
○本オープンは平成２５年秋頃と見込む○
新県立美術館の建設工事は、東日本大震災の影響で、３か月遅れ

て平成２４年６月末の竣工と見込まれております。この３か月の遅

れは、単に工期の延長にとどまらず、美術品を損なうおそれのある

アルカリガス等が、コンクリートから発散しやすい気温の高いシー

ズンを逃すこととなり、本オープン時期の見極めにあたり、３か月

以上の期間の意味を持つことになります。

新県立美術館は重要文化財等の展示を目指しております。美術館

は通常の建築物と異なり、美術品を最良な環境で展示・保存するた

め空気質等を一定に保つ必要があります。これはアルカリ・酸等に

より絵画等の色を変色させるなど美術品を損なうことが分かってき

たことによります。そこで文化庁では、重要文化財等を展示する施設として特に厳しい空気質の

基準値を示しております。

これまでも、空気質の確保の必要性が前提であることを踏まえてのオープンと考えておりまし

た。コンクリートから発生するアルカリガス等の抑制には近年さまざまな技術や工法が開発され

てきておりますが、民間の研究所によれば、美術館を健全な状態で保ち、新県立美術館収蔵庫・

、 。展示室の空気環境が安定するのは 平成２５年の夏以降の可能性が高いとの見解が示されました

そうしたことから、新県立美術館の本オープンを平成２５年の秋頃と見込んだものです。

○平成２４年７月以降は暫定オープン○
再開発組合から県に引き渡しされると見込まれる平成２４年７月以降は、暫定オープンとし、

県民の皆様に建物の魅力等を十分に体感していただけるようにと考えております。なお、本オー

プンまで現県立美術館は、移転準備に入る前までの一定期間、現状どおり使用していきたいと考

えております。

生涯学習課だより 第 号５８

018-834-3050県立美術館

＜美術ホール １０月の展示会＞

創立 周年秋田新光会写真展 日(土)～ 日(火)80 1 4
第 回泰書會秋田展 日(木)～ 日(火)7 6 11
第 回ＭＯＡ美術館23

あきた児童作品展 日(金)～ 日(土)14 16
秋田現代水墨画作品展 日(木)～ 日(月)20 24
美好会展 日(木)～ 日(月)20 24
第 回秋田書道展覧会 日(水)74 26

～ 月 日(木)11 3

発行20１１/９/２７

秋田県教育庁生涯学習課

現在、新しい県立美術館の建設工事が
進んでいますが、多くの県民の皆様から
親しまれてきた現県立美術館建物を、仮
に残すとすれば、どのように利活用しま
すか？
そんな皆様の声をお知らせいただきた

く、県生涯学習課では、現県立美術館建
物の活用方法についての意見募集を行っ
ております。
生涯学習課のサイトを御覧の上、御意

見をお寄せください。
http://www.pref.akita.lg.jp/www/
contents/1314145514990/index.html



各施設のホームページもご覧ください秋田県生涯学習課関連施設 １ ０ 月 の 主 な 行 事 定予

018-865-1171生涯学習センター
あきた学専門講座

【あきたの先人に学ぶ】 日(土)､ 日(土)8 22
【 スペシャリスト】 日(土)､ 日(土)THE 8 22
あきた地域学講座
鹿角キャンパス 日(土)1
横手キャンパス 日(土)､ 日(土)15 29

れんけいカレッジ

刷る 綴じる 読む！平田篤胤 版木ゼミ! !
日(金)､ 日(金)､ 日(金)､ 日(金)7 14 21 28

生涯学習・社会教育関係者レベルアップ研修①

生涯学習センター会場 日(金)14

0182-33-8855近代美術館
※一般８００円、大学生以下無料〈特別企画展〉

ハイチの素朴な絵画展
月 日（土）～ 月 日（日）10 1 11 27

・ギャラリーツアー 日（日）2
・ジャズコンサート

「ハイチに祈りを捧げて」 日（日）9
〈コレクション展〉

Ａｒｔ Ｒｅｐｏｒｔ Ａｋｉｔａ２０１１
第２期 ＴＨＥ柴田安子 日(月)まで10

〈ミュージアムコンサート〉
・前田秀樹ピアノコンサート 日(日)30

018-873-4121博 物 館

〈企画展〉
YAMA NO KIOKU

鉱山の記憶 月 日(土)～ 月 日(日)9 17 11 27
※事前の申込みが必要〈体験教室・講座〉

「真澄に学ぶ教室」講演会（高校生～） 日(土)8
「真澄に学ぶ教室」講読会（一般） 日(土)22

※申込みが必要〈名誉館長館話ー先覚・真澄ー〉
14 28 14:00 15:30対象：一般 日(金) (金) ～、

新野直吉名誉館長が県立博物館の「秋田の先覚記念室」
と「菅江真澄資料センター」にまつわる話をします

〈ふるさとまつり広場〉

秋田の土人形 月 日(水)～ 月 日(日)9 14 10 30

018-866-8400図 書 館
特別展示
「福田豊四郎～生命をみつめて～」

※共催：県立近代美術館 日(日)～ 日(土)2 29
※定員 人 入場無料秋田ふるさとセミナー 50

29 13:30 15:00「福田豊四郎－人と芸術－」 日(土) ～
※定員 人講座「 代･ 代 」40 50 からのマネープラン 50

第１回 日(土) 第 回 日(土) 入場無料8 2 22
※定員 人 入場無料秋田をまなぶ講座シリーズⅢ 50
9 13:30 15:00「秋田の本のありかを見つけに」 日(日) ～

018-884-7760あきた文学資料館
※先着 人 事前申込必要文学講座 『種蒔く人』 周年90 70 ,

「今野賢三の日記 」―『種蒔く人』創刊の頃

1 13:30 15:00日(土) ～
15 10:00 11:30「 」小牧近江とベトナム 日(土) ～

0187-68-2300農業科学館
企画展示〉〈
おしば美術展 日(土)～ 日(月)1 10
土器に生ける秋の草花展 日(土)～ 日(日)15 30
大仙市おもと展 日(土)～ 日(日)15 16

〈おやこ自然教室〉
草花の寄せ植えを楽しむ ※事前申込不要 日(土)8
野菜を収穫しよう ※事前申込必要 日(土)15

〈フォトコンクール〉
「現在の農山村生活の様子を後世に伝える映像

記録」 日(土)～ 月 日(火)1 1 31
〈研究機関紹介コーナー〉

)果樹試験場紹介展 月 日(火)～ 月 日(日8 30 11 6

0186-43-3174大館少年自然の家
日(日)〈秋のオカリナ音楽祭〉 2

対象：家族、小学生以上

日(火)〈ハイキング倶楽部Ⅱ〉 4
対象：大館少年自然の家ハイキング倶楽部会員

日(土)〈アウトドアスクール４〉 8
対象：園児（年長）～小学２年生

日(月)～ 日(土)〈宿泊通学学級Ⅱ〉 10 15
対象：小学３年～６年生

日(金)、 日(土)〈秋のスターウォッチング〉 21 22
対象：家族、一般

日(土)〈子どもハイキングくらぶ６〉 22
対象：小中学生、保護者 保険料 円(初回のみ)200

0184-74-2011岩城少年自然の家
日(日)〈大人のための自然塾〉 16

対象：一般 内容：獅子ヶ鼻周辺の自然観察
費用： 円 締切： 日(金)500 7

日(土)～ 日(日)〈 〉アドベンチャーキャンプ 22 23
対象：小学４年生～中学生
内容：交流ゲーム、野外炊飯、テント泊等
費用： 円 締切： 日(金)2,500 14

日(土)～ 日(日)〈親子 キャンプ〉de 29 30
対象：小学生を含む親子
内容：自然物工作、野外炊飯等
費用： 円 締切： 日(金)2,000 21

0182-26-6011保呂羽山少年自然の家

日(金)～ 日(日)〈保呂羽音楽祭 〉2011 7 9
対象：小学４年生～成人
定員：１５０名

日(日)〈秋をたのしもう！ 保呂羽〉in 24
対象：家族・グループ
定員：４０名

0185-77-4455あきた白神体験センター
月 日(月) 月 日(月)〈 〉秋はやっぱり山でしょ！ 9 26 ~10 31

対象：一般～小学生
内容：ガイド同伴 留山・三十釜散策（午前）
費用：お一人 円 締切：希望日の３日前2,000

月 日(月) 月 日(月)〈 〉秋もまだまだ海でしょ！ 9 26 ~10 31
対象：一般～小学生
内容：日本海でのシーカヤック体験（午後）

費用：お一人 円 締切：希望日の３日前2,000

018-880-2303青少年交流センター（ユースパル）

対人関係能力向上セミナー〈
日(水)～ 日(土)ユースパル夜学塾〉 19 22

対象： 歳未満の勤労青年 定員： 名30 20
コミュニケーション能力の向上と職場等の枠を超えた交流内容：

費用： 円（宿泊・食事代込み）15,000
締切： 日(火)11


