
山梨県立美術館特別展・テレビ山梨開局50周年記念事業

O

※会期が変更になる可能性がありま坑 ご来館前に当館ホームページをご確認ください。

[開館時間]午前9:00～ 午後5,00(入館は午後4:30まで)

[休f喀日]2月 15日 (月 )、 22日 (月 )、 3月 1日 (月 )、 8日 (月 )、 15日 (月 )、 22日 (月 )

[観覧料]一般1,000(840)円  大学生500(420)円
※( )内 は20名 以_との団体料金、前売料金、県内宿泊者剖引料金 ※高校生以下の児童・4i徒は無料(高校生は生徒手中l(等持参)

※県内65歳以上の方は無料 (健康保険証等持参)※ 障害者手帳をご持参の方、およびその介護をされる方は無料

※前売券は山梨県立美術館にて、1月 11日 (月・祝)力ち 2月 10日 (水 )ま でlFぇ売

[主催]HJ梨県立美術館、テレビ山梨

[後援]ブ方身ッシュ・カウンプ洵、山梨日日新聞社・山梨放送、テレビ期目甲府支局、

朝日新聞甲府総局、毎H新聞甲府支局、読売新聞甲府支局、

産経新聞甲府支局、共同通信社甲府支局、時事通信社甲府支局、

山梨新報社、日本ネットワークサービス、
エフエム富士、エフエム甲府

[協力]日 本航空、山梨交通

[企画協力]ブレーントラスト
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イギリスのロンドン郊外にあるキューガーデンは、ユネスコ世界遺産にもなっている世界最大級の

植物園で現 本展ではキューガーデンのコンクションを中心に、約100点のボタニカルアートを展示

しま現

キューガーデンの歴史は18世紀に始まりま現 当時の大英帝国は貿易と植民地獲得によって

繁栄を迎え、啓蒙思想の広がりや産業革命を背景として、当初は医療目的であった薬車の研究から

近代植物学が飛躍的に発展しました。そして世界各地の植物を調査するための研究センターとして

キューガーデンが大きな役割を果たすようになり、多くのボタニカルアートが生まれました。ボタニカル

アートとは、植物を科学的な視点から描いたものく 植物研究とともに長い歴史を培うなかでその

芸術性を見出され、人々に親しまれるようになりました。

本展では18世紀から19世紀初頭に制作されたボタニカルアートを紹介するほか、国王ジョージ3世

の妃であり、この時代のキューガーデンの発展に寄与したシャーロット王妃 (1744～ 1818)に スポット

を当て、彼女が愛したウェッジウッドの「クイーシ/ズ ウェアJを展示しま現

さらに、当時の建築や装飾における主流のデザインであった

ジョージアン様式の部屋を部分的に再現し、ボタニカルアート

を愛した人々の暮らしぶりを紹介しま現

西洋において世界に対する視野が急激に拡張し、各分野で

大転換が起 こった時代 に、先端性 の一翼を担 うとともに

人々の暮 らしを華やかに彩ったボタニカルアートの世界を

ぜひお楽しみください。
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[関連イベント]
セ ツ

記念講演会
植物学者の大場秀章氏が値物とボパニカルアート

について講演を行いま現

[講師]大場秀章氏(東京大学名誉教授)

[日 時]2月 27日 (■)午後■30～3:00

[場所]講堂
※申込不要、聴講無料、定員40名 (予定)

通ども美術館
「発見を観察と

植 lサノJの面 白さ美 しさをみつ けようJ

芸術の森公園の植物を観察した,お話を間い

たりします。食べられる植物、役に立つ車花が

みつかるかな。展示室のボタニカルアートの見方

も変わるかも・・・。

[講師]戸沢一宏氏

(山梨県森林総合研究所研究管理幹)

[日 時]2月 21日 〈日)

①午前10:00～ 11:30

②午後1:30～ 3:00

[対象]小学生以上

(小学1～ 3年生は保護者同伴)、

各国10名程度

[場所]ワークショップ室

[申込方法]

Faxまたは電話で次の情報をお伝えください。

①参加希望時間②全員の氏名(付き添いの方も

含む)③年齢〈学年)④電話番号(Fax番号)

[申込期間]1月 26日 (火)～ 定貝になり次第締切

[申込先]山梨県立美術館にども美術館J係

Tel:055‐ 228‐ 3322 Fax:055-228-3324

大人のた跡の美術講座
本展のみどころについて担当学芸員がスライド

トークを行いま坑

[目 時]3月 13日 (上)午前■:00～ 12:00

[場所]講堂
※申込不要、聴講無料、定貝40名 (予定)

式ュヽヽ―ジみ攀 シン ー「秘密 のギむ口」

バーネットの児童文学を映画化。伯尖の屋敷

に引き取られた少女メアリーが、閉ざされた

ままの庭園を発見し、物語が動き出す。(監督 :

アグニェシュカ・ホランド、1993年、アメリカ)

[日 時]2月 20日 (■)午後■30～ (102分 )

[場所]講堂
※鑑賞無料、要事前申込。中込についてはホーム
ページをご覧ください。

記念ヨンサート
モーツァルトがシャーロットエ妃に献呈した
「ロンドン・ソナタ」を中心にお届けしま免優雅な

音色をお楽しみください。

[日 時]2月 21日 (日)午後2100～ (約40分 )

[演奏]澤田優子(″レート)、

野神佐和子(ピ〃)、

田中愛子(',絋リン)

[場所]本館1階ロビー
※中込不要、鑑賞無料、定貝45名 (予定)

各イベントは延期または中止となる可能性が

ありま免 ご来館前に当館ホームページを必

ずご確認ください。

具 ′

美術館通 り(国道52号 )

西語交差点

当館ホームページ

至南ア

Ⅷ
至東京

◎090

アプタヌーン。ティーー

レストラン「アート・アーカイブスJでは、
本展会期中、アフタメーン・ァィーをお

楽しみいただけま魂
[提供時間]午前9:30～午後4:00

お一人様 2,000円 (不)粉 J)

※イメージ写真

[アクセス]

O JR中 央本線甲府駅より           みたぃ
,甲 府駅バスターミナル (南 日)1番乗 り場より御勅使・竜王駅経由敷島営業所・

大草経由韮崎駅・貢川団地各行きのバスで約15欠「山梨県立美術館J下車。
・タクシーで約15分。

○ 中央自動車道甲府 I昭和インターチェンジより
・料金所を昇仙峡・湯村方面へ出て200m先 を左折、西条北交差点左折、アノンプス

通りを約2km直 進、貢川交番前交差点を左折、国道52号 を約 lkm、 左側。

種 をまく 世界 が ひ らく

山梨県立美術館倹


