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戦後から現在にかけて社会は大

きな変貌を遂 ザました。それに伴

しヽ美術の世界も大きく変わること

となりました。社会が多様化 複雑

化してしヽる状況の中でミ作家は自ら

の立地点を間しヽ続けながら、現在

における「絵画Jの意味を模索し、

あらゆる媒体を最大限に生かして、

独自の世界を築いてしヽる時代とも

言えます。

本展は、こうした現代の絵画をめ

ぐる様々な問題に純粋に取り組み、

意欲的な制作活動を行つてしヽる

55歳 以下の国内の作家]]人を選

び、最近作をそれぞれの個展としヽ

う構成で紹介するものです。絵画

というものが拡大し、従来には考え

られなかつた新しい形態の作品が

次々と現れる中で、国際的な視野

をも意識しながら、「絵画の現在」

を通して、これからの絵画とは何か

を考える機会とするために企画し

たものです。

出品作家は、岡村桂三郎、斉藤典

彦、菅原健彦、辰野登恵子、千住博、

手塚雄二、中村一美、奈良美智、国

高理恵子、福田美蘭、森村泰昌の

]1人です。

中村―美

「死を悼みて冠状の磐座に座す者J200102年

辰野登恵子

「UNTITLED 94-フJ1994年

奈良美智

「LITTLE RAMONAJ2001年

2003年7月12日(土)～8月17日(日)
〔川ni‖十‖」〕

′iti10‖j～
′i後6‖i(11'と本販売は5‖+30分まで)

〔“】 け色 ‖`十〕  一均党80011  )くlt′li50()|  !I1/卜′L3001【1(「11/1たヽ||はJttH祝は1【本‖) 作品図版は一部参考です。

日高理恵子 「空との距離 iJ2002年

広島市現代表術館蔵

千住博  「ザ フォール」1 9 9 5年

森ホ寸泰昌 「B「others(Siaugher])」 1991年

福田美蘭 「D sappe3「」1996年

手塚雄二  「風雲風神」2000年 岡村桂三郎  「来迎図―monsoon」 2000年



開館記念特別展

オランダ17世紀 市民の時代

フランス・八ルスと
八―ルレムの画家たち

2003年10月7日(火)～11月30日(日)
〔開餅時間〕午前10時～午後6時(観覧券販売は5時30分まで)
〔観 覧 料〕一般1,200円′/大高生700円/′中小生500円(H・小生は土日祝は無料)

③」aaHem Frans Hals Museum

この秋、レンブラントやフェルメー

ルと並ぶオランダの巨匠フランス ノヽ

ルスの名品が美術館にやつてきます。

この展覧会は、新潟県と北ホラント州

がこれまで行つてきた友好交流の一

環として計画されたもので、北ホラ

ント州の州都八―ルレム市にあるフ

ランス 八ルス美術館の所蔵品から、

八ルスの作品3点 を含むオランダ

]フ世紀の絵画60点 を紹介します。

フランスリ ルヽス (1582年 頃～

1666年 )は、オランダ1フ世紀を代

表する肖像画家、風俗画家です。ア

ントワープに生まれ、幼い頃家族とと

もに八―ルレムに移住した八ルスは、

生涯のほとんどをこの町で過こし、町

に住む豊かな市民たちや下層階級の

人々を、素早く的確な筆さばきで描

きました。特に、八―ルレム市の市民

隊や福祉施設の理事たちを描いた「集

団肖像画」では、斬新な構図を取り入

れ、またモデルのポーズや表情に変

化をつけるなどして、このジャンルに

新風を吹き込みました。クールベ、マ

ネ、」ッホなど、後代の画家にも多大

な影響を与えています。

今回の展覧会では、八ルス晩年の

大作 「養老院の女性理事たち」をは

じめ、オランダ17世紀最大の風景画

家とされるライスダール、教会内部

や都市の景観を正確な遠近法で繊綱

に描き出したサーンレダム、富裕な

商人や農民たちの暮らしを風刺した

ヤン ステーンなど、八―ルレムで活

躍した画家たちの作品を紹介します。

広大な空が広がるオランダ特有の

風景や、黄金時代の担い手となつた

市民たちの生き生きとした姿を、]フ

世紀の旅人になつたような気持ちで

こ覧いただきたいと思います。

フランス ブヽルス 「養老院の女性理事たち」1664年 頃 フランス 八ルス美術館蔵

フローリス フアン デイク 「チーズと果物のある静物」1613年  フランス 八ルス美術館蔵

力]藤唐九郎

「黒織部茶碗 館 がらしや」
1950年

速水御舟 「温泉」1918‐ 19年 頃 平山郁夫 「中亜熱閑図」1971年

開鯖己念展エ コレクター・駒形十吉の眼

併設平山郁夫展

2003年8月23日(土)～9月28日(日)
〔開館時間〕午前10時～午後6時(観覧券販売は5時30分まで)
〔観 覧 料|〕一般800円ナ大高生500円 中小生300円(中タト生は上口祝は無料)

駒形十吉氏(]901～ 1999年 )は、

無類の美術愛好家として、長年にわたつ

て国内外の第一級の美術品を収集し

続け、「長岡現代美術館」を創設して

同時代美術を積極的に支援し、新潟

県内のみならす日本中の美術界から

多大な注目を浴びました。

今回は、駒形氏が収集した美術品

の数々を一堂に展観し、コレクターと

しての審美眼を改めて検証します。

また、併設する「平山郁夫展」では、

駒形氏と親交の篤かつた日本国家平

山郁夫氏の作品を展示します。

元永定正 「作品」1965年 悔原寵三郎 「紫禁城」1942年



新潟県立万代島美術館

0&0
複台施設 「朱鷺メッセ」内の万代島ビル5階 に、フ月12日 オープン

する新潟県立万代島美術館。美術館のオープンを目前にして、QsAの

かたちで美術館を紹介します。

()美 術館への交通手段は? ()近 所に駐車場はありますか? ()観 覧料はいくらですか?

0召側継鏑禰輛開 0駅鏑則塩離置弓ぎ
中学生については、年間を通して土日祝日

の観覧料が無料となります。
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300円  240円

150円  120円

50円   40円
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新潟駅万代日から、駅前バスターミナル6番

線より新潟交通パス「佐渡汽船」行きに乗車、

「朱鷺メッセ」パス停で下車します(料金

]80円 )。駅から徒歩20分 程度です。万代

シティのパスターミナルからは、徒歩約10

分です。

新潟近郊の他の美術館施設

について教えて下さい。

新潟市内には、新潟市美術館、知足美術館、

雪梁含美術館、敦井美術館、新津記念館、新

潟市宮津八一記念館などが、近隣の新津市

内には、新津市美術館や中野邸美術館など

があります。これらの美術館の情報は、万代

島美術館ホームページのリンク集で紹介し

ています。

で、利用料金は30分 ことに100円 (入場から

30分 以内に出場する場合、駐車料金はいた

だきません)、lB寺間以内の利用は200円 、

以降30分 までことに100円 すつの追加とな

ります。また、万代島ビル内にも駐車場が整

備され、駐車台数は約200台 、料金は20分

ことに100円 となつています。

駐車場は「朱鷺メッセ」内の他の施設と共用

することになりますので、なるべく公共交通

機関をご利用下さい。

休館日は?開館時間は
何時から何時ですか?

体館日は月曜日(月曜が祝日の場合はその

翌日)および年末年始、そして展示替の時期

となります。開館時間は午前10時 から午後

6時 までで、観覧券の販売は午後5時 30分

までです。

一
般

美術館の中に
レストランはありますか?

美術館内にはレストランは設置されていま

せんが、万代島Dレの2階などに、喫茶コーナー

やレストランがありますので、こ利用下さしヽ。

万代島美術館に

友の会はできるのですか?

「新潟県立近代美術館友の会」では、会員の

方々からの意見を参考に、「近代美術館友の

会」と「万代島美術館友の会」を一つにする

ため、友の会組織の一本化を進めています。

会員が両館で開催される展覧会を利用する

ことができる予定です。友の会のシステム

や入会方法は、これからホームページ等でお

知らせします。
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情報検索コーナー
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Schedule展覧会スケジュール
~ ブ

レオープン所蔵品展
「いろ。かたち さまざまな表現」
(5月1日～5月5日)

「コレクター・駒形十吉の眼

日翻 智畢28日)

複含施設 「朱鷺メッセ」

の開業記念イベント「朱鷺

めき新漏 未来ワールド」

にあわせて、5月 ]日から

5日間プレオープンとして

開催します。フ月12日 (土)

わ`らの開館 に先立 ち、

2000年 度から2002年

度にかけて新しく収蔵し

た国内外の美術作品の中

から、約80点 を無料で一

般公開します。

６

Ｊｕｎｅ

６
フ
錦 一般公開 万代島美術館プレオープン展

「いろ、かたち、さまざまな表現」
品氾mttr日々札告ツ鑑陥 言罫 2003年5月1日(木)～5月5日側)〔開榊問〕愉船～どF後6時
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轟印■目的

開館記念特別展
「オランダ1フ世紀 市民の時代
～フランス・八ルスと

「色彩と形のアラベスク
～アメリカ現代陶芸の系譜

※展覧会名ほ仮称です。また、会期は変更されることがあります。

万代島美術館の

ホームページを

開設しました!

現在開催中の展覧会情報や講演会の案内など、

万代島美術館の最新情報をお届けしてしヽきます。

ぜひ訪問して、ブックマークして下さしヽ1

ホームページアドレス

http://_w.lolonei.9roip/bOnbi/

新潟県立 |三代藍堂・宮田宏平展 |モーリス・ドニ展

近代美術館の

企画展

2003年4月26日ll)～6月15日〔日)

佐渡出身で現代金属造形の代表的作家である三代藍堂 宮

田宏平 (1926年 ～)の回顧展。来尿美術学校(現在の東尿云

術大学)卒業後、宮日は日展、日本現代工芸美術展を中心に、

工芸革新の旗手として、素材、造形素材の開拓、鋳造技術の改

良に努め、従来の工芸概念を覆した立体造形ともいえる造形

領域を確立してきました。また、蛸型鋳造の特質を生かしたア

クセサリーでも高い評価を得ています。この展覧会では、代表

作を含む約130点 で自日の制作歴を回顧、紹介します。

2003年7月5日ll)～8月31日t日)

1880年 代終わりから20世 紀前半にわHすて活躍した画家,

版画家モーリス・ドニ(18フ0～ 1943年 )の回顧展。ドニは

新芸術の先駆者を自認した若い国家たちの結成した「ナビ派」

の最年少の一員ながら、理論家として近代絵画の方向性を示

しました。今回の日本での個展は、1981年 に東京と京都で

開催されて以来22年 ぶりとなるものです。この展覧会は、パ

リ郊外のサン=ジェルマン=アン=レイにあるプリウレ美術館

の所蔵品約80点 で構成されています。

「新潟の作家100人展」
(1月24日～3月7日)

●
●
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新潟県立近代美術館

〒940-2021 新 潟県長岡市宮関字居掛2フ8-14 TEL 0258-28-4]]1(代 表)
http://m.lalanet.宮「.jp/kinbi/

【開館時間】午前9時～午後5時(観覧券販売は午後4時30分まで)
【休 館 日】月曜(ただし月曜が祝日の場合は開館し、翌日休館)。
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