
秋田県立博物館企画展「鉱山の記憶（YAMA NO KIOKU）」
平成２３年９月１７日（土）～１１月２７日（日）

近代美術館特別展 「ハイチの素朴な絵画展」
平成２３年１０月１日（土）～１１月２７日（日）

カリブ海に浮かぶ島国ハイチの人々は、自然界の万物に精霊が

宿ると信じ、美しい風景や動植物が日々の営みの中に溶け込んで

います。ハイチの画家たちは、民族のふるさとアフリカの野生動

物や擬人化された動物たち、人々の身近にひそむ精霊たち、日常

生活の光景や幻想的な風景などを、南国的な明るく華やかな色彩

で描いています。

ハイチは昨年１月１２日、大地震に襲われ、３０万人以上の犠

牲者を出しました。多

くの絵画が瓦礫に埋も

れ、画家たちも多数亡

くなりました。地球の

反対側に位置し、全く

異なる文化的背景をも

つ国でありながら、同じ大震災を経験した国ハイチ。

双方の一日も早い復興への願いを込めて、明るく、

楽しい、エネルギー溢れる「ハイチ絵画」を、広く

皆様に御紹介いたします。

生涯学習課だより 第５７号

フィルトン・ラトルチュール

「狼の子を連れて散歩するライ

オンのカップル」

大好評「光と影のファンタジー 藤城清治の世界」
９月２５日（日） まで
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秋田県教育庁生涯学習課

秋田県は金・銀・銅など貴重な金属資源にめぐまれ、かつて鉱山王国

とうたわれました。そのため県内には鉱山にまつわる資料や遺跡が豊富

に残されており、まさに鉱山資料の宝庫です。当時の様子を伝える絵画、

古文書、写真、採掘用具などは、忘れかけた「鉱山の記憶」をよみがえ

らせてくれます。

秋田の大地の恵みと、人間・技術との出会いが生み出した歴史絵巻をお

楽しみください。

慶長一分金（県立博物館蔵）

江戸幕府が発行した最高級品質の金貨

横手市の小学生が偶然発見

阿仁鉱山作業絵巻（部分、県立博物館蔵）

熔解させた鉱石から銅をとり出す様子

ギー・ジョセフ「ラブトゥリー」



秋田県生涯学習課関連施設 ９月の主な行事予定

各 施 設 の ホ ー ム ペ ー ジ も 併 せ て ご 覧 く だ さ い 。

農業科学館 0187-68-2300
〈企画展示〉
秋の山野草展 17 日(土)～ 19 日(月)
バラフェスタ“秋を彩る” 23 日(金)～ 10/16(日)
春蘭柄物展 30 日(金)～ 10/2(日)

〈おやこ自然教室〉
手作りおやつに挑戦しよう 10 日(土)

〈研究機関紹介コーナー〉
果樹試験場紹介展 8/30 日(火)～ 11 月 6 日(日)

博 物 館 018-873-4121
〈企画展〉
YAMA NO KIOKU

鉱山の記憶 17日(土)～ 11/27(日)

〈体験教室・講座〉※事前の申込みが必要

旧奈良家住宅解説会（小学１年生～） 11 日(日)
「真澄に学ぶ教室」講読会 17日(土)
里山の植物観察会・秋編 24日(土)

〈名誉館長館話ー先覚・真澄ー〉※申込みが必要

対象：一般 16日(金)、30(金)
14:00 ～ 15:30

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 14日(水)～ 10/30(日)

近代美術館 0182-33-8855
〈特別企画展〉※一般１２００円、大学生以下無料

光と影のファンタジー 藤城清治の世界展
25日(日)まで

藤城清治サイン会 24日(土)
〈コレクション展〉

Ａｒｔ Ｒｅｐｏｒｔ Ａｋｉｔａ２０１１

第２期 ＴＨＥ柴田安子 10 月 10 日(月)まで

〈彫刻教室〉※事前の申込みが必要です 材料費：１０００円（粘土代）

テラコッタで人体をつくるⅡ 講師：皆川嘉博氏

25日(日)、10月 16日（日）10：00～ 16：00
（両日ともに参加できる方） 対象：中学生以上

生涯学習センター 018-865-1171
あきた学専門講座
【あきたの先人に学ぶ】3日(土)､ 10日(土)､ 24日(土)
【THE スペシャリスト】3日(土)､ 10日(土)､ 24日(土)
あきた地域学講座鹿角キャンパス

3 日(土)、17 日(土)
マイスター養成講座
秋田キャンパス 14 日(水)
美郷キャンパス 6 日(火)
キッズ＆ユースカレッジ
八峰キャンパス 24 日(土)
れんけいカレッジ
実践！寄せ植えゼミ 16 日(金)
不思議！キノコゼミ 27 日(火)
刷る!綴じる!読む！平田篤胤 板木ゼミ 30 日(金)

美 術 館 018-834-3050
＜美術ホール 展示会＞
第 40 回いけばな未生流華展 2 日(金)～ 4 日(日)
第 37 回秋田県秀作美術展 10 日(土)～ 13 日(火)
第 20 回彩峯佛画教室展 17 日(土)～ 20 日(火)
第 62回草月流秋田県支部

いけばな展 24 日(土)～ 25 日(日)
登龍書展 27 日(火)～ 30 日(金)

大館少年自然の家 0186-43-3174
アウトドアスクール第３回 17 日(土)～ 18 日(日)
対象：園児（年長）～小学２年生、保護者
子どもハイキングくらぶ５ 23 日(金)
対象：小中学生、保護者 保険料 200円(初回のみ)

宿泊通学学級Ⅰ 25 日(日)～ 30 日(金)
対象：小学３年～６年生（比内、田代地区等）
参加費 6,500円

ファミリーオープンデー 1 日(木)～ 30 日(金)
対象：家族 野外炊事場の開放、活動体験

保呂羽山少年自然の家 0182-26-6011
星降る夜のスターウォッチング 10 日(土)
対象：家族等
定員：３０名

みんなでキャンプ 10 日(土)～ 11 日(日)
対象：家族等
定員：１０家族３０名程度

チャレンジ！キャンプ 23 日(金)～ 24 日(土)
対象：小学１年生～６年生
定員：４０名

図 書 館 018-866-8400
テーマ展示
「備えあれば憂いなし－もしもの時、すぐに行動でき

ますか？」 2日(金)～ 10月 2日(日)
郷土展示

「秋田ちず散歩 地図で見るいま・むかし」

10 月 2 日(日)まで
秋田ふるさとセミナー

「秋田魁新報で見る日本国憲法成立過程と増田町生まれの
憲法書」 ※定員 50 人 10 日(土)13:30 ～ 15:00

あきた文学資料館 018-884-7760
文学講座 ※先着 70人,事前申込必要
「種蒔く人の肖像」 2 日(金) 13:30 ～ 15:00
「金子洋文の演劇活動」 15 日(木) 13:30 ～ 15:00

岩城少年自然の家 0184-74-2011
親子 de キャンプ９月 17 日(土)～ 18 日(日)
対象：小学生を含む親子
内容：自然物工作、野外炊飯等
費用：2,000円
締切：9日(金)

アドベンチャーキャンプ 24 日(土)～ 25 日(日)
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：2,500円
締切：16日(金)
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