2018 年 11 月 21 日

報道各社 各位
大塚国際美術館

大塚国際美術館 冬のイベント情報
大塚国際美術館（館長：大塚一郎、徳島県鳴門市）は、この冬も美術館ならではのアートな イベントを開催

します。クリスマスやお正月など、休日を暖かな美術館でゆったりとお過ごしになりませんか。

美術館のクリスマス 2018
▮ ヒマワリのクリスマスツリーが登場
開館 20 周年記念事業の新展示、ゴッホの 7 つの「ヒマワリ」にちなみ、
作品をイメージした 7 本のクリスマスツリーが登場。ヒマワリに囲まれた空間で
記念撮影も楽しめます。
<期 間> 11 月 20 日（火）～12 月 24 日（月祝）※休館日除く
<場 所> 地下 3 階 センターホール

▮ 徳島少年少女合唱団 クリスマスコンサート

▲今年のテーマはヒマワリ

今年で 11 回目を迎える恒例のクリスマスコンサート。1963 年創立の歴史を誇る
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。
<開催日> 12 月 23 日（日祝）
<時 間> 11：00～／13：00～（各回約 40 分）
<会 場> 地下 3 階 システィーナ・ホール
<料 金> 無料ですが、入館料が必要です。

▮ 3 日間限定！ ヒマワリモンブラン 700 円（税込み）
徳島県の特産、鳴門金時芋をふんだんに使用した黄色いモンブラン。
お芋のチップスをヒマワリの花びらに見立てた特製スイーツです。自家製
バニラアイスクリームとの相性も抜群。
<期
間> 12 月 22 日（土）、23 日（日祝）、24 日（月祝）
<場
所> 地下２階 カフェ・ド・ジヴェルニー
<営業時間> 10：30～16：00

▮ アートグッズを贈り物に
靴下やマグカップなど、クリスマスプレゼントに日常を彩るアートなグッズは
いかがでしょうか？星がきらめく「スクロヴェーニ礼拝堂」の当館オリジナル
一筆箋にメッセージを添えて、大切な人への贈り物に。
<場
所> 地下 3 階 ミュージアムショップ
<営業時間> 9：30～17：00

▲過去のコンサートの模様

＃アートコスプレ・フェス WINTER 「Dress」
名画の登場人物の衣装を着て主人公になれる体験イベント「＃アートコスプレ・フェス」を特別開催！今回
のテーマは作品に登場する「Dress（ドレス）」。中世の貴婦人、ロココ時代の華やかな装い、モネ「日傘
の女」の衣装など、さまざまなドレスを通じてアートが楽しめます。衣装は子ども用と大人用があり、服の
上から簡単に着脱ＯＫ。さあ、あなたも名画の登場人物になりきってアートな世界へ！
<開催期間>
<開催時間>
<場
所>
<参 加 料>

2018 年 11 月 20 日（火）～2019 年 1 月 14 日（月祝） ※休館日除く
9:30～17:00
地下 1 階 近代展示室
無料ですが、入館料が必要です。

名画に登場する華やかな「Dress」のオンパレード
全 21 着 （お好みの衣装をご自由にお選びください）
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作品に登場するバラなどがあしらわれた、

甘く華やかなロココ時代を感じる

女神フローラのドレスです。

ピンク×フリルのドレス。

新春 狩野泰一 篠笛 JAZZ コンサート ｉｎ システィーナ・ホール
日本の伝統的な楽器“篠笛”の音色と、アメリカ発祥のジャズの融合を、
壮大な壁画に包まれたシスティーナ・ホールで味わえるコンサート。
おめでたい新春のひとときを美術館で過ごされてはいかがでしょうか。
<開催日> 2019 年 1 月 12 日（土）、13 日（日）
<時 間> 11：00～／14：00～（各回約 40 分）
<会 場> 地下 3 階 システィーナ・ホール
<料 金> 無料ですが、入館料が必要です。
<狩野泰一 Yasukazu Kano>
Kano> 篠笛奏者 / 篠笛講師 / 音楽プロデューサー
一橋大学在学中にジャズドラマーとしてライブ活動を開始。1987 年に太鼓芸能衆参「鼓童」に参加、1997 年に独立。佐渡島
で暮らしながら「篠笛」の新たな音世界を広げて 2005 年にメジャーデビュー。これまで 30 カ国で 2,000 回を越える公演をこ
なし、笛・祭文化の再興、再創造に尽力。天皇、皇后両陛下の御前演奏、ミラノ万博 2015 にも出演、南こうせつ、サリナ・
ジョーンズ、河村隆一、伊藤君子など数多くのア－ティストと共演。

ゴッホ「ヒマワリ」がある国をテーマにイベント開催。12・1 月はアメリカ！
開館 20 周年記念事業の新展示、ゴッホの 7 つの「ヒマワリ」にちなみ、「ヒマワリ」がある国をテーマにイベ
ントを好評開催中。4～6 月オランダ、7～8 月ドイツ、9～11 月イギリスに続く第 4 弾（12～1 月）はアメリカ
がテーマです。
ニューヨークやボストンの美術館が所蔵する作品を当美術館スタッフと巡るツアーや、家庭料理の定番ミート
ローフをメインにしたランチ、自家製アップルパイなどが楽しめます。
（写真左）アメリカランチ 1,300 円(税込み)
アメリカンミートローフ マカロ二チーズ添え
スペシャル BBQ ソース＆シーザーサラダ

（写真右）セザンヌのアップルパイ 700 円（税込み）
アメリカのデザートの定番アップルパイに
自家製アイスクリームを添えました。
イベント期間中、毎日 30 食限定です。

大塚国際美術館
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【開館時間】 9 時 30 分から 17 時（入館券の販売は 16 時まで）
【休 館 日】 月曜日(祝日の場合は翌日)／1 月は連続休館あり／その他特別休館あり／8 月無休
※連続休館：2019 年 1 月 7 日（月）～11 日（金）、2 月 21 日（木）～25 日（月）
【入 館 料】 一 般 3,240 円／大学生 2,160 円／小中高生 540 円
【 アクセス 】

≪本件に関するお問い合わせ≫ 大塚国際美術館 学芸部 広報担当 山側・畑中
Tel : 088-687-3737 Fax : 088-687-1117 Mail : info@o-museum.or.jp

