
平成29年度 米子市美術館展覧会のご案内

特別共催展
放浪の天才画家   山下  清 展 　　　　  

観覧料 :  一般 1,000（前売 800）円 、高校・大学生 600 円 ※当日券のみ
　　　　中学生以下無料
＊※（　）内は前売、15 名以上の団体、障がいのある方［付添 1人を含む］の料金
＊70 歳以上の方、高校・大学生で 15 名以上の団体や障がいのある方［付添 1人を含む］、
   日本海クラブうさみみカード会員、Feel 友の会、米子市歴史館友の会会員は
   当日料金の 100 円割引（重複利用不可）
＊会期中の水曜日は、「とっとり子育て応援パスポート」「しまね子育て応援パスポート」提示で
　当日券の 100 円割引（重複利用不可）

会  期：4月29日（土・祝）～6月4日（日）［会期中無休］
主    催 ： 米子市、米子市教育委員会、
　　　   一般財団法人 米子市文化財団 米子市美術館、新日本海新聞社

関連事業 （⑤を除きいずれも参加無料）
① 記念講演会 「家族が語る山下清」
日時：4月 29 日（土・祝）　14:00 ～ 15:30（開場：13:30）
講師：山下 浩 氏（山下清作品管理事務局代表、山下清の甥）
会場：米子市立図書館 2 階研修室
定員：100 人（申込不要・先着順）   ※本展観覧券が必要です（半券も可）
 
② オープニングギャラリートーク
日時：4月 29 日（土・祝）　開会式終了後（10:15 ごろ）
講師：山下 浩 氏（山下清作品管理事務局代表、山下清の甥）
会場：本展会場内    ※当日有効の観覧券が必要です
 
③ 学芸員によるギャラリートーク
日時：5月 13 日（土）／ 5月 27 日（土）各日 14:00～
会場：本展会場内         ※当日有効の観覧券が必要です

④ コール・凛 -Ring- によるミニコンサート
山下清が旅した日本やヨーロッパにちなんだ歌を披露します。
日時：5月 7日（日）14:00～
会場：美術館１階ホール   ※当日有効の観覧券が必要です

⑤ ワークショップ「ちぎって貼って顔を作ろう！」
自画像《自分の顔》を貼絵で残した山下清にちなみ、ちぎった和紙を
色紙に貼って自分の顔や身近な人の顔を作ってみましょう。
日時：5月 14 日（日）14:00～16:00
講師：米子ちぎり絵水星会　　参加費：500 円　
会場：米子市立図書館 2階研修室
定員：20 人（事前申込が必要です）　 ※本展観覧券が必要です（半券も可）
 

エッフェル塔前の山下清　
　　　　　　　©清美社

東京・浅草で生まれた山下清（1922-1971）は、緻密で色鮮やかな貼絵に
より独自の世界を確立し「日本のゴッホ」とも称されました。本展覧会で
は、画家そしてひとりの人間としての山下清の真の姿に迫るべく、代表的
な貼絵作品を中心に油彩や水彩画、ペン画など約130点を紹介します。
豊かな色彩と、驚異的な記憶力により描かれた山下清の「心の風景」を
この機会にぜひご覧ください。

《ロンドンのタワーブリッジ》1965 年　貼絵

常設展Ⅰ 　大山開山1300年祭プレ事業
大山の魅力（仮称）
会 　期 ：9月3日（日）～  9月24日（日）

常設（コレクション）展   ［水曜日休館］
会　場：第2展示室　　  観覧料：一般 320 (270）円
＊（　）内は 15 名以上の団体、Feel 友の会、米子市歴史館友の会会員、
　鳥取県ミュージアム・ネットワーク加盟館の会員証・パスポートなどを
　ご持参の方の料金
＊大学生以下の方、70 歳以上の方、障がいのある方（付添１名含む）及び
　米子市美術館後援会会員の方は無料

常設展Ⅱ  日本画の眺め（仮称）
会　 期 ：10月29日（日）～ 11月19日（日）

　「米子美術家協会」は、鳥取県西部の
画家たちが切磋琢磨しながら活動し続
け、2017年に発足70年を迎えます。
これを機に、設立当初の会員である
妹尾輝雄、金畑実、國頭繁次郎ら戦後
の米子の絵画の礎を築いた旧会員を含
む洋画・日本画・版画作品約130点を
展観します。

特別企画展Ⅱ   米子美術家協会　70 年のあゆみ
　　　　  
観覧料 : 一般 600（前売 400）円 、大学生以下無料
＊（　）内は前売、15 名以上の団体、障がいのある方［付添 1人を含む］の料金
＊70 歳以上の方、Feel 友の会、米子市歴史館友の会会員は
   当日料金の 100 円割引（重複利用不可）

会  期：平成 30年 1 月21日（日）～2月18日（日）

  文化の日［11月３日（金・祝）］及び
  関西文化の日［11月18日（土）・19日（日）］は
  どなたでも無料で展示をご覧いただけます。

梶谷寿雄《漁港の朝》　1986 年
油彩・カンヴァス　当館蔵

勝谷木僲《夕映の夏山登山路》　
紙本着色

かつ や もくせん

共催展   Rock, Paper, Scissors/石  紙  鋏
シンディー望月 展　
会  期：平成 30年 2 月25日（日）～3月11日（日）［水曜日休館］
会　場：第 3・5展示室　 観覧料：無料
主　催 ： AIR475（エアヨナゴ）
共 　 催：米子市、米子市教育委員会、
　　　  　(一財)米子市文化財団、米子市美術館他
日系カナダ人アーティスト、シンディー望月が
米子市の中海にある萱島に戦前にあったとされる
料亭たつみと、20世紀初頭に弓 ヶ浜からカナダに
渡った開拓移民をテーマに、歴史資料と創作文学を
織り交ぜて制作したマルチメディア・インスタ
レーションの三部作の国際巡回展です。
（企画監修／原万希子）

第57回 米子市美術展覧会（市展）
会  　期：6月23日（金）～7月1日（土）［会期中無休］
観 覧 料：無料
作品搬入日：6月18 日（日）10:00～16:00
搬 入 場 所：米子市美術館
部　　　門：洋画・日本画・書道・写真・工芸・彫刻
出 品 点 数：洋画・書道は 1 部門 1点、
　　　　　  日本画・写真・工芸・彫刻は １部門2点まで
出 品 料：1部門１点につき 1,000 円（高校生は無料）
＊作品の規格など詳しくは美術館へお問い合わせください。

広く市民の皆様から美術作品を募り、発表と鑑賞の機会を設けることにより
美術の振興に寄与することを目的に、毎年開催している公募展です。
一般出品作品の中から選ばれた優秀作品には賞状と、副賞（市展賞１万円相当、
奨励賞５千円相当）が贈られます。皆様の意欲あふれる出品をお待ちしております。

共催展   米子市障がい者アート展
会  期：9月23日（土・祝）～10月1日（日） ［水曜日休館］
会　場：第４展示室　　観覧料：無料
主　催 ： 米子市　　共 催：米子市教育委員会、 (一財) 米子市文化財団 米子市美術館
米子市内の障がい者施設を利用されている、障がいのある方による絵画、
書、写真、イラスト等を展示します。

第61回鳥取県美術展覧会（県展）   ※米子会場
会   期：10月7日（土）～10月16日（月）［会期中無休］観覧料：無料  
作品搬入日：9月3日（日）10:00～16:00　搬入場所：米子市営武道館  出品料：2,000円
県民から公募した作品（洋画・日本画・書道・写真・工芸・彫刻・版画・デザイン）の
うち、入選作品を展示します。

特別企画展Ⅰ  
アール・ヌーヴォー  ガラス工芸の美 
－井上幸夫・英子コレクション受贈記念 ー

　　　　  
観覧料 : 無料
井上幸夫（米子市出身）・英子ご夫妻が25年以上の長きにわたっ
て収集された、貴重なエミール・ガレ（1846-1904）やドーム兄弟
（兄オーギュスト1853-1909、弟アントナン1864-1930）を中心と
したアール・ヌーヴォー期のガラスコレクションのうち、今年
度米子市に寄贈される79点全作品を一堂に会し、まとまった形
でご覧いただきます。

関連事業 （いずれも参加無料）
① ギャラリートーク
日時：8月 5日（土）　開会式終了後（10:15 ごろ）
講師：野依秀行氏 （株式会社ベル・デ・ベル代表取締役）
会場：本展会場内

② 記念講演会
日時：8月 5日（土）11:00～　（開場：10:30）
講師：野依秀行氏（株式会社ベル・デ・ベル代表取締役）
会場：米子市立図書館  2 階  第 3・4研修室
定員：70 人（申込不要・先着順）   

ドーム《コロシント形花器》　

ドーム《鳥文花瓶》

会  期：8月5日（土）～8月27日（日）［水曜日休館］

※記載内容については変更する場合があります。

日系文化センター・博物館
（カナダ）での展示風景

1月24日（水）、1月31日（水）、2月7日（水）、2月12日（月・振休）休館

［公益財団法人
  三菱UFJ信託地域文化財団助成事業］


