＜報道関係 各位＞
2015 年 10 月 15 日
大塚国際美術館

大塚国際美術館（館長：大塚一郎、所在地：徳島県鳴門市）では、
「美術館で過ごすクリスマス」
をコンセプトに、訪れるすべての人が心温まるようなクリスマスイベントを開催します。
かいどう

週末ギャラリートーク
週末ギャラリートーク“
ギャラリートーク“ロマンティック絵
ロマンティック絵道”
美しい冬景色やサンタクロースの起源となった聖ニコラオスの聖堂など、
クリスマスにちなんだロマンティックで心温まる作品をご案内します。
<日時> 金土日曜日 14：00～（約40分)
<定員> 30名（事前予約可）

徳島少年少女合唱団 クリスマスコンサート

▲聖ニコラオス・オルファノス聖堂
ニコラオス・オルファノス聖堂

歴史ある合唱団の清らかな歌声がシスティーナ・ホールに響きます。
<日時> 12 月 20 日（日）11：00～/13:00～（約 40 分）
<会場> システィーナ・ホール

体験！
体験！なぞ解
なぞ解きイベント

アートミステリーラリー「
アートミステリーラリー「魔法美術館」
魔法美術館」
大好評のアートイベントをクリスマス期間中も開催！
家族や恋人、大切な人と力を合わせて事件の真相を解明しよう。
<日時> 土日曜日 13：00～（約60分)
<定員> 30名（事前予約可）

▲昨年のコンサートの
昨年のコンサートの様子
のコンサートの様子

クリスマスツリー登場
クリスマスツリー登場 11/17（
11/17（火）～12/27
）～12/27（
12/27（日）
び び び

今夏、来館者と一緒に作ったアート作品「美びビツリー」がクリス
マス仕様に変わります。椅子に腰かけてゆったりとご覧ください。
<場所> センターホール
▲美びビツリー

クリスマスランチ（レストランガーデン）
天国と地獄 ☆ 甘くて辛い悪(ワル)のランチ Ｘmas スペシャル
やわらかチキンでクリスマス
甘いトマトとたまねぎのグラタン添え ハニーマスタードソース
ワル

秋冬イベントのテーマ「悪の美術 アートもちょっとワルが魅力的」に
ちなんだクリスマスランチが登場。マリネした鶏モモ肉にハニーマス
タードを塗り、オーブンで仕上げたこの期間限定のランチです。
▲クリスマスランチ 1000 円

クリスマスグッズ（ミュージアムショップ）
ミュージアムショップ）
会話がはずむアイテムがいっぱい！クリスマスを楽しむアートグッズ
をご用意しています。

※イメージ

◇ ◇ 大塚国際美術館とは ◇ ◇
古代壁画から世界 25 ヶ国 190 余の美術館が所蔵する現代絵画まで、
1,000 点を超える世界の名画を特殊技術によって、原寸大の陶板で忠実に再
現しています。約 4ｋｍに及ぶ鑑賞ルートには、古代遺跡や礼拝堂を現地の
空間そのままに再現した立体展示のほか、レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・
リザ」
、ゴッホ「ヒマワリ」
、ピカソ「ゲルニカ」など、美術書などで一度は
見たことがあるような名画を美術史の流れに沿って展示しています。
【住

所】徳島県鳴門市鳴門町 鳴門公園内

【Ｔ Ｅ Ｌ】088-687-3737 【Ｆ Ａ Ｘ】088-687-1117

システィーナ・ホール
※画像は大塚国際美術館の作品を撮影したものです

【開館時間】9 時 30 分から 17 時（入館は 16 時まで）
【休 館 日】月曜日(祝日の場合は翌日) ／ 8 月無休
2016 年 1 月 4 日～8 日、2 月 18 日～22 日は連続休館
【入 館 料】小中高生 540 円 ／ 大学生 2,160 円 ／ 一 般 3,240 円 ＊20 名以上の団体は 10％割引
【アクセス】

《本件に関する問合わせ》 大塚国際美術館 学芸部広報担当 土橋加奈子、富澤京子、山側千紘
ＴＥＬ:088-687-3737 ＦＡＸ:088-687-1117

ｅ-ｍａｉｌ:info@o-museum.or.jp

美術館のクリスマス 2015

12 19
/

( 土) 〜

27

※12/21（月）は休館

( 日)

“美術館で過ごすクリスマス”をコンセプトに、
訪れるすべての人が心温まるような
クリスマスイベントを開催します。

週末ギャラリートークXmas
クリスマス
ver
金土日限定 14:00~(約40分)
ツリー登場
かいどう
ロマンティック絵道
11 /17 ~12/ 27
(火)

今夏、来館者と一緒に作った
アート作品「美びビツリー」が
クリスマス仕様に変わります。
椅子に腰かけてゆったりと
ご覧ください。

美しい冬景色やサンタ
クロースの起源となった
聖ニコラオスの聖堂など、
クリスマスにちなんだ
ロマンティックで心温まる
作品をご案内します。

場所：センターホール

定員 30 名（予約可）

B3Fインフォーメーション横集合

聖ニコラオス・オルファノス聖堂

徳島少年少女合唱団
クリスマスコンサート

昨年の様子

(日)

12 20
/

(日)

クリスマスランチ
レストラン ガーデン

やわらかチキンでクリスマス
甘いトマトとたまねぎのグラタン添え
ハニーマスタードソース

各回 約40分

会場：システィーナ・ホール（B3F）

ワル

歴史ある徳島少年少女合唱団の
清らかな歌声がシスティーナ・
ホールに響きます。

「魔法美術館」
13:00~ (約60分)

アートミステリーラリー

土日限定

大好評のアートイベントをクリスマス期間中も開催！家族や
恋人、大切な人と力を合わせて事件の真相を解明しよう。

定員 30 名（予約可）

B2F学芸員書庫（ルネサンスホール入口）集合

11:00~15:30

（ラストオーダー15：00）

天国と地獄 ☆ 甘くて辛い
悪のランチ Ｘmas スペシャル

11:00~
13:00~

体験！なぞ解きイベント

1,000 円

秋冬イベント「悪の美術 アートもちょっと
ワルが魅力的 」にちなんだメニューが登場。
マリネした鶏モモ肉にハニーマスタードを
塗り､オーブンで仕上げた期間限定ランチ。

クリスマスグッズ

ミュージアムショップ（ B3F ）9:30~17:00
会話がはずむ
アイテムがいっぱい！
クリスマスを楽しむ
アートグッズを
ご用意しています。

都合によりイベント内容等が変更になる場合がございます。 最新情報はホームページをご確認ください。
（イメージ）

www.o-museum.or.jp/

772-0053 徳島県鳴門市鳴門町 鳴門公園内
開館時間 9：30 〜 17：00（入館は 16 時まで） TEL 088-687-3737
休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）※2016 年1/4(月)〜8(金)、2/18(木)〜22(月)は連続休館
入館料 小中高生 540 円／大学生 2,160 円／一般 3,240 円

