千葉市美術館 プレスリリース

会期 2018年4月6日（金）→ 5月20日（日）
［前期：4月6日（金）→5月6日（日） 後期：5月8日（火）→5月20日（日）］

開館時間 10:00−18:00 (金・土曜日は20:00まで) ※ 入場受付は閉館の30分前まで
休 館 日 5月7日
（月）
観 覧 料 一般 1200円(960円) 大学生 700円(560円) 小・中学生、高校生無料

★リピーター割引：本展チケット（有料）半券のご提示で、会期中２回目以降の観覧料が半額になります。
※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料 ※( )内は前売り、団体20名以上、市内在住65歳以上の方の料金

※前売券は千葉市美術館ミュージアムショップ（3月23日まで）、ローソンチケット（Lコード：33438）、セブンイレブン（セブンチケット）、千葉都市モノレール
「千葉
みなと駅」
「千葉駅」
「都賀駅」
「千城台駅」の窓口にて4月5日まで販売（4月6日以降は当日券販売）
主 催 千葉市美術館

特別協力

板橋区立美術館

あなたの知らない「ご当地絵師」に出会う旅―
展覧会概要
江戸時代後期、全国津々浦々から、その土地の出身や、藩の御用をつとめた絵師など、いわば「ご当地絵師」とも呼ぶべき、

個性的な画人が輩出したのをご存知でしょうか？
す が い ばいかん

あずまとうよう

はやし じ っ こ う

やまもとばいいつ

仙台では菅井梅関・東 東洋を筆頭とする「四大画家」
、水戸の奇才林 十 江、名古屋出身で京にその名を轟かせた山本梅逸や

た な か と つ げ ん

ひじかたとうれい

かたやまようこく

田中訥言、鳥取では濃密華麗な花鳥画で因幡画壇の黄金期を築いた土方稲嶺や片山楊谷、讃岐の出身で全国を放浪した篆刻家
ほそかわりんこく

細川林谷など、近年地元で再評価が進んだことで魅力的な作品が多数発見され、江戸絵画ファンの熱い注目を集めてきました。

本展では北海道から長崎まで、各地から大集結した実力派絵師達の作品、さらに上方や長崎で制作されたご当地の版画作品

まで、約 190 点が一堂に会します。博物学の興隆や明清絵画の流入、そして画人達の活発な交流によって豊かに広がるその世界
うまいもん

は、まさに百花繚乱！各地いちおしの絵師との出会いを通して、江戸絵画の豊穣を体感していただく展覧会です。
※会期中、大幅な展示替えを行います。

みどころ

☆全国各地の「うまいもん」大集合！

いま、全国各地で「ご当地絵師」を紹介する展覧会が盛んに開催され、魅力的な絵師達の再発見が進んでいます。そんな多様な絵師たち
を一度に見通すことのできる展覧会が、この度実現します。仙台、栃木、水戸、名古屋、徳島、鳥取など全国津々浦々から個性あふれる
作品が大集結。旅するように「絵師（うまいもん）」めぐりをお楽しみいただけます。

☆若冲、応挙だけじゃない！マニアックすぎるラインナップ !?

菅井梅関、東東洋、山本梅逸、廣瀬臺山、沖一峨…これらの名前をご存知ですか？読み方すらわからない…そんなマニアックな絵師たち
総勢 80 人超の作品が一堂にそろいます。もちろん曾我蕭白、酒井抱一、谷文晁、司馬江漢といった耳慣れた絵師の作品も登場。お気に入
りの絵師が見つかるはずです。この展覧会を見れば江戸絵画通になること間違いなし！

☆江戸絵画ブームの先駆け！千葉市美術館の単独開催

これまで流行に先駆けて伊藤若冲、曾我蕭白、琳派を紹介してきた千葉市美術館による渾身の江戸絵画展です。それぞれの絵師の背景や
土地柄、ドラマを知り身近に感じられることでしょう。大幅な展示替えを行うため、2 回目以降の観覧料が半額になるリピーター割引もご用意、
より江戸絵画にハマるきっかけに！他館への巡回はなく、千葉市美術館の単独開催ですので、お見逃しなく。

〒 260-8733 千葉市中央区中央 3-10-8
Tel. 043-221-2311（代）http：//www.ccma-net. jp

記者レクチャー
報道関係の皆様を対象に、記者レクチャーを行います。展覧会の見どころを担当学芸員よりご説明し、
その後展示室
をご覧いただきます。

4月6日（金）／15：00より（1時間程度）／10階会議室にて

参加ご希望の方は同封の申込書に必要事項をご記入の上、
FAXにてご連絡ください。
また、展覧会の開催に伴いオープニングレセプションを行います。ぜひご参加ください。
4月6日（金）／17：00より／11階講堂にて

展覧会関連イベント
千葉のうまいもん！市

講演会

「尾張名古屋は西か東か？」

千葉の「うまいもん」が大集合！お食事やお買い物をお楽しみください。
こ
どもの日にちなんで「鯉のぼりづくりワークショップ」
も開催します。
5月5日
（土・祝）11:00〜17:00／1階さや堂ホールにて

「地方絵師の熱情―「仙台四大画家」の江戸と西国―」

ファミリープログラム「わんことお散歩！」

講師：神谷浩（名古屋市博物館副館長）
4月21日
（土）14:00〜（13:30開場予定）
11階講堂にて／聴講無料／先着150名（当日12:00より11階にて整理券配布）

講師：内山淳一（仙台市博物館副館長）
コルクでできたかわいい仔犬と一緒に、オリジナル・マップを見ながら千
5月12日
（土）14:00〜（13:30開場予定）
葉のまちを探検します。参加方法など詳細は当館ホームページにてご確
11階講堂にて／聴講無料／先着150名（当日12:00より11階にて整理券配布） 認ください。
5月12日
（土）、13日
（日）各日11:00〜15:00
対象：小学生とその保護者

市民美術講座

「6つのキーワードでめぐる百花繚乱列島」
講師：松岡まり江（当館学芸員）
4月28日
（土）14:00〜（13:30開場予定）
11階講堂にて／先着150名／聴講無料

「菱川師宣と浮世絵の誕生

ギャラリートーク
担当学芸員による：4月11日
（水）14:00〜
ボランティアスタッフによる：会期中の毎週水曜日
（4月11日を除く）14:00〜

房州から江戸へ」

講師：田辺昌子（当館副館長兼学芸課長）
5月13日
（日）14:00〜（13:30開場予定）
11階講堂にて／先着150名／聴講無料

※水曜日以外の平日の14:00にも開催することがあります。
※混雑時には中止する場合があります。
◆イベントの追加、変更につきましてはホームページをご確認ください

同時開催
所蔵作品展「千葉が生んだ浮世絵の祖

菱川師宣とその時代」

※「百花繚乱列島—江戸諸国絵師めぐり―」をご観覧の方は無料

菱川師宣《天人採蓮図》
元禄(1688～1704)前期 千葉市美術館蔵

次回展予告
2018年5月30日
（水）〜7月8日
（日）
企画展「岡本神草の時代」

所蔵作品展「浮世絵黄金期からの展開」
岡本神草《口紅》
大正7年 京都市立芸術大学芸術資料館蔵

「百花繚乱列島—江戸諸国絵師めぐり―」
広報用画像一覧

展覧会広報用として作品画像をご用意しております。是非、本展をご紹介くださいますようお願いいたします。ご紹介いただける場合は、
別紙の申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてご連絡ください。画像の使用は 1 回限りとし、展覧会紹介の目的にのみご使用ください。

1.菅井梅関《梅月図》仙台市博物館蔵

2. 山本梅逸
《花卉草虫図》名古屋市博物館蔵

（展示期間 4/6-5/6）

3.片山楊谷
《猛虎図》
三幅対のうち左幅

個人蔵

4. 沼田月斎《二美人図》名古屋市博物館蔵
（展示期間 4/6-5/6）

5.土方稲嶺
《猫と糸瓜図》
鳥取県立博物館蔵

6.林十江
《蝦蟇図》東京国立博物館蔵
Image : TNM Image Archives

「百花繚乱列島—江戸諸国絵師めぐり―」

広報用画像データ・プレゼント用招待券申込書

■ 写真ご使用に際してのお願い

千葉市美術館

* 作品写真の使用は、本展のご紹介をいただける場合のみとさせていただきます。

広報担当 行

* 写真のご利用は、1 申込について 1 回とし、使用後のデータは破棄してください。

FAX：043-221-2316

* 基本情報確認のため、広報担当まで一度校正紙をお送りください。
* 掲載後、広報担当まで見本誌をご送付くださいますようお願いいたします。
* お手数ですが、招待券プレゼントの受付、発送などは、貴編集部にてお願いいたします。
原則として、掲載紙をご送付いただきました時に招待券をお送りいたします。

貴社名：

媒体名：

ご担当者名：

発行予定日：

TEL：

発行部数：

FAX：

定価：

Email：

掲載予定コーナー名等：

画像到着希望日：

月

日

画像の掲載サイズ

時まで

（ おおよそで結構です

例：5cm 四方、など）

：

■ 画像データ申込（ご希望のデータの番号に○をつけてください。）
1.菅井梅関
《梅月図》仙台市博物館蔵
2. 山本梅逸
《花卉草虫図》名古屋市博物館蔵 （展示期間4/6〜5/6）
3.片山楊谷
《猛虎図》三幅対のうち左幅

個人蔵

4. 沼田月斎
《二美人図》名古屋市博物館蔵 （展示期間4/6〜5/6）
5.土方稲嶺
《猫と糸瓜図》鳥取県立博物館蔵
6.林十江
《蝦蟇図》東京国立博物館蔵

Image : TNM Image Archives

※この他、プレスリリース掲載の画像でご希望がございましたら、ご相談ください。

■プレゼント用招待券申込

（ ご希望の場合はチェックをつけてください）

□ 5 組 10 名様分 希望します。
（それ以外の枚数が必要な場合は別途ご相談下さい。）
チケット送付先

ご住所：〒

問い合わせ先

千葉市美術館

〒 260 - 8733 千葉市中央区中央 3 -10 - 8

広報担当：磯野 愛
Te l. 043 - 221- 2311（ 代表 ）/ 043 - 221- 2313（ 直通 ）
Fax. 043 -221-2316

E-mail. isono@ccma-net.jp
HP. http：//www.ccma-net.jp/

