2019 年 4 月〜2020 年 3 月
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6

7

特別展
英国自動人形展

揺れる人間像

collection : Human Figure

一般 140円
（大学生以下無料）

所蔵作品の中から人間像を題材とした作品を特集します。

9
特別展

10

11
細木るみ子展

9 月 7 日（土）〜10 月 14 日（月・祝）
9/16・9/23・10/14 特別開館

没後30周年

金・土
７時まで
夜間開館

木下勘二展

KINOSHITA Kanji Exhibition

道展 釧路移動展

11 月 19 日（火）〜24 日（日）
一般 400円（高校生以下無料）

久本春雄の素描

1 月 4 日（土）〜2 月９日（日）
一般 140円（大学生以下無料）

collection : Drawing Works of HISAMOTO Haruo
釧路の動植物や日常生活
を、写生に基づいて多く描い
た久本春雄（1896-1968)の
素描約60点を一挙に公開し
ます。 作者が、
日々何をみ
つめて、いかにして作品をう
みだしたのか、創作の裏側
をご覧ください。

Special Exhibition

私的な空間で見せる人物や、普

第 67 回

釧路郷土作家展

Provincial Artists Exhibition

釧路で活躍する作家の最新作が集まる展覧会。3部門で約150

2020 年

collection : Flowers
季節を彩る花に
まつわる所蔵作品

作品などを、
コレクションの中から

をご紹介します。

扇谷章二「室内のある静物」
1975 年 当館蔵

2 月 15 日（土）〜3 月 29 日（日）

花の季節

段の何気ない風景に目をむけた
ご紹介します。

入場無料

鎌田義裕 「蒲桜」
1999 年 当館蔵

一般 140円（大学生以下無料）

コレクション展

一般 140円（大学生以下無料）

書・写真

collection : In My Room

2 月 22 日（土）〜3 月 1 日（日） 3 月 14 日（土）〜22 日（日）

人の作家の作品を一度に楽しめます。
コレクション展

11 月 30 日（土）〜12 月 22 日（日）
私の部屋で〜室内・静物〜

©NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

細木るみ子 「野生の作法 /N42〈月で見た雲〉」
2018 年 作家蔵

美術

FM くしろのアート番組
「Path-Art」と協力した展覧会。
帯広出身の画家・細木るみ子
の、鉛筆による抽象画を中心
とした多彩な作品をご紹介し
ます。

久本春雄 「シマリス」 当館蔵

ＦＭくしろ
×

金・土
７時まで
夜間開館

一般 140円（大学生以下無料）
美術館

特別展

7/15・8/12 特別開館

NASA Astrophotographys Best Selection

「南半球の嵐と雲」

Do-Ten

ミニ企画展

細木るみ子

一般 700円（大学生以下無料）
NASA の惑星探査
機や宇宙望遠鏡など
がとらえた膨大な宇
宙の画像アーカイブ
の中から、選りすぐ
りの画像を大型の高
品位銀塩プリントで
ご紹介します。

第 94 回 第 64 回

HOSOKI Rumiko Exhibition
Special
SpecialExhibition
Exhibition

138億光年 宇宙の旅

当館蔵

Path-Artの仲間たち

ポール・スプーナー & マット・スミス
「グリーンボール」1997 年
©Paul Spooner ©Matt Smith

7 月 2 日（火）〜8 月 25 日（日）

花の季節

2020 年

10 月 22 日（火）〜11 月 24 日（日）

現代オートマタ（西洋の自動
で動くからくり人形）の先駆的
存在であるポール・スプーナー
（1948~ ) の作品を中心に、英国
の自動人形をご紹介します。ユ
ニークな人形の造形とともに、
動きもお楽しみください。

郷土作家展
書・写真部門

北海道でもっとも長い歴史を持つ公募展「道展」。今年も最優

夕張出身の油彩画家で、
1970 年より釧路で美術の指
導をしながら絵画の制作を続
けた木下勘二（1917〜1989）
の画業をご紹介します。
木下勘二 「ベニスの壁」1982 年

一般 900円（大学生以下無料）

私の部屋で

郷土作家展
美術部門

3

コレクション展

金・土
７時まで
夜間開館

2

久本春雄の素描

Special Exhibition

英国自動人形展

British Contemporary Automata

特別展

現代オートマタがやってきた！

4/29・5/6 特別開館

1

秀作品を筆頭に、全道から選りすぐりの作品が一堂にそろいます。

一般 500円（大学生以下無料）

４月 27 日（土）〜6 月 23 日（日）

12

木下勘二展

特別展

揺れる人間像

8

特別展
138 億光年宇宙の旅

コレクション展

〜4 月 21 日（日）
人への想い

Schedule 2019.4-2020.3

道展

4

Gallery A
（展示室大）
Gallery B
（展示室小）

釧路市立美術館展示スケジュール

美術館ご利用案内

MUSEUM CALENDAR
開館時間

午前 10 時 ~ 午後 5 時（夜間開館時は午後７時まで）

休館日

毎週月曜日・年末年始（12/29~1/3）・その他展示替え
期間など

観覧料金

展覧会により異なります。HP や展覧会チラシなど
でご確認ください。

交通案内
●徒歩の場合
ＪＲ釧路駅から徒歩20分
（1.6km）
●タクシーご利用の場合
JR釧路駅からタクシーで約5分
●バスご利用の場合
くしろバス停留所｢釧路三慈会病院｣

Kushiro City

下車徒歩1分
●釧路空港からバスご利用の場合
空港前停留所からバスで約45分、

展覧会のご案内

ＭＯＯバスターミナル下車徒歩5分
※地球環境保全のため、
公共交通
機関の利用にご協力下さい。

Exhibition Guide
釧路総合振興局

アートギャラリー協力会は、展覧会をパスポートで全部見れる特典のほか、
美術館のボランティア活動を行っている会です。芸術館との共通会員もありま
す。まなぼっと幣舞 2 階の事務室でお申し込みください。

年会費（入会金はありません）
2,400円

芸術館共通

4,800円

大学生以下は両館で 500円

［住所］

085-0836 釧路市幣舞町 4-28

［TEL］

0154-41-8181・42-6116( 直通 )

釧路市生涯学習センター 3 階
［e-mail］ sh-artmuseum@city.kushiro.lg.jp

●料金は全て税込金額です。 ●団体は10名以上です。
●全ての展覧会で「身体障がい者手帳」
「療育手帳」
「精神障がい者保健福祉手帳」
の交付を受けた方、及び付き添いの方は無料です。
●｢人への想い 揺れる人間像」
「Path-Artの仲間たち 細木るみ子」
「私の部屋で」
「花の季節」については、65歳以上の釧路市民の方は無料です。

お気軽に
ご利用
下さい！

●ここに記載された予定は予告なく変更になる場合があります。

作品解説ののほか、バックヤードツアーも！

学校、地域での 団体鑑賞のススメ
休館日 closed

開館日
open 10:00-17:00

夜間開館日
open until 19:00

釧路市立美術館では、学校での美術館鑑賞を推進するため、バス｢まなぼっと号｣による無料送
迎と、学芸員による作品解説のプログラムを「アートスクール事業」
としてご案内しています。
一般の方々の小さな団体でも、展示解説やバックヤードツアーなどを体験できます。詳しくは
ホームページまたは電話でお気軽にお問い合わせ下さい。
表紙図版 / 木下勘二 「旗のある風景」部分

2019.4-2020.3

2019 年 4 月▶2020 年 3 月

（まなぼっと幣舞3階）

アートギャラリー協力会会員募集中！

市立美のみ

Museum of Art

釧路市立美術館

旧

1972 年

当館蔵

