
　　　　　　　　　　       　〒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

　

一　般 団  体

大　人 330円 260円

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Ⅴ
■屏風TravelingⅡ
■コレクション・ハイライトⅣ

1/5（水)
～

3/7（月）
9：40～18：00

（入室は17：30まで）

常設展示室
１・２

〔２階〕

■屏風TravelingⅡ
  昨年度、ご好評いただいた「けんび旅
行社」企画の第２弾。今回はゆったりとし
た船の旅を企画しました。会期中毎日展
示室の「宇和島港」から出航しています。
屏風や軸に描かれた「世界」をどうぞお
楽しみください。
■コレクション・ハイライトⅣ
　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。

2/5（土）
14：00～15：30

講堂
〔1階〕

60名

　日本の近代文学史上に大きな足跡を残し
た、松山市出身の文学者・正岡子規。子規
が説いた「写生」論を軸に、俳文学と美術の
影響関係を見ていきます。

申込不要
参加無料俳文学と美術

　　講師：長井　健　専門学芸員・担当係長

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

2/18（金）
14：00～

研修室
〔2階〕

8名
（事前予約）

　見える人も見えない人も一緒に作品鑑賞
を楽しむプログラムです。

事前予約
参加無料コレクショントーク+（プラス）

2/6（日）・23（水）
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
参加無料コレクショントーク

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

HELLO!
えひめの企業アート
コレクション
ひろがる美のかたち

2/１（火)
～

3/21（月・祝）

9：40～18：00
（入室は17：30まで）

企画展示室
１・２

〔１階〕

　県内企業や団体等の皆様のご協力の
もと、普段は鑑賞する機会の少ない良質
な作品の数々を本展にて一堂にご紹介
いたします。貴重なこれらのコレクション
は、愛媛県を支えてきた企業の皆様が、
芸術文化を大いに支援し、その発展に貢
献してきた証と言えるでしょう。
　本展を通じて愛媛県内の芸術文化がよ
り一層花開き、次世代を担う子どもたち
の豊かな感受性の育成に資すこと、そし
て未来に向けて、地域に根差したさらな
る芸術振興への扉を開くことができまし
たら幸いです。

☆団体は20名以上。
☆大学生以下、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

一　般 団  体

大　人 500円 400円

高齢者 400円 400円

2/12（土）
14：00～15：00

講堂
〔1階〕

60名

　本展開催にあたって実施した県内企業に
よる所蔵作品の調査では、多くの成果が得
られました。出品作の紹介とともにその調査
の概要についてお話します。

申込不要
参加無料

えひめの企業コレクション
本展調査の概要報告

　　講師：杉山はるか　専門学芸員

2/6（日）
14：00～15：00

講堂
〔1階〕

60名

  県を代表する企業ミュージアムの両副館長
をパネリストとしてお招きし、企業コレクション
の現在と愛媛県の文化振興の展望について
語ります。
　パネリスト：関厚子氏（セキ美術館副館長）、高木功
氏（ミウラート・ヴィレッジ（三浦美術館）副館長）、杉山
はるか（当館専門学芸員）
　　コーディネーター：土居聡朋（当館学芸課長）

事前申込
参加無料

【トークセッション】

えひめの企業コレクション

2月の日曜日
（13・20・27日）

①10：30～11：30
②14：00～15：00

アトリエ2
〔南館〕

各2組

　和紙4枚を三角形や四角形に折ってできた
角や線に染料で模様をつけてみよう。
※「親子ワークショップ」とは簡単な制作キッ
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：150円

　【親子ワークショップ】

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

じっくり軸ＪＩＫＵ

2月の休館日は、8日(火）、14日（月）、21日（月）、28日（月）です。

折り染めにチャレンジ

2月26日(土）
14：00～15：30

研修室前 10名 　掛け軸を見て・巻いて・また見て楽しもう。

 
事前申込

★大人、大学・高
校生はコレクショ
ン展観覧料が必

要

休館日のご案内

ワークショップ

【コレクション展・特別展】

２０２２年２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

レクチャー

【各種講座・ワークショップ・イベント】

ワークショップ

レクチャー

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

愛媛県・陝西省友好都市協定締
結7周年記念事業

牛子華山水画展
ー空海の足跡を辿って23年ー

愛媛県・牛子華山水画展
実行委員会

2/23（水）
11：00

～
3/9（水）

常設展示室
3

特別展示室
1～3

　
2F

・四国八十八ケ所霊場
全寺院の山水画
・陝西省との交流に係る
パネル展示等

無　　料

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

2/12(土)

愛媛県習字教育研究会 ～ 県民ギャラリー

代表　澤田秀昭 2/13(日) 2・3・4・5・6・7

TEL：089-957-4355

2F

2/19(土)

～ 県民ギャラリー

愛媛県書写教育協議会 2/20(日) 9・10・11・12

最終日は12時まで

3F

2/23(水)

～ 県民ギャラリー

2/27(日) 2・7

最終日は15時まで

2F

2/26(土)

松山市中学校 10時から 県民ギャラリー

美術科主任会 ～ 3

代表　山田直子 2/27(日)

TEL：090-9773-4216 最終日は16時まで 2F

※この紙面は1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

       2月の休館日は、8日（火）、14日（月）、21日（月）、28日（月）です。

（開館時間　9：40～18：00）

ギャラリー展示会案内

松山市中学校
美術科教員展

絵画、彫刻などの作品 無　　料

第60回
愛媛県学生書道展

県下小・中・高等学校か
ら集まった書道作品のう
ち、特別賞16点、特選48
点、秀作210点を展示す
る。

無　　料

最終日は15時30分
まで

愛媛大学書道部

第69回
愛媛県学生書道展

愛媛県下の幼、小、中、
高校生の書作品の展示

無　　料

愛媛大学書道部展 書道作品

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

２ 月新 館

休館日のご案内

愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」


