
　　　　　　　　　　       　〒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

12/11（土）
14：00～15：30

講堂
〔1階〕

60名

　平等院を象徴する文化財である国宝《雲
中供養菩薩》は、全部で52躯が現存してい
ます。それにちなみ「数」という視点で、吉祥
の同一モチーフが集合する「百福」を例に、
日本美術を読み解きます。

申込不要
参加無料

数えて考える日本美術
―百福の系譜

　　講師：五味俊晶　学芸員

12/5（日）
10：30～11：30
14：00～15：00

展望ロビー
〔2階〕

各5名
　出品されている《平等院鳳凰堂天蓋（模
造）》にちなんで、螺鈿細工風ストラップをつ
くりましょう。

　　　　　　　12月の休館日は、7日（火）、13日（月）、20日（月）、27日（月）、29日（水）～31日（金）です。

1400円 1200円

事前申込
材料費：300円

螺鈿細工風ストラップをつ
くろう

小中生 500円 300円

☆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。

関　連　講　座 日　　時 場　　所 定　　員 内     容 申込・参加費

高大生 700円 500円

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

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。

一　般 団  体

大　人

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。

事前申込
参加無料コレクショントークplus plus

12/17(金)
14：00～

研修室
〔2階〕

8名
　見える人も見えない人もいっしょに、話し合
いながら楽しむ、作品鑑賞プログラムです。

事前申込
参加無料コレクショントーク＋（プラス）

12/4(土)
14：00～15:30

研修室
〔2階〕

12名
　目を閉じたり、触図（絵画の構図を凹凸で
表したもの）を使ったりしながら、みんなと会
話で作品鑑賞を楽しみます。

330円 260円

申込不要
参加無料コレクショントーク

小中生
高齢者

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。

関　連　講　座 日　　時 場　　所 定　　員 内     容 申込・参加費

12/1（水）・12（日）
各14：00～

研修室
〔2階〕

高大生 220円 170円

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

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

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）

常設展示室
３

〔２階〕

■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。

一　般 団  体

大　人

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１２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

受付終了

ワークショップ

ワークショップ



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

障がい者芸術文化祭
～愛顔ひろがる  えひめ
の障がい者アート展～

愛媛県

12/2（木）10時
～

12/12（日）
最終日は16時まで

特別展示室
1～3
2F

絵画、書、陶芸、その他
立体作品 無　　料

通過展
通過展実行委員会
代表　松本紗絵子

12/22（水）
～

12/26（日）

特別展示室
2・3
2F

愛媛県内で美術を志す
10代、20代　10名による
展覧会

無　　料

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

12/1(水)

泰申会 ～ 県民ギャラリー
会長　宇都宮泰然 12/5(日) 1
TEL：0894-22-4670 最終日は16時まで

1F

12/8(水)

済美高等学校美術科 ～ 県民ギャラリー

美術科主任　向井 12/12(日) 2・5・6・7

TEL：089-943-4185 最終日は15時まで

2F

12/8(水)

済美幼稚園 ～ 県民ギャラリー

園長　緒方義彦 12/12(日) 3・4

TEL：089-971-6134 最終日は15時まで

2F

愛媛県教育委員会 12/8(水)

13時から 県民ギャラリー

～ 1

事務局　正岡 12/12(日)

TEL：089-957-1022 最終日は16時まで 1F

12/15(水)

松山市医師会 ～ 県民ギャラリー

事務局担当　水関 12/19(日) 1

TEL：089-915-7700 最終日は15時まで

1F

12/21(火)

創元会愛媛支部長 13時から 県民ギャラリー

潮見精一郎 ～ 1

TEL：090-4501-1583 12/26(日)

最終日は15時まで 1F

12/22(水)

愛光幼稚舎 ～ 県民ギャラリー
12/25(土) 8・9・10・11・12

最終日は16時まで

3F

※この紙面は11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。

済美展2021

済美高等学校美術科3年生
の卒業制作展及び1・2年生と
教員の美術作品展示
（日本画・洋画・デザイン・彫
刻・情報メディアデザイン・素
描）

無　　料

　　　　　　　　　　　　

旗港の書
併催会員展

※宇都宮泰然コレクション
　　書家、儒学者、画家、
　　歌人、軍人、蒐集家、
　　小説家、僧侶、俳人、
　　拓本
※泰申会員作品展

無　　料

済美展2021

園児作品展示
　・絵画
　・制作物
　・習字

無　　料

第38回愛媛県高等学校
書道教員書作展

書道作品展示 無　　料
愛媛県高等学校

教育研究会芸術部会

       12月の休館日は、7日（火）、13日（月）、20日（月）、27日（月）、29日（水）～31日（金）です。

第48回　松山市医師会
趣味の美術展

書、絵画、写真等 無　　料

創元会　愛媛支部展 油絵、水彩画 無　　料

第45回
愛光幼稚舎作品展

水彩画、土粘土 無　　料
TEL：089-957-4536

12 月

愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」

南 館

新 館

休館日のご案内

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します。また、やむを得ず、展示室内の混雑を緩

和するため、入場制限を行う場合がありますのでご了承ください。

ご来館時は、マスクの着用、手指消毒の徹底などにご協力をお願いします。

★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。

ギャラリー展示会案内


