展覧会名

会

横尾忠則現代美術館 ＊ ・兵庫県政150周年記念事業
横尾忠則 在庫一掃大放出展
☎078‒855‒5607
BBプラザ美術館
☎078‒802‒9286
神戸市立博物館
☎078‒391‒0035

・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
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
・受贈記念 日本画家・福田眉仙とその周辺
☎0798‒33‒0164

期

休館日

開催中〜12／24
（月・振替休日）

月曜
（祝日の場合は翌日休館）
メンテナンス休館：12／25〜2019／1／7

開催中〜2019／2／11
（月・祝）

月曜
（祝日の場合は翌日休館）
年末年始休館：12／25〜2019／1／7

※休館（予定）：2018／2／5（月）〜2019／11／1（金）
水曜

2019／1／3
（木）
〜2／11
（月・祝）

芦屋市立美術博物館
☎0797‒38‒5432

月曜
（祝日の場合は翌日休館）
・ザ・コレクション
「星のような ― のこすこと／のこされるもの」 12／8
（土）
〜2019／2／11
（月・祝）
年末年始休館：12／28〜2019／1／4

伊丹市立美術館
☎072‒772‒7447

・ゴヤ 理性のねむり
「ロス・カプリチョス」
にみる奇想と創意
（美術ホール）

（白髪一雄記念室）

・第12回展示 「中国への憧れ」

開催中〜12／16
（日）
開催中〜2019／3／17
（日）

月曜
（祝日の場合は翌日休館）
年末年始休館：12／29〜2019／1／3
展示替え休館：2019／1／4〜1／11
（美術ホール）
火曜
（白髪一雄記念室）
火曜
臨時休館：12／29〜2019／1／3
※第12回展示より、火曜日休館・
開館時間変更有

兵庫県立歴史博物館 ＊ ・兵庫県政150周年記念展示
「近現代兵庫の災害史」
☎079‒288‒9011

2019／1／12
（土）
〜1／31
（木）

姫路市立美術館 ＊
☎079‒222‒2288

※休館（予定）：2018／8〜2019／2

兵庫陶芸美術館 ＊
☎079‒597‒3961

館内改修のため企画展、常設展等はありません。

12／22
（土）
〜2019／2／24
（日）

・やきものを分析する ―装飾編―

月曜
（祝日の場合は翌平日休館）
年末年始休館：12／31〜2019／1／1

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。

美術館をのぞく Part2

〜企画運営委員会をのぞく〜

お知らせ

美術館は12月30日
（日）まで開館します。新年は11日（金）から開館です（開館時間は展覧会チラシ等をご覧ください）。
ただし、
12月29日（土）から1月10日（木）まで美術情報センターは閉室しますので、友の会カウンターもお休みです。

◆ 友の会スタッフより
気が付けば平成30年も残りわずかになりました。年内に終了する展覧会の中の
一つ香雪美術館で開催されている
「川喜田半泥子を育てた名品」
を紹介します。陶
芸に関しては
「昭和の光悦、東の魯山人、西の半泥子」
と呼ばれ近代陶芸の父と
評される川喜田半泥子。彼の作品および川喜田家歴代の当主が蒐集した素晴らし
い茶道具の数々が展示されており、大変見応えがあります。
また、今回の展覧会で
出展されている半泥子の掛軸「慶世羅世羅」Que Sera, Seraと
「大夢出門」Time
is money を拝見し、思わず笑みを浮かべてしまいました。
なんとウイットとユーモアに
富んだ作品なのでしょう。
「慶世羅世羅」
は半泥子自身の傘寿の茶会に掛けられた
そうです。
きっと、記憶に残る楽しい茶会だったに違いありません。
（余談ですが、川
喜田家12代当主は本居宣長の門人でした。）
友の会会員の皆さま、師走の月を有意義に過ごされ、
おだやかに新年をお迎えく
ださい。
（塩路恵美／理事・企画運営委員）

編集
後記

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。
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。）

今年最後の会報誌。美術館のご意見番（？）、前事務局次長の西田学芸員に今年をふりかえっていただきました。みなさんにとっ
てはどんな1年でしたか？今年度後半も、毎年大人気の保存修復室ツアーや友の会優先席ならぬ 友の会優待 ありの「ヒーロー
&ピーポー」展の関連映画上映会など盛り沢山です！ぜひお楽しみに！
（黒田／事務局）

ウェブ版パスワード

AMTY15

〒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 2 月発行予定です。

突然ですが皆さん、当友の会の「目的」をご存じでしょうか？特別展や常設展にお得に入場できる…のは、会
員の皆さまにとり最大の「特典」ではありますが、友の会自体の「目的」ではありませんよね。正解は総会でお
配りしている「会則」第2条のとおり、美術や当館のファンが、楽しく仲良く教養を深めるとともに、美術館を応
援しましょう！、ということ（大意訳）。そして同じく第4条、この目的を果たすため行う事業として筆頭に挙がっ
ているのが「会員を対象とする各種行事」。では、これらの行事はどのように決まっているのか？今回の「美術館
をのぞく」は少し趣向を変えて、我らが美術館「友の会」の裏側をのぞいてみたいと思います。
時は9月22日（土）午後、場所は美術館会議室。今年度第1回の企画運営員会が開催されました。参加メンバーは会員の代表である企画運営委員
さんと、事務局つまり美術館の職員。今年度の行事の実施状況を踏まえ、来年度はどういう行事を行うべきかを話し合う会議です。
委員A「会員交流会、今年は参加者が少なかったナァ、来年もやるべきかナァ…」、委員B「楽しく仲良くの友の会、交流会こそ皆で盛り上げるべきで
は？」、委員C「今年のように総会＋記念講演会、さらに交流会だと、遅くなるし疲れて帰っちゃうという声が…」、職員D「そもそも記念講演会って必
要？」、委員E「学芸員さんによる裏話は聞きたい会員さんも多いはず！」…といった感じで各行事毎に喧々諤々、事務局・黒田画伯によるイメージ図
の如く、熱い議論は予定時間を大幅に超えて続きます。
こうした議論の際、大いに参考になるのが、毎年末と各行事毎に実施するアンケート。今回はこのアンケート自体についても、企画委員さんから、よ
り回収率を上げるため見直しと工夫が必要では、というご意見が。
・・・
そう、友の会の行事をつくるのは「あなた」です！本紙2ページをご参照のうえ、ぜひアンケートにてお声をお聞かせください。お待ちしております。
（江上／事務局）

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

滋賀県立近代美術館
☎077‒543‒2111

月曜
（祝日の場合は翌日休館）
臨時休館：12／3〜12／28
年末年始休館：12／29〜2019／1／3

兵庫県立美術館「芸術の館友の会」会報誌
DEC.2018
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尼崎市総合文化センター ・没後10年 白髪一雄 水滸伝豪傑シリーズ
―アクション・ペインティングによる豪放の世界―
☎06‒6487‒0806

開催中〜12／24
（振替休日）

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）

なんだか変わったタイトルの展覧会…みなさまの心の声が聞こ
えてくるようです。言い訳をするわけではないのですが、けっして
ふざけてつけたわけではなく、担当の熱い思いと、多くの人に興
味を持っていただけるように、という下心とがないまぜとなった奇
妙な賜物なのですが、実はかなり気に入っております。野暮を承
知でご説明しますと、
「Oh！マツリ☆ゴト」は「おまつりごと」→
「お政事」＝「お祭ごと」ですね。本展では社会的・政治的関心
に裏打ちされた作品を多数ご紹介しますので、そのことを暗示す
るものですが、ただしかつめらしいだけでは前向きの力は生まれ
ないとも考え、ユーモアの要素を盛り込んだ次第です（たとえば
たいして意味のない「！」
「☆」など）。
つづいて「昭和・平成のヒーロー&ピーポー」ですが、2018年
度カレンダーでは「ヒーロー&ひとびと」となっていたものの発展
形です。展覧会の主役は、実は市井を生きる無名の「ひとびと／
ピーポー」の方でして、
「ヒーロー」はむしろそうした「ひとびと」
の願いや思いを象徴する存在として登場願っています。ヒーロー
と対にしておさまりのよいフレーズとしてひねり出したのが「ピー
ポー」なる造語です。人間の集団を表す言葉は色々ありますが
（公衆、人民、大衆、群集、モッブ…）どれも独特の 色 がつい
ているように感じ、語呂も良くないので、ぎりぎりまでタイトルは
「ひとびと」で行くつもりでしたが、ふとpeopleのカタカナ表記
「ピープル」にふたたびユーモアを添えて「ピーポー」でどうか？

田河水泡 『のらくろ総攻撃』表紙原稿（部分） 1937年 提供：株式会社講談社

榎本千花俊 《真心を結ぶ［千人針］》（部分） 1937年 小田原文化財団蔵

（リンカーン大統領の演説中の有名なフレーズ government of
the people, by the people, for the people もなぜか「ピーポー」
の音で覚えています）と思いつき、ゴリ押しで館内の了承を得た
次第です。ヒーロー・アンド・ピーポーの響き、一部の方には好意
的に受け止めていただいております。
この展覧会の構想は、だいぶぼんやりとした段階も含めるなら
2013-2014年に始まります。それからもやもやと色々な可能性を
考え妄想を膨らませていたのですが、2015年秋にデュッセルドル
フで3ヶ月を過ごしたことは大きな転機となりました。当時ヨー
ロッパでは難民問題が深刻化しており、社会の分断が加速度的
に進みつつありました。多くの作家の関心もそうした政治的・社
会的問題に向けられていました。そのような環境に身をおいて、私
自身もいくつかの具体的な課題を手に入れました。一つ目がいわ
ゆる「現代美術」を大きな表現の歴史との結びつきのなかで見る
機会をつくるということ。二つ目が無批判に国際性を称揚するの
ではなく、仮の枠組みとしてであっても一度、日本というドメス
ティックな環境・条件についてきちんと考えることです。この思い
が確信に変わったのは2017年にドクメンタ14とミュンスター彫
刻プログラムを訪れた時でした。
このたびの展覧会は以上のような曲折の末に出来上がりつつ
あるものです。多くの方に助けていただき、思ってもいなかったほ
どにバラエティに富んだ内容になりました。展覧会でご紹介する
作品はモボ・モガの時代（それはプロレタリア美術の時代でもあ
りました）に始まり、戦争期をはさんで戦後の高度経済成長の時
代を経て21世紀に生まれた作品へと続きます。会田誠さん、石川
竜一さん、しりあがり寿さん、柳瀬安里さんの4名による本展のた
めの最新作は必見です。
こうした狭義の美術作品とともに、大衆文化の表現にも触れ
ることが出来るのも本展の大きな魅力となっています。
『黄金バッ
ト』、
『のらくろ』、
『月光仮面』、
『ゴジラ』そして『ウルトラマン』
…こうした広く親しまれているヒーローは、同時代のひとびとのど
のような思いを受け止めて登場したのか、本展はそうしたことを考
えるきっかけにもなるのではないかと思います。なかなか正体の
見えない展覧会ですが百聞は一見にしかず、どうか会場に足をお
運びください。
（小林 公／当館学芸員）

● 友の会行事のお知らせ

保存修復室ツアー2018

「保存修復の現場をのぞく」

2019年1月26日（土）14：00〜16：00／当館保存修復室にて
事務局職員も楽しみにしている保存修復部門をのぞくツアー。好評につき、今年も開催いたします。保存修復部門では、当館での展覧会、他館への貸し出
しに伴う膨大な量の作品のメンテナンスだけではなく、美術館の環境を整えるための調査・取組みを日頃から行っています。作品に最も近い場所、保存修復
室で活動の一端をのぞくこの機会に、是非ご参加ください。
講
師：保存修復グループ学芸員 相澤邦彦、横田直子
定
員：25名（応募多数の場合は抽選）
参 加 費：無料
申込方法：FAX・メール・友の会カウンターにて（詳細下記）
受付締切：2019年1月12日（土）必着
※バックヤード内の保存修復エリア（油彩作品・紙作品の修復室）をめぐるツアーと
なり、移動があります。

友の会優先席のご案内

県美プレミアムⅢ 特集＆小企画

「類は友を呼ぶ」／「今村源

2018年11月17日（土）〜2019年3月3日（日）

昨年の保存修復室ツアーの様子。

関連イベント・講演会

自作を語る」

2019年1月20日（日）14：00〜15：30／レクチャールーム（当館1F）にて
いまむらはじめ

今年、今村源（1957年大阪生まれ）さんの《レイゾウコとヤカン》（2015年
作）を収蔵しました。この彫刻を11月17日からの県美プレミアムⅢでお披露目し
ます。題名どおり、本物の日用品2つに手を加えた本作は、軽やかで、洒落ていて、
しかも、不思議な世界に開かれています。展示にあわせて、作家本人が自作につ
いて語る講演会を開催します。

講
師：今村源（彫刻家）
募集座席：5席（応募多数の場合は抽選）
申込方法：FAX・メール・友の会カウンターにて（詳細下記）
受付締切：2019年1月11日（金）必着

「M氏コレクションによるJ・J・グランヴィル」／
「19世紀フランス挿絵本の世界─グランヴィル、ガヴァルニ、ドーミエを中心に─」
2019年2月9日（土）14：30〜16：00／レクチャールーム（当館1F）にて
「M氏コレクションによるJ・J・グランヴィル」
（右頁記事参照）の開催を記念
し、講演会を実施します。講師は、バルザックなど近代フランス文学研究の第一
人者の柏木隆雄先生。挿絵本の世界にも造詣の深い先生のお話は、グランヴィ
ルはじめ個性豊かな作家たちが紡ぎ出す豊穣な世界に触れる貴重な機会となる
はずです。是非ご聴講ください。

講

師：柏木隆雄氏（大阪大学名誉教授、大手前大学前学長、
日本フランス語フランス文学会前会長）
募集座席：15席（応募多数の場合は抽選）
申込方法：FAX・メール・友の会カウンターにて（詳細下記）
受付締切：2019年1月23日（水）必着

※優先席とは … 聴講は当日先着順のところ、会員専用に聞きやすい座席を確保します（お席はこちらで指定します）。なお、優先席を利用され
ない場合、他のお客さまと同じく先着順のご入場にて聴講いただけます（観覧券として、会員証のご提示が必要です）。

「今村源講演会」等）を
お申込は… 氏名・会員種類／会員番号・参加希望の行事名（例：「保存修復室ツアー」
FAXまたはメールでお知らせいただくか、館内友の会カウンターまで。
兵庫県立美術館「芸術の館友の会」事務局 FAX／078-262-0903 E-mail／tomonokai@artm.pref.hyogo.jp
予告

「Oh！マツリ☆ゴト

小企画「M氏コレクションによるJ・J・グランヴィル」

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
展覧会の内容とふかく関わる3本の映画の上映会を実施します。通常1,000円の観覧料を会員の皆様は500円に割引！
ぜひ大画面で各作品をご覧ください。
⑴山本嘉次郎監督『ハワイ・マレー沖海戦』
（1942年）：撮影に使用された特撮セットを藤田嗣治が見学している事実は
『ゴジラ』1954年 TM & ⓒ1954 TOHO CO.,LTD.
本展において重要な挿話をなします。
⑵瀬尾光世監督『桃太郎 海の神兵』
（1945年）：日本アニメ史に重要な位置を占める作品。展覧会でご紹介する同じ瀬尾監督の『のらくろ』とあわせてご
覧ください。
⑶本多猪四郎監督『ゴジラ』
（1954年）：特撮怪獣映画の金字塔ですが、注目したいのは戦後初めて登場した「女性国会議員」や長崎から東京に逃れてき
た女性、隅田川沿岸に現れたゴジラを見つめる人々といった「ピーポー」の姿です。
⑴と⑵ は戦時下の国策映画ですが、日本の映画史にとって重要な作品であることから上映をおこないます。この催しが時代と表現とのかかわりについて冷
静に見つめ、考える機会となることを願っています。 ※詳しくは美術館HPまたは次号・会報誌2月号をご覧ください。
（小林 公／当館学芸員）

「芸術の館友の会」アンケートにご協力ください
今年度も様々な事業を実施しました。会員の皆様を対象にアンケートを行います。こんな
ところに行ってみたい、こんなイベントがあれば参加してみたいなど、皆様のご意見・ご感想
を2019年1月12日（土）までにお寄せください。ご回答いただいた方の中から、抽選で20
名様に県立美術館の展覧会ポスターなどをプレゼントします。皆様の回答を参考に今後の
事業や運営を検討しますので、ご協力をお願い申し上げます。
☆アンケートの回答方法がより簡単・便利になりました☆
同封のアンケート用紙のQRコード、または、当会HP「イベントページ」のリンクからアン
ケートフォームへ進み、ご回答いただけます。また、アンケート用紙にご記入のうえ、FAX・
郵送・友の会カウンターでのご提出もOKです。

2019年度 会員更新について
有効 2019年 4月1日〜2020年 3月31日
期限 （A会員・学生会員・B会員）
会員更新の時期が近づいてまいりました。来年度も友
の会では様々な企画を予定しておりますので、ぜひ続け
てご入会ください。更新方法や受付開始時期について
は、次号の会報誌2月号でお知らせいたします。
※特別会員・法人A会員・法人B会員の有効期限は入会月
から1年間です。

M氏とは、そう、3年前の谷中安規展で谷中の木版画を多数出品してくださったコレクターの方です。
谷中と並んで氏が蒐集に心血を注いできたのが、J・J・グランヴィル。1830年代から40年代にかけてパ
リで活躍した諷刺画と挿絵の巨匠です。今回の小企画展では、
『当世風変身譚』、
『動物たちの私的・
公的生活情景』、
『もうひとつの世界』、
『生きている花々』などなど、M氏の膨大なコレクションによっ
てグランヴィルの世界をまとめて紹介します。
筆者が初めてグランヴィルを知ったのは40年近く前、坂崎乙郎の『ロマン派芸術の世界』
（講談社現
代新書）という本によってでした。当時、中二病まっただなかの筆者は、グランヴィルの《第一の夢：罪と
贖罪》の奇怪なイメージの虜となり、そこに添えられた「冷たく氷結した夢」「万物は万物へと変容でき
る」といった坂崎氏の言葉に痺れたものです。実作品をまとめて見てみたいと憧れつつも、特に何事もな
『ル・マガザン・ピトレスク』
（1847年）より
く時が過ぎてゆき、この作家への興味はしだいに薄れていきました。
「第一の夢：罪と贖罪」
そんななか、閉ざされかけていた Un Autre Monde（もうひとつの世界） への扉が突如開かれました。
谷中展で大量に作品をお借りした際にM氏がグランヴィルの大コレクターでもあるという驚愕の事実を知ったのです。展覧会やりたい！まとめて
貸してほしい！と勢い込んでお願いしたところ快諾をいただき、あまつさえ何度も熱のこもった講義を受けることができました。その度グランヴィ
ル愛を伝授してくださるM氏は、もはやM師とお呼びすべきかもしれません。
師の導きに従って進めてきた展覧会の準備もいよいよ佳境です。夢と奇想の詰まった挿絵の宝石箱にどうぞご期待ください。
（岡本弘毅／当館学芸員）

年末特別企画！

2018年をふりかえって 〜美術館＆友の会〜
いかにも埋め草的な見出しであります。が、黒田編集長のお求めとあっては断れません。友の会前事務局次長と
しては、気を落とさず、書いてみます。
まず、美術館・展覧会のことから。美術館は2018年1月半ばから約2ヶ月、企画棟の展示室を休みました。これだ
けまとまった休館（この言葉を美術館は使ってはいませんが、常設展示室と特別展示室が開いていないということ
は、学芸員業務の「感じ」的にはこの言葉がぴったりきます）はHAT神戸での美術館開館以来はじめて。そうこうし 企 画 棟とギャラリー棟との間に出現 。海 の
デッキからの六甲山は見えなくなりましたが。
ているうちに、新しい建物ができてきて、美術館屋外南側から北側を望む景色がかわりました。展示室再開と同時
に小磯＆吉原展開幕。続くプラド美術館展が6月にはじまり、10月半ばに4ヶ月もの会期を終えました。美術館や新聞社の人たちの間の昨今の話題
のひとつが、〇〇〇美術館展と銘打った展覧会への集客がひところより伸び悩んでいるという事実。プラド美展の出品作などは、さほど有名な画家
のものでなくても、見どころの多い、
「眼」に楽しいものが多く、実際見巧者のお客様にもこの点が伝わっていた実感がありますが、集客的な評価は、
さてどうでしょうか？常設展示では、筆者が担当した県美プレミアムⅡ「ひょうご近代150年」が7月から開幕。大阪出身なので郷土の歴史としての
「兵庫の歴史」は勉強していないのですが、亀の甲より年の功とはよく言ったもので、かつて当館が実施していた「移動美術館」で行った先々で地元
の人からお聞きしたお話が役立ったりしました。
最後になりましたが、友の会については、各展覧会への「支援」が本当にありがたいです（講演会等に会員優先席も設けさせていただいています）。
この場を借りて、会員諸兄に感謝の意をお伝えさせていただきます。
（西田桐子／当館学芸員）

● 映画情報

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

樹木希林追悼特別上映

12月8日（土）
『モリのいる場所』
（2018年／日本／1時間39分／監督・脚本：沖田修一／出演：山﨑努、樹木希林）
①10：30 ②13：00 ③15：10
樹木希林が「類いまれな女優さん」ということだからと思うが、訃報前後のとりあげられ方の大きさが解せない。最
近では映画もテレビもすっかり見ない当方の母までもが、その生き方などを話題にする。おかしいやん？いわゆる芸
能一家だから、だろうか？「がん」ということがあるからか？菅井きんとは、やはり違うのか？この「わからなさ」が腑
に落ちる映画であってくれればいいが。そういえば、当館2003年開催の秋野不矩展に大島っぽい着物姿で来られて
いたのを思い出しました。主演二人の役は画家 熊谷守一夫妻。

KEN-Vi名画サロン 「Oh！マツリ☆ゴト

ⓒ2017「モリのいる場所」製作委員会

昭和・平成のヒーロー&ピーポー」関連企画

2019年1月26日（土）
『この世界の片隅に』
（2016年／日本／2時間10分／監督：片渕須直／声の出演：のん、細谷佳正）
①10：30 ②13：30 ③16：00
アニメが苦手なので、見てません。ミニシアター系（この言い方も、今や懐かしいですが）の大ヒット作で、そのせ
いで最近テレビ化もされました。あらすじを聞けば、昔あった桃井かおり主演の「花へんろ」路線じゃないのかね？と
思ってしまいますが、当然違うのでしょうね。余りに評判のいいヒット作を見るのがいやで、ぐだぐだ言っていますが、
（映画案内人 西田桐子／当館学芸員）
見ると泣いてしまうのでしょうね、悲しくなくても、この手の映画は。

ⓒこうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会

