展覧会関連事業

利用案内

生誕150年 湯浅一郎
記念講演会 5／12［土］ 14：00～15：30
、 6／9［土］ 14：00～
学芸員による作品解説会 5／16［水］

開館時間 9：30～17：00（入館は16：30まで）

サンダーソンアーカイブ ウィリアム・モリスと英国の壁紙展―美しい生活
を求めて
会期中、記念講演会を予定しています。
学芸員による作品解説会 7／28［土］
、 8／15［水］ 14：00～

休 館 日 月曜日
（休日の場合はその翌日。5／1、
8／13、
11／26、
12／10、
12／17は開館）
年末年始（12／18→1／11）
展示替・メンテナンスのための休館日
（カレンダーに記載）

観 覧 料 企画展示
展覧会によって異なります。なお、企画展示の料金で特別展
示・コレクション展示もご覧いただけます。

特別展示・コレクション展示
一般300（240）
円、大高生150（120）
円
※
（ ）
内は20名以上の団体割引料金
※中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名、
群馬県民の日
（10／28）
に観覧される方は無料です。

パリ世紀末ベル・エポックに咲いた華 サラ・ベルナールの世界展
会期中、記念講演会を予定しています。
学芸員による作品解説会 9／29［土］
、 10／17［水］ 14：00～
特別展示 アミちゃんの誕生 西美公二のコンステラシオン
会期中、アーティスト・トークを予定しています。
学芸員による作品解説会 9／26［水］
、 12／8［土］ 14：00～

共通パスポート
一般5,140円
県有12施設に1年間フリーで入場できるパスポートを各館にて
販売しています。

イベント／ワークショップ
こども＋おとな＋夏の美術館
7／21
［土］～ 8／26
［日］
会期中、様々な体験活動やワークショップを行います。

施

美術館アートまつり
1／27
［日］
、2／24［日］ 10：00～12：00／13：00～15：00
簡単な工作やゲームなど様々なプログラムを楽しめる1日です。

設

レクチャー／ギャラリートーク
ミュージアム・レクチャー
「サラ・ベルナールの世界展」会期中、関連したテーマによる連続講演会
等を予定しています。
サンデー・ギャラリートーク
毎月第2日曜日
（9月を除く） 14：00～14：40
学芸員がコレクション展示作品について解説します。

こども・ファミリー向け事業
こどもミュージアム・スクール ※要申込
5／26、6／30、7／21、8／25、10／13（全て土曜日開催）
小学4年生～中学3年生で年間5回、すべて参加できる人を対象に、美術
に関する体験活動を行います。

設 ミュージアム・ショップ、絵本コーナー「えほんの森」
（Tel. 027-346-5500）
レストラン「森のレストラン ころむす」
講堂、茶室（貸出可。詳細はお問い合わせください。）

備 車いす／多目的トイレ
（1F）／ベビーカー／おむつ替台／授乳･
救護室／コインロッカー／エレベーター

交通案内
電車・バス

JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ラインまたは上越・北陸新幹線で高崎駅下車
（新幹線は東京駅より約60分）。JR高崎駅東口より、市内循環バスぐるりん「群馬の
森線」9系統（約38分）、10系統（約26分）、または「岩鼻線」15系統（約25分）
で、い
ずれも「群馬の森」下車
（200円）。

タクシー
JR高崎駅東口より約20分。JR倉賀野駅より約10分。JR新町駅より約10分。

車

上信越自動車道の「藤岡I.C.」高崎方面出口より出て、県道13号を前橋方面に約10
分。関越自動車道「高崎玉村スマートI.C.」
（ETCのみ）
より出て高崎方面に向かい、
県道13号を藤岡方面に約8分。北関東自動車道「前橋南I.C.」より県道13号に出て、
藤岡方面に約15分。県立公園「群馬の森」の大駐車場をご利用ください
（無料）
。

こどもアートツアー
毎月第3土曜日
（7､ 8、9､ 11月を除く） 14：00～15：00
小中学生を対象に、アートカードを使ったゲームや対話形式による作品
鑑賞を行います。親子での参加も歓迎します。
＊都合により中止となる場合があります。

生誕150年

湯浅一郎

■企画展示

■特別展示

■公募展

（明治150年記念事業）

4月28日［土］―6月17日［日］ 展示室1
観覧料：一般610（480）
円、大高生300（240）
円

＊
（

）
内は20名以上の団体割引料金

群馬県安中市出身の湯浅一郎（1868-1931）
は、明治期にまだ珍しかった西洋画を
山本芳翠や黒田清輝に学び、白馬会や二科会を主な活躍の場に、日常的に目に
する何気ない女性の姿や明るい外光派風の風景を数多く描きました。この展覧
会は、明治元年に生まれた湯浅の生誕150年を記念するもので、当館では27年ぶ
りに開催される個展です。油彩画、水彩画、素描をはじめ、ヨーロッパ遊学中に
制作された名画の模写、本の表紙図案などの資料から、その画業の全貌をあらた
めて紹介します。
サンダーソンアーカイブ ウィリアム・モリスと英国の壁紙展―美しい生活を求めて
7月7日［土］―8月26日［日］ 展示室1

観覧料：一般820
（650）
円、大高生410（320）
円

＊
（

）
内は20名以上の団体割引料金

産業革命により大量生産品があふれた19世紀後半のイギリスにおいて、ウィリア
は丁寧な手仕事から生まれる美や自然との共生を求め、木
ム・モリス
（1834―96）
版による美しい壁紙を生み出しました。画面一杯に優雅に広がる草花は、現代人
をも魅了する居心地のよい住空間を演出します。本展は、モリスのデザインを中
心に、英国有数の壁紙会社サンダーソン社が所蔵する貴重な壁紙や版木など約
140点を日本で初めて紹介し、19世紀に隆盛期を迎えた英国壁紙デザインの変遷
をたどります。
パリ世紀末ベル・エポックに咲いた華 サラ・ベルナールの世界展
9月15日［土］―11月11日［日］ 展示室1
観覧料：一般820（650）
円、大高生410（320）
円

＊
（

）
内は20名以上の団体割引料金

ベル･エポックと呼ばれる19世紀末から20世紀はじめの華やかなパリでスターとし
て君臨した女優サラ･ベルナール
（1844-1923）
は、自身のイメージ戦略を打ち出すプ
ロデューサーであり、興業を主催する事業家、絵画や彫刻の制作を行う多才なアー
ティストでもありました。本展ではサラ・ベルナールの様々な側面を、アルフォンス・
ミュシャ作のアール・ヌーボー様式の流麗なポスター、衣装やルネ・ラリック作の装
身具、記録写真、映像、肖像画など、100点を超える作品や資料により紹介します。
特別展示 アミちゃんの誕生

西美公二のコンステラシオン

9月15日［土］―12月17日［月］ 展示室５
観覧料：一般300（240）
円、大高生150（120）
円

＊
（

）
内は20名以上の団体割引料金

現在パリを拠点に活躍するアーティスト西美公二（1957- ）
は、ノルウェーで見た
オーロラに魅せられ、絵画空間における星座（コンステラシオン）
を発見していき
ます。そして西美は、以前座敷わらしのように自身の周りに頻繁に出現していた
「アミちゃん」のイメージがこの星座
（コンステラシオン）
のなかに、絵画の貌とし
て表象していく様を強く認識するようになっていきました。本展ではこの ｢アミち
ゃん｣ を中心に、西美公二の絵画空間における貌として星座
（コンステラシオン）
を紹介します。
群馬青年ビエンナーレ2019
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ボランティアによるイベント等
ボランティアによる作品解説
美術館ボランティアがコレクション展示について随時解説します。

＊
（

）
内は20名以上の団体割引料金

16歳から30歳までの若い世代を対象とした公募展です。今回で14回目の開催と
なります。ジャンルを問わず全国から募集した作品を審査し、入賞および入選作
品を展示します。平面、立体、映像、インスタレーションなど、様々な方法で自分
たちの“今”を表現する若きアーティストたちの柔軟で可能性を秘めた作品を、ぜ
ひご覧ください。

群馬県立近代美術館友の会

ボランティアによる茶席
毎月第1土曜日
（9､ 1月を除く） 11：00～ 申込不要 参加費400円
茶室にて、美術館ボランティアによる呈茶席を設けます。
表紙：ウィリアム・モリス《バチェラーズ・バトン
（やぐるまぎく）》
（部分） サンダーソン社蔵
（「ウィリアム・モリスと英国の壁紙展」出品作） © Morris ＆ Co.

学校団体の見学サポート、出張授業、教員対象研修などを行っています。
※要申込

＊詳細についてはお問い合わせください。
＊記載内容については変更することがあります。

2018.4→2019.3

おもな展覧会の内容

2月2日［土］―3月24日［日］ 展示室３，４，５
観覧料：一般300（240）
円、大高生150（120）
円

ファミリータイム
開館中の毎月第2、4木曜日 9：30～12：00
小さなお子様連れが気兼ねなく展覧会鑑賞ができる親子優先時間帯です。

学校との連携プログラム

’18
事業案内

〒370-1293 群馬県高崎市綿貫町992-1
Tel.027-346-5560 Fax.027-346-4064
http://mmag.pref.gunma.jp/

群馬の森公園内

美術館を支援する団体です。入会すると以下の特典があります。
■
「群馬県立近代美術館」と「群馬県立館林美術館」で開催される展覧会のうち、
両館あわせて2回
（半期会員は1回）
を無料で、それ以外は半額で観覧できます。
■
「高崎市美術館」、
「高崎市タワー美術館」、
「高崎市山田かまち美術館」を団
体割引相当額で観覧できます。
■上記5館の展覧会や会員限定イベントなどの情報が定期的にお手元に届きます。
■賛助会員は、上記のほか近代美術館のレセプション招待や会報及び館内等で
の会員名紹介（希望者のみ）
などの特典があります。
会員種類と年会費（有効期間は4月1日～翌年3月31日）
□一般会員
（個人）
2,000円 半期会員 1,000円
（10／1～翌年3／31）
□学生会員
（高校・大学・各種専修学校在学中の個人）
1,000円
□家族会員
（同居2人分）
3,000円
（3人以上は1人あたり1,000円追加）
□個人賛助会員 1口 10,000円 1口あたり会員証5枚
□法人賛助会員 1口 20,000円 1口あたり会員証10枚

