
企画展「貝をめぐる多彩な世界～渡辺浩記コレクションより～」 秋田県立博物館
期 間 2011.12.17～2012.4.8

貝の仲間は、地球上で昆虫に次いで多

く、13万種以上が確認されています。一

般に知られている貝は、ホタテやアサリ

などの食用の貝や、真珠をつくる貝など

で、生き物としてはあまり目立った存在

ではありません。しかし、重力という制

約を受ける陸上の動物と違って、水の中

は重力の制約をほとんど受けないので、

貝の形は、幾何学的なルールを守りなが

らも自由奔放で、その色や模様とをあわ

せると、水底の宝石と呼ぶにふさわしい

美しさを持っています。

秋田県立博物館で開催中の企画展「貝

をめぐる多彩な世界」は、生命の持つ根源的な美しさを知っていただくた

めに、貝の多様な形態や生態を、様々な視点から紹介しています。

近代美術館 企画展 赫い女●紺野五郎素描展
le Femine du Cramoisi ●Exposition de Goro Konno,esquisse et tableau.

会 期 ２月１８日(土)～４月１５日(日)
開館時間 午前９時３０分から午後５時まで(入館は午後４時３０分まで)
観 覧 料 無 料
出展作品 油彩画１１点 素描類１４８点

生涯学習課だより 第６３号

紺野五郎は男鹿市出身の洋画家です。戦後間もなくキュビスムの

影響を受け、人体のフォルムの研究に没頭しました。日々、山と積

まれた画用紙に向かい、美しい形をえぐりだすように描き続けたと

いいます。

透明水彩絵の具によるクロッキーによって、激しい色彩による女

性像が誕生します。赤、緑、藍をまとう体からは繊細な表情と膚の

仄かな温もりが表れました。赤を基調としたこうした人物像によっ

て色感が洗練され、カラリストと呼ばれる紺野五郎の油彩画が誕生

するのです。

この展覧会では紺野五郎の色彩の基点となった「赫い女」を中心

に、「キュビスムの洗礼」「画家の日常」「ポラーノ舎より」の４部構

成で、紺野五郎の画業をご紹介いたします。調査対象になった約８

００点の作品はすべて DVD画像で放映中です。是非ご覧ください。
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秋田県生涯学習課関連施設 ３月の主な行事予定 各施設のホームページもご覧ください

生涯学習センター 018-865-1171
美の国カレッジ『特別公開講座』※無料

○「渋江家の手前給人について～神宮寺村を中心に～」

日時：３日（土）13:00~14:30
講師：半田和彦氏 場所：大仙市大曲交流センター

○「三湖伝説を語る」

日時：４日（日）10:00~11:30
講師：五十嵐經氏 場所：潟上市昭和公民館

○「ﾌﾟﾛﾚﾀﾘｱ作家 小林多喜二~その国際的評価をめぐって~」
日時：４日（日）13:00~14:30
講師：高橋秀晴氏 場所：大館市立中央公民館

○「方言を大切にした標準語の村」

日時：１０日（土）13:00~14:30
講師：北条常久 場所：東成瀬村地域交流ｾﾝﾀｰ

○「世界遺産平泉の源流を探る~横手の遺跡をめぐって~」
日時：１１日（日）13:00~14:30
講師：島田祐悦氏 場所：秋田県生涯学習ｾﾝﾀｰ

美 術 館 018-834-3050
＜美術ホール 展示会＞

第 51 回全県新年書きぞめ展 2 日(金)～ 5 日(月)
大森興二・西村廣惠

彫刻二人展 10 日(土)～ 14 日(水)
第 20 回墨峰書展 17 日(土)～ 20 日(火)
華道・五明流生け花展 24 日(土)～ 25 日(日)

保呂羽山少年自然の家 0182-26-6011
〈３月より通常の施設利用ができます〉

11 月から冬期間休所となっておりましたが，通
常のご利用ができるようになります。出前講座
もこれまでどおりお請けいたします。

岩城少年自然の家 0184-74-2011
〈アドベンチャーキャンプ〉 3 日(土)～ 4 日(日)
対象：小学４年生～中学生
内容：交流ゲーム、自然物工作、テント泊等
費用：2,500円 締切：2月 24日(金)

〈親子 de キャンプ〉 10 日(土)～ 11 日(日)
対象：小学生を含む親子
内容：自然散策、きりたんぽ鍋、お花炭作り等
費用：2,000円 締切：5日(月)

大館少年自然の家 0186-43-3174
〈冬のスターウォッチング〉 9 日(金)・10 日(土)
対象：家族、一般
内容：冬の星座のお話や望遠鏡で「Ｍ 42 オリオ

ン大星雲・木星・金星」等を観察します。
場所：大館少年自然の家
費用：無料
締切：当日受付、事前申し込み不要

あきた白神体験センター 0185-77-4455
〈アカバナマンサクを見に白神ガイドと歩く〉

３月中旬ころまで（要予約 随時）
対象：山登りのできる一般成人（最少催行２名）
内容：初心者向けの里山歩きとマンサク観察
費用：お一人 2,000円
締切：ご希望日の３日前まで

図 書 館 018-866-8400
特別展示
「昭和の復興Ⅰ～開戦七〇年、戦時下から立ち上がる～」
特別展示室 2 日(金)～ 4 月 20 日(金)
主催:秋田歴史文化伝承会
共催:秋田県立博物館,秋田県立図書館

あきた文学資料館 018-884-7760
特別展示
※入場無料 10:00～ 16:00
「秋田の女性作家たち」 2012 年 4 月 22 日(日)まで
文学セミナー
※入場無料 ９日（金） 13:30 ～ 14:30
「草庵・隠者の文学―なぜ茶室は暗いか
―私の文学史⑮」 講師：井上隆明（文学史家）

青少年交流センター（ユースパル） 018-880-2303
青少年の各種研修、企業研修、部活動やスポー

ツ少年団等の各種大会、合宿等でご利用下さい。

農業科学館 0187-68-2300
〈企画展示〉
洋ランフェスタ“春を迎える”

11 日(日)まで
雪割草展 10 日(土)～ 11 日(日)
サン・アグリン フォトコンクール作品展

11 日(日)まで
雪割草・春蘭花物展 21 日(水)～ 25 日(日)
山野草と雪割草展 31 日(土)～ 4 月 1 日(日)

〈体験教室〉 ※随時実施 ただし事前申込必要

豆腐作り体験、餅つき体験、米粉で調理体験、
押し花でしおり体験

〈研究機関紹介コーナー〉

総合食品研究センター 25 日(日)まで

博 物 館 018-873-4121
〈企画展〉
貝をめぐる多彩な世界

4 月 8 日(日)まで
〈菅江真澄資料センター企画コーナー展〉
真澄見聞の異国情報

20 日(火)まで
〈博物館教室〉※事前の申込みが必要

「真澄に学ぶ教室」講読会(高校生～) 17 日(土)
「初めての古文書解読」(中学生～)

4 日(日)、18 日(日)
〈ふるさとまつり広場〉
雛人形 4 月 8 日(日)まで

〈イベント〉

ミュージアムコンサート
「早川泰子の“ほっと JAZZ たいむ” 20 日(火)

近代美術館 0182-33-8855
〈企画展〉 ※観覧無料

・紺野五郎素描展 4 月 15 日(日)まで
関連教室「素描展をみる、絵を描いてみる。」
水彩画教室(要申込・材料費 300 円) 4(日)13:00 ～ 16:00
ギャラリートーク 17(土)14:00～
〈コレクション展〉※観覧無料
第４期アート・レポート・アキタ 4 月 8 日(日)まで
所蔵彫刻名作選「見いだされたフォルム」・日本画名作選

【大好評】近美キッズルーム！ 毎日 9：30 ～ 15：45
たのしい絵本や木のおもちゃがあります！ ※無料です
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