
　16 世紀後半、樂家の祖長次郎によって始められ、日本の陶芸の中でも他に類例を見ない独特の美的世界
を作り上げてきた樂焼。以来 450 年間にわたり、常に茶の湯との強い結びつきの中で焼き継がれ、日本陶
芸史における重要な役割を果たしてきました。その一子相伝により継承されてきた樂焼の歴代作品に、17
世紀初頭の芸術家・本阿弥光悦の重要文化財を含めて樂焼の美的精神世界を通観し、その極めて日本的な
深い精神文化を紹介します。
　なお、本展会期中のコレクション・ギャラリーでは、十五代樂吉左衞門氏による特集展示を開催予定です。
こちらもあわせてお楽しみください（詳しくは裏面をご覧ください）。
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次回企画展

開催中の企画展

　本展には、カサットの代名詞とも言える母子像の数々が展示されています。親しみやすい主題という
こともあり、親子連れのお客さまにも多くお越しいただいております。10 月 22 日（土）の「キッズ・
ナイト・ミュージアム」では、約 100 名の親子が夜の展示室で作品鑑賞を楽しみました。
　さらに 12 月 4日（日）までの毎日、ご来場のお客さま先着 100 名にオリジナルポストカードをプレ
ゼント。紅葉が見ごろの京都岡崎で、カサットの作品に癒されてみませんか？ぜひお出かけください！

十五代樂吉左衞門《焼貫黒樂筒茶碗 白焼》、当館蔵

キッズ・ナイト・ミュージアムの様子

～ 12 月 4日（日）まで

12 月 17 日（土）～ 2017 年 2 月 12 日（日）

メアリー・カサット展

茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術

日時：2017 年 1 月 7 日（土）午後 5時～ 6時
集合場所：当館 1階ロビー　

　　※開始 5分前までにお集まりください

解説者：松原 龍一（当館学芸課長）

申込み先：京都国立近代美術館 総務係

電　話：075-761-4114  
　　　　（月曜から金曜まで、午前 10 時～午後 5時）

メール： info@ma7.momak.go.jp
　　　　（件名は「友の会特別解説会申込み」としてください）　

※お申込の際、お名前・会員番号をお伝えください

友の会特別解説会

展覧会特設サイト
http://raku2016-17.jp/

イベント情報 ※詳細は同封の展覧会チラシまたは
展覧会特設サイトをご覧ください。

1.  初代長次郎、光悦の重要文化財が、かつてない規模で揃います

2.  利休が愛した名碗が揃います

3.  樂家 450 年の伝統と技をご覧いただけます

4.  現代の視点でとらえた初代長次郎はじめ、歴代の「今」をご覧いただけます

ここが見どころ！

開幕記念講演会 連続対談
12 月 21 日（水）鷲田清一氏（京都市立芸術大学 学長）
12 月 24 日（土）高谷史郎氏（アーティスト）
12 月 25 日（日）山極壽一氏（京都大学 総長）
2017 年 1 月 4日（水）金剛永謹氏（金剛流二十六世宗家）
2017 年 1 月 6日（金）小山薫堂氏（放送作家）
2017 年 1 月 29 日（日）三笠景子氏（東京国立博物館 主任研究員）いずれも会場は当館 1階ロビー／先着 150 席／聴講無料（要観覧券）。

当日午前 10 時（「茶碗の中の宇宙」は午前 11 時）より整理券配布。

いずれも、12 月 1日（木）午前 10 時より 受付を開始します（予定）。
詳しくは展覧会特設サイトをご覧いただくか、以下までお問い合わせください。
問合せ先：京都新聞 COM　電話：075-241-2165（土日祝を除く午前 10 時～午後 5時）

十五代樂吉左衞門のしつらえによる 特別茶会

2017 年 1 月 7日（土）午後 2時～ 3時 30 分
講演会「茶碗の中の宇宙」

子どもワークショップ ：
　　　十五代 樂吉左衞門といっしょに茶碗をつくろう

12 月 22 日（木）、2017 年 1 月 4日（水）、9日（月・祝）
  各日 午後 5時 30 分～、午後 7時～の 2回開催

12 月 17 日（土）午後 2時～ 3時

12 月 23 日（金・祝）午後 2時～｜ 対象：小中学生

………………………………  各日 午後 2時～ 3時

要事前申し込み

講師：松原 龍一（当館学芸課長）

講師：十五代 樂吉左衞門氏
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～ 12 月 11 日（日）まで平成 28年度   第 4 回 コレクション展コレクション・ギャラリー

　現在開催中のコレクション展では、企画展「メアリー・カサット展」にちなんだ「針仕事
の向こうへ」や「創る女たち」などの特集展示が好評です。また、日本画のコーナーでは、
11月1日より後期展示が始まりました。池田遙邨《家を持たない秋がふかうなった　山頭火》
など、美術館の中での ” 紅葉狩り ” にぴったりな作品をご覧いただけます。4階ロビーから
見える秋めく風景とあわせてお楽しみください。

京都国立近代美術館賛助会員
当館は下記、賛助会員の皆様からご支援・ご支持をいただいております。

＜特別会員＞ ＜一般会員＞

　今回の解説会では、閉館後のメアリー・カサット展で、バ

イタリティーあふれるカサットの人生や、彼女の表現の特徴

をご紹介しました。なかでも皆さんが興味を持たれていたの

が、カサットの 10 点組の多色刷り銅版画。「人物の輪郭を一

本の線で表したり刷り師の名前を記すなど、カサットが日本

の浮世絵から学んだ要素が見られる」と、皆さん、ひとつひ

とつの作品に近寄って、繊細な線の表現に見入っていました。当日の様子（11月 5日）

　国立美術館のコレクションから、月ごとにお気に入りの作品を
選べるカレンダーが今年も登場！今年は、世界遺産に登録された
国立西洋美術館の建築写真も加わりました。ご自宅用はもちろん、
プレゼントにもぴったりです。
　当館職員が当館のコレクションから作品を選んだ「京近美セレ
クト」もあります（こちらは、当館 1階ミュージアムショップでも
販売しています）。 ※ 注文方法、詳細は同封のチラシをご覧ください

友の会特別解説会を開催しましたイベント報告

年末年始の休館について

12月 28日（水）～
　　　2017 年1月 2日（月）

年始は1月 3日（火）
9：30より開館します

会場の中央では、企画展「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」にあわせ、十五代 樂吉左衞門氏と高谷史郎氏（アーティスト）
による、当館のコレクションも交えた特別展示「無限の宇宙：掌中を超えて」を計画しています。どうぞご期待ください！

【予告】  第 5回 コレクション展　　12 月 14 日（水）～ 2017 年 2 月 12 日（日）
ハンナ・ヘッヒとダダ ｜ 冬の日本画 ｜ 北欧の陶芸と染織 ｜ 抽象絵画のパイオニア　など

これからの企画展

2017 年 3 月 1日（水）
　　　　　　～ 4月 9日（日）

endless 山田正亮の絵画

国立美術館カレンダー2017販売中！

壁掛けタイプ（12 作品：2,900 円（税別）、
6作品：2,300 円（税別））

卓上タイプ（2,500 円（税別））

ニードルワーク

「針仕事の向こうへ」展示風景

2017 年 4 月 19 日（水）
　　　　　　～ 6月 11 日（日）

戦後ドイツの映画ポスター（4階にて）

戦後美術において、唯一無二の活動を
みせた山田正亮（1929-2010）の全体像
を紹介する、初めての回顧展です。

第二次大戦後、「鉄のカーテン」の両
側で花開いた 2つのグラフィズムをご
紹介。また会期中のMoMAK Films で
は、旧東ドイツの映画を上映します。 『M』ポスター：ヴォルフ

ガンク・シュミット（1966
年）ドイツ映画研究所蔵

山田正亮《WORK C.102》
1961-62 年、当館蔵
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