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秋田県教育庁生涯学習課

特別展
雅なよそおい」

平成２３年７月２日（ 土 ）～８月２１日（ 日 ）
人はいつの時代にも衣服をまとい、化粧をほどこし
髪型をととのえ身を飾ってきました。その中で様々な
意匠や流行、そして新しい技術が生み出されました。
この展示では江戸時代から昭和の初期までの化粧道
具や衣装、髪型や装飾品などから「よそおい」の美し
さとその技術をご紹介します。
山水蒔絵阿古陀香炉（ポーラ文化研究所蔵）

和宮所用

十種香道具（黒塗桜花唐草蒔絵）
（東京都江戸東京博物館蔵）

秋田県立近代美術館

五三桐紋蒔絵婚礼化粧道具
（ポーラ文化研究所蔵）

特別展

「光と影のファンタジー

藤城清治の世界展」

平成２３年７月２２日（金）～９月２５日（日）
藤城清治さんは、影絵界の第一人者として現
在も活躍しておられます。その作品は雑誌「暮
らしの手帖」や絵本、海外での展覧会などを通
して広く紹介され、多くのファンに親しまれて
います。
この展覧会では、鮮やかな色彩と光と影のコ
ントラストが織りなす幻想的な影絵の世界をた
くさんご紹介します。数々の作品が放つ美しい
光に包まれて、心癒されるひとときをぜひお楽
しみください。
会期中は藤城清治さんのサイン会も予定して
います（期日は未定 ）。

梅雨の季節です。博物館や美術館で
ゆったりとした時間を過ごすのはいか
がですか？
藤城清治「月光の響」1981©Seiji Fujishiro/HoriPro

秋田県生涯学習課関連施設
図 書 館

018-866-8400

テーマ展示
環境にやさしいくらし～今､私たちができること～
6/2(木)～ 6/30(木)
えほんのへや展示
おしえて！みんなのからだのひみつ 6/2(木)～ 6/30(木)
郷土展示
地方出版を元気に！
～秋田の出版社を紹介します～ 6/2(木)～ 6/30(木)
第１回秋田ふるさとセミナー
劇作家・青江舜二郎の描いた秋田
11 日(土)
※申込は図書館まで 入場無料 定員 50 名

あきた文学資料館

018-884-7760

特別展示
「秋田の作家たち 昭和編」 5/24(火)～ 10/23(日)

農業科 学館

0187-68-2300

〈企画展示〉
さつき展
3 日(火)～ ５ 日(日)
バラフェスタ“初夏を彩る” 10 日 (金 )～ 7/18(日 )
初夏の斑入り山野草展
11 日(土)～ 12 日(日)
そば打ち体験 12 日(土) 10:00 ～ ※事前申込必要
園芸教室「ハーブの寄せ植えを楽しむ」
11 日(土)9:30 ～ 11:30
※事前申込不要
おやこ自然教室「手作りバターを作ろう」
18 日(土)
※事前申込必要

あ き た 白 神 体験 セン タ ー

0185-77-4455

親子でエンジョイ あきた白神の春 4 日(土)
シーカヤックとトレッキング
対象：小学生と保護者 定員：２０組
※費用：一人 1,000 円

６月の主な行事予定
生涯学習センター

近代美術館

0186-43-3174

オープンデー「森の子展示会」
5 日(日)
対象：家族・一般
参加費 無料
山の学校・みんなの学校「子どもハイキングくらぶ２」

対象：小中学生、保護者
25 日(土)
コース ：大館少年自然の家周辺から往復 4.5 ㎞

岩城少年自然の家

0184-74-2011

大人のための自然塾
① 6 月 12 日(日)
② 7 月 16 日(土)
対象：自然観察に興味のある大人
費用：９００円
※申込締め切り 開催日の５日前まで
各施設のホームページも併せてご覧ください。

0182-33-8855

〈特別展〉 ※一般８００円、大学生以下無料
アートで虫むし とびきりコラボ大作戦！ 7/13(水)まで
●ワークショップ
２６日（日）
「デジタルカメラで撮る昆虫と自然」
講師：小檜山賢二（慶応大学名誉教授）
中学生以上２０名・無料 ※事前の申込みが必要です
〈コレクション展〉 Ａｒｔ Ｒｅｐｏｒｔ Ａｋｉｔａ２０１１
第１期

日本画セレクション

博 物 館

7/10(日)まで

018-873-4121

〈企画展〉
まちの映画館 ～ポスターでたどる銀幕の名作～

6/19(日)まで

〈秋田の先覚記念室企画コーナー展〉
生誕 150 周年 探検家・白瀬矗 4 日(土)~7/31(日)
〈ふるさとまつり広場〉
天神信仰
6/12(日)まで
七夕絵どうろう
6/15(水)~7/20(水)
〈名誉館長館話〉 ※事前の申込みが必要
歴史と文化を語る
10 日(金)， 24 日(金)

美 術 館
大館少年自然の家

018-865-1171

美の国カレッジにかほキャンパス開講式 25 日(土)
あきた学専門講座
【秋田城下物語】
4 日(土)、 18 日(土)
【ふるさとの山そして川】
4 日(土)
マイスター養成講座
能代キャンパス
18 日(土)、25 日(土)
れんけいカレッジ
明快！ Art ゼミ（春）
24 日(金)
美の国ビデオカレッジ
2 日(木)

＜企画展＞
藤田嗣治の日本画～筆墨礼賛～

018-834-3050
7/18 日(月)まで

＜美術ホール 展示会＞
第 31 回秋田県高校写真連盟展 3 日(金)～ 6
秋田県造形美術展
10 日(金)～ 13
第 47 回表装展
16 日(木)～ 19
doek 展
16 日(木)～ 19
倉田鉄也作陶展
23 日(木)～ 28
医家美術展
24 日(金)～ 28
第 77 回旺玄会秋田展
6/30 日(木)～ 7/5

保呂羽山少年自然の家

日(月)
日(月)
日(日)
日(日)
日(火)
日(火)
日(火)

0182-26-6011

エンジョイ！カヌー
26 日(日)
対象：家族・大人を含むグループ等
定員：４０名

