
　　　　　　　　　　       　〒790-0007　愛媛県松山市堀之内

　　　　　　　　　   　TEL(089)932-0010　・　FAX（089）932－0511

　　　　　　　　　　　　　   　　　httpｓ://www.ehime-art.jp/

　(開館時間)9:40～18:00

記念講演会

　　講師：神居文彰氏（平等院住職）

11/3（水・祝）
14：00～15：30

講堂
〔1階〕

60名

　近年の調査により創建時の様子や寺の歴
史を語る新たな発見が続いている平等院。
いにしえから現代、そして未来へと語り継ぐ
べきその魅力についてお話しいただきます。

事前申込
参加無料

小中生 500円 300円

一　般 団  体

大　人 1400円 1200円

関　連　講　座 日　　時 場　　所 定　　員 内     容 申込・参加費

コレクショントーク

関　連　講　座 日　　時

コレクション展Ⅳ
（みる冒険、コレク

ション・ハイライトⅢ）

10/19（火)
～

12/28（火）
9：40～18：00

（入室は17：30まで）

コレクション展Ⅳ
■みる冒険　音と楽しむ
■コレクション・ハイライトⅢ

無　　料

330円 260円

高大生 220円 170円

■みる冒険　音と楽しむ
  美術作品をじっとみていると音や音楽が聞
こえてくるようなときがありませんか。作品か
ら聞こえくる音に耳を傾けて、記憶の音と重
ね合わせながら作品鑑賞を楽しんでみましょ
う。
■コレクション・ハイライトⅢ
　今年度から、当館コレクションの特色や魅
力をより楽しんでいただけるよう、新たに「コ
レクション・ハイライト」のコーナーを設けま
す。杉浦非水、真鍋博、畦地梅太郎ら当館コ
レクションを代表する作家の作品や海外作
品をはじめ、当館自慢の名品・逸品をご覧い
ただけます。

小中生
高齢者

☆団体は20名以上。
☆障がい者手帳等をお持ちの方とその介護
者１名は無料でご覧になれます。障がい者手
帳等をご呈示ください。
☆高齢者は満65歳以上の方が該当となりま
す。生年月日が分かるものをご持参ください。

常設展示室
３

〔２階〕

11/3（水）・12(金)・
21（日）

各14：00～

研修室
〔2階〕

28名
　愛媛県美術館の所蔵作品を対話型鑑賞
（グループで話し合いながらみる）で楽しむプ
ログラムです。

申込不要
参加無料

展　覧　会　名 会  期 展　示　室 主 な 内 容 ・ 展 示 作 品 観　覧　料

一　般 団  体

大　人

申込・参加費場　　所 定　　員 内     容

展　覧　会　名 会  期 展　示　室 主 な 内 容 ・ 展 示 作 品 観　覧　料

対話型鑑賞プログラム

高大生

小中生

500円

無　料

300円

無　料

一　般 団  体

大　人 800円

生誕200年
三輪田米山展
ー天真自在の書ー

10/2（土)
～

11/30（火）

9：40～18：00
（入室は17：30まで）

常設展示室
１・２

〔２階〕

　伊予松山・日尾八幡神社の神職であった
三輪田米山（1821-1908）は、和漢の学を修
め、書を書き、歌を詠み、そして酒を愛した人
であり、独自の奔放で破格の書風を確立し
ました。中でも酔余の書は、その生前から高
い評判を呼び、作品のほか、松山近辺の神
社の神名石や注連石も数多く揮毫していま
す。
　本展は、米山生誕200年という大きな節目
に、唯一無二の魅力を放つその作品群を一
堂に紹介するもので、県内外に伝わる代表
作、神名石・注連石の拓本、幟などを通し
て、書の天才・米山の尽きない魅力に触れて
いただければ幸いです。

高齢者 900円 800円

はじき絵でクリスマスツリー

                                         11月の休館日は、2（火）、8（月）、15（月）、22（月）、29（月）です。

講         座 日　　時 場　　所 定　　員 内     容 申込・参加費

11月の日曜日
（7・14・28日）

①10：30～11：30
②14：00～15：00

アトリエ2
〔南館〕

各2組

　クレヨンが絵の具をはじくことを使った『は
じき絵』　でクリスマスツリーの飾りをつくりま
しょう。
「親子ワークショップ」は簡単な制作キット
で、参加者だけでできる講座です。「親子
ワークショップ」となっていますが、一般の方
1名からでもご参加いただけます。

 
事前申込

材料費：100円

　【親子ワークショップ】

戦国時代　河野氏の肖像画について
　　講師：土居　聡朋　学芸課長

11/27（土）
14:00～15:30

講堂
〔1階〕

60名
　戦国時代に伊予中央部を支配した河野氏
の肖像画を読み解いていきます。

申込不要
参加無料

米山の書は、どう見れば面
白い？

関　連　講　座 日　　時 場　　所 定　　員 内     容 申込・参加費

　【連続講座】

平等院鳳凰堂と浄土院
その美と信仰

11/3（水・祝)
～

1/9（日）

9：40～18：00
（入室は17：30まで）

企画展示室
１・２

〔１階〕

　平等院は、京都・宇治の地にあった藤原道
長の別邸を、1052年に子の頼通が寺院に改
めて創建された古刹で、ユネスコ世界文化
遺産「古都京都の文化財」の一つとして登録
されており、西方極楽浄土を現世に再現す
べく造営された鳳凰堂をはじめ、王朝文化の
様相を今に伝える文化財が伝来します。
　本展では国宝《雲中供養菩薩像》をはじめ
とする、鳳凰堂と浄土院の寺宝が一堂に公
開されます。西日本豪雨災害から3年が経つ
今、祈りと安らぎを県民の皆様に届けること
を大きな目的とするとともに、文化財保護へ
の深い理解を促す機会となれば幸いです。

高大生

展　覧　会　名 会  期 展　示　室 主 な 内 容 ・ 展 示 作 品 観　覧　料

☆団体は20名以上。
☆障がい者手帳等をお持ちの方とその介護
者１名は無料でご覧になれます。障がい者手
帳等をご呈示ください。

700円 500円

1000円

　　講師：長井　健　専門学芸員・担当係長

11/6（土）･20(土）
14：00～15：00

研修室
〔2階〕

各20名
　三輪田米山の書の独自性や鑑賞のポイン
ト、現在に至る評価の歴史などに触れ、その
芸術世界の楽しみ方をお話しします。

申込不要
参加無料

11/7（日）・21（日）
各11：00～11：30

研修室
〔2階〕

各20名
　三輪田米山の作品を対話型鑑賞（グルー
プで話し合いながらみる）で楽しむプログラ
ムです。

申込不要
参加無料

☆団体は20名以上。
☆障がい者手帳等をお持ちの方とその介護
者１名は無料でご覧になれます。障がい者手
帳等をご呈示ください。
☆高齢者は満65歳以上の方が該当となりま
す。生年月日が分かるものをご持参ください。

休館日のご案内

ワークショップ

【コレクション展・企画展】

２０２１年１1月 愛 媛 県 美 術 館 の ご 案 内

■「事前申込」・・・特に注記のないものは、 電話、FAXまたはHPからお申込みください。

レクチャー

ワークショップ

【各種講座・ワークショップ・イベント】

受付終了
ワークショップ

レクチャー

レクチャー



展　覧　会　名 主催又は代表者 会　　　期 展　示　室 内　　　　容 　観　覧　料

大森達夫　写真展
大森達夫

TEL:090-8979-4570

11/3（水）
～

11/7（日）
最終日は16時まで

特別展示室
1
2F

Working Portraits 無　　料

展　覧　会　名 主催又は代表者 会　　　期 展　示　室 内　　　　容 　観　覧　料

≪後期≫

愛媛県美術会 10/29(金) 県民ギャラリー
県展事務局 ～ 1～12

TEL：089-993-7224 11/5(金)

最終日は15時まで 1・2・3F

11/9(火)

双樹会愛媛支部 13時から 県民ギャラリー

支部長　木田昌広 ～ 2

TEL：089-970-1882 11/14(日)

最終日は15時まで 2F

11/10(水)

～ 県民ギャラリー

松山能面の会 11/14(日) 3

最終日は16時まで

2F

11/10(水)

パッチワーク彩樹 ～ 県民ギャラリー

代表　佐伯良子 11/14(日) 8・9・10・11・12

最終日は16時まで

3F

11/13(土)

～ 県民ギャラリー
11/14(日) 4

実行委員長　清水透 最終日は16時まで

TEL：089-974-8845 2F

11/18(木) 県民ギャラリー

～ 1～12
11/21(日)

最終日は15時まで

※期間中入場制限あり

愛媛美術教育連盟 11/23(火・祝)

（担当：小倉） 12時から 県民ギャラリー

～ 1・2
11/28(日)

FAX：089-962-2705 最終日は16時まで 1・2F

11/23(火・祝)

高橋版画教室 13時から 県民ギャラリー

代表　高橋基 ～ 6

TEL：090-7577-3329 11/28(日)

最終日は15時まで 2F

11/24(水)

松山国際写真集団 ～ 県民ギャラリー

会長　栗田賢二 11/28(日) 3・4

TEL：090-3187-5517 最終日は16時まで

2F

11/24(水)

幽仙会 ～ 県民ギャラリー

代表　高岡子黄 11/28(日) 5

最終日は16時まで

2F

※この紙面は10月1日現在のものです。主催者の都合により変更される場合があります。

無　　料

第17回幽仙会展

愛媛県、愛媛県教育委員会
県内市町、県内市町教育委員会
(公財)愛媛県文化振興財団

愛媛県文化協会
愛媛県県民総合文化祭実行委員会

愛媛県高等学校総合文化祭実行委員会
(事務局：大内)

TEL：089-922-8931

1F　美術・工芸
2F　美術・工芸、
　　書道
3F　書道、写真

無　　料

表装、俳画、絵手紙 無　　料

2021
松山国際写真集団展

       11月の休館日は、2日（火）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、29日（月）です。

第14回新作能面展 能面・狂言面の展示 無　　料

E-mail:
ogura-sachi@esnet.ed.jp

MOA美術館松山児童
作品展実行委員会第31回MOA美術館

松山児童作品展
絵画の展示 無　　料

県内の中学生が制作した
美術作品を展示（コンクー
ルではなく、参加を希望す
る学校ごとに出展する。）

無　　料

令和3年度県民総合文化祭

第35回愛媛県高等学校
総合文化祭

県内の高等学校、中等教育学校後期
課程及び特別支援学校高等部の生
徒による美術・工芸、書道、写真部門
の総合的な作品展
※11月20日（土）は、一般の方は観覧
不可となります。ご注意ください。

ANNIVERSARY 30th
パッチワーク彩樹
第16回作品展

写真展示

高橋版画教室作品展 版画 無　　料

パッチワーク作品
生け花

無　　料

令和3年度県民総合文化祭

「第18回中学生美術作品
展」

令和3年度県民総合文化祭

第70回記念秋季県展

第43回双樹会
愛媛支部展

日本画・洋画・水墨画・
水彩画・鉛筆画の平面
作品及び若干の陶芸小
品

無　　料

県民各層より美術作品を公募し、
入選、入賞作品約1,700点を展示
≪後期≫
洋画・版画・写真・デザイン

※65歳以上・高・大生は手帳・年齢を確認で
きる物を持参
※団体は20名以上

愛媛県イメージアップ

キャラクター「みきゃん」

新型コロナウィルス感染症の予防・拡大防止のため、イベント等の中止・変更の可能性があります。

その場合は愛媛県美術館ホームページでお知らせいたします。

★駐車場について★

駐車場は、県庁西駐車場を２時間まで利用することができますが、駐車台数に限りがありますので、

できるだけ公共交通機関等のご利用をお願いします。

南 館

11 月新 館

休館日のご案内

当日 団体

一般 600円 500円

65歳以上

高・大生
400円 300円

小・中生

身障者

無料

無料※手帳持参

ギャラリー展覧会案内
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