アメリカ／1時間26分／モノクロ／監督：マックス・オフュルス／出演：ジョーン・
フォンテーン、ルイ・ジュールダン）
①10：30 ②13：00 ③15：10
『マリー・アントワネット』などの伝記小説で有名なシュテファン・ツヴァイクの原作を映画化したもの。昔慕っていた男と
再会して一夜をともにし息子ができた。次に再会したとき、男は女を覚えていなかったばかりか、えらく落ちぶれて…。結局、
女も息子もチフスで死んでしまうという、書けば陰々滅々としたあらすじです。主演の女優さんはヒッチコックの『レベッカ』
『断崖』にも出演。男優さんの方はフランス生まれ。中年になっても男前でいろんな映画に出ている人。どちらも晩年まで
活躍して最近90歳代で亡くなったようです。
（映画案内人 西田桐子／当館学芸員）

ⓒ2018「嘘八百」製作委員会

