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京都ミュージアムズ・フォー スタンプラリー
京都ミュージアムズ・フォーでは、2019年10月・11月の2ヶ月間、
本パンフレットを利用したスタンプラリーを実施します。4館の展覧会
を観覧してスタンプを集めた方のうち、抽選により50名様に、4館
から素敵なプレゼントが当たります。
スタンプラリー実施期間

2019年10月1日
（火）～ 11月30日
（土）
スタンプラリーのルール
京都ミュージアムズ・フォー4館に設置しているスタンプを、本パンフレット
（下欄）
に押して集めてください。期間中であれば、
どの館から押されても構いません。

京都国立近代美術館［岡崎］
〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町26-1
TEL：075-761-4111 http://www.momak.go.jp
月曜休館（月曜日が祝日・休日の場合は開館し、翌火曜日休館）
及び年末年始、展示替期間
9：30〜17：00 金曜日、
土曜日の夜間開館については当館HPでご案内します。
（入場は閉館30分前まで）
料金は展覧会ごとに異なります。コレクション展は一般430円、大学生130円
地下鉄東西線「東山駅」下車徒歩10分／京都駅 市バスA1のりばから5系統、
D1のりばから100系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車徒歩すぐ

京都国立博物館［東山七条］
〒605-0931 京都市東山区茶屋町527
TEL：075-525-2473（テレホンサービス） https://www.kyohaku.go.jp/
月曜休館（月曜日が祝日・休日の場合は開館し、翌火曜日休館）及び年末年始、4/12、10/11
9：30 〜 17：00 ※特別展開催時は18：00、金・土曜日は夜間開館を実施（庭園のみ開館日は除く）
※入館は各閉館30分前まで
料金は展覧会ごとに異なります。名品ギャラリー（含特集展示等）は一般520円、大学生260円
京阪電車「七条駅」下車、東へ徒歩約7分／京都駅 市バスD1のりばから100系統、
D2のりばから206・208系統「博物館・三十三間堂前」下車、徒歩すぐ

4つ目のスタンプを押した館で、本パンフレットを提出のうえ、抽選申込用紙に住
所等必要事項をご記入ください。実施期間終了後に厳正な抽選を行い、当選
者50名様にプレゼントを送付いたします。
なお、発表は発送をもってかえさせていただきます。個人情報については、抽選・
発送にかかる業務についてのみ使用します。

スタンプラリーの注意事項
スタンプラリーへの参加は1名様1回限りとさせていただきます。
本スタンプラリーは、各館の展覧会観覧者を対象としておりますので、スタンプは
基本的に有料スペースに設置しております。詳細は各館にお問い合わせください。

月曜休館（月曜日が祝日・休日の場合は開館し、翌日休館）及び年末年始（12/28 〜 1/3）
※5/1・7/17・10/22は臨時開館。
【総合展示】10：00 〜 19：30（入場は閉室30分前まで）
【特別展】10：00 〜 18：00 毎週金曜日は19：30まで開室（入場はそれぞれ閉室30分前まで）
総合展示料金は大人500円、大学生400円、高校生以下無料。特別展は別途料金が必要。
地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」下車徒歩約3分／阪急電車「烏丸駅」下車徒歩約7分／
京阪電車「三条駅」下車徒歩約15分
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©2018 京都市内4館連携協力協議会

博物館・美術館が連携協力する組織として「京都市内4館連携
協力協議会」が2009年度に発足しました。4館が展開する連携
事業の名は「京都ミュージアムズ・フォー」
「京都」
。
という地域性を
軸に、4館が連携した様々な取り組みを行っています。
ホームページアドレス http://www.momak.go.jp/m4/

連携講座のご案内
京都国立近代美術館

河井と川勝 ― 友情が生んだ珠玉のコレクション
講師

大長智広（京都国立近代美術館研究員）

5/6（月・休）14：00 〜 15：30

会場：京都国立近代美術館1階講堂
定員：100名 聴講無料
申込方法：当日11時より、1階インフォメーションにて整理券（ひとり1枚のみ）を配布します。

京都国立博物館

赤ってじつはどんな色？
講師

安部真里奈（京都国立博物館研究員）

7/13（土）13：30 〜 15：00

会場：京都国立博物館 平成知新館 講堂
定員：200名 聴講無料（ただし名品ギャラリー当日観覧券が必要）
申込方法：当日12時より、平成知新館1階にて整理券を配布し、
定員になり次第、配布を終了します。

京都文化博物館

● 八坂神社
東大路通
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京都市美術館（別館）

The National
Museum of
Modern Art, Kyoto

〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町13（ロームシアター京都の隣）
TEL：075-771-4107 http://www 2 .city.kyoto.lg.jp/bunshi/kmma/

丸太町通

京都国立近代美術館

連携講座／主なスケジュール

▼

〒604-8183 京都市中京区三条高倉
TEL：075-222-0888 http://www.bunpaku.or.jp

月曜休館（月曜日が祝日・休日の場合は開館）及び年末年始（12/28 〜 1/2）
9：00 〜 17：00（入場は閉館30分前まで）
料金は展覧会ごとに異なります。
地下鉄東西線「東山駅」下車徒歩10分／京都駅 市バスA1のりばから5系統、D1のりばから100系
統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車徒歩5分／阪急電車「河原町駅」から32系統、46系統「岡
崎公園ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車徒歩すぐ

京都文化博物館

京都
ミュージアムズ・フォー

2019.4 2020.3

京都文化博物館［烏丸御池］

プレゼント抽選への申込について

KYOTO
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京都ミュージアムズ・フォー

京都市京セラ美術館
（京都市美術館）

京都文化博物館

池大雅とその時代
講師

森 道彦（京都文化博物館学芸員）

7/7（土）10：30 〜 12：00

会場：京都文化博物館 3階フィルムシアター
定員：170名
聴講無料（ただし総合展入場券（半券可）が必要）
申込方法：
【要事前申込 先着順 参加者1名ごとにお申込みください】
往復はがきに住所、氏名（返信面にも）電話番号を明記し、京都文化博物館
「池大雅」係へ。または、京都文化博物館HP「総合展イベント」
申込フォームから申込ください。
https://www.bunpaku.or.jp/exhi_sogo/form/

京都市京セラ美術館（京都市美術館）

日展から生まれた京都の名作
― 新しい常設展に向けて
講師

吉中充代（京都市美術館 学芸課課長補佐）

2020/1/3（金）14：00 〜 15：30（予定）

会場：京都市勧業館みやこめっせ 地下1階大会議室
定員：100名
申込方法：当日１３時３０分より開室します。直接会場にお越し下さい。
（当日先着順）
※詳細に関しましては各館にお問い合わせください。
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京都国立近代美術館
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3/8（金）～ 4/14（日） 4/26（金）～ 6/2（日）

京都の染織

川勝コレクション
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6/14（金）～ 7/28（日）
トルコ至宝展

鐘溪窯  陶工・河井寬次郎

チューリップの宮殿 トプカプの美

森口邦彦《友禅着物「雪明り」》
1969年 京都国立近代美術館蔵

河井寬次郎《白地草花絵扁壺》
1939年 京都国立近代美術館蔵

《射手用指輪》オスマン帝国
16-17世紀トプカプ宮殿博物館蔵

京都国立博物館

国宝 一遍聖絵と時宗の名宝

8/14（水）～ 9/16（月・祝）
ICOM京都大会開催記念特別企画

新収品展

京博寄託の名宝

― 美を守り、美を伝える ―

12

2020/

11/2（土）～ 12/15（日）

ドレス・コード？
―着る人たちのゲーム
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〈仮〉
1/7（火）～ 2/16（日）

円山応挙から近代京都画壇へ

ガブリエル・シャネル
1928年頃
©京都服飾文化研究財団蔵
畠山崇撮影

7/2（火）～ 8/4（日）

特集展示

11

8/9（金）～ 10/14（月・祝）

1960年代から今日まで

4/13（土）～ 6/9（日）
時宗二祖上人七百年御遠忌記念特別展

10

〈仮〉
3/6（金）～ 4/12（日）

ニーノ・カルーソ展（仮称）

チェコ・デザイン
100年の旅

円山応挙《松に孔雀図》 1795年 大乗寺蔵
ニーノ・カルーソ《陶彫》
1968年 京都国立近代美術館蔵

10/12（土）～ 11/24（日）

流転100年
佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美

特別展

流雲文方格神人霊獣画像鏡
京都国立博物館蔵

1/2（木）～ 2/2（日）
新春特集展示
ね

子づくし

― 干支を愛でる ―

1/2（木）～ 2/2（日）

特集展示 京都御所障壁画

1/2（木）～ 3/22（日）
特集展示

紫宸殿

パヴェル・ヤナーク《クリスタル型小物入れ》
1911年 チェコ国立プラハ工芸美術館蔵

2/15（土）～ 3/22（日）
特集展示

雛まつりと人形

神像と獅子・狛犬

7/2（火）～ 8/12（月・祝）
特集展示

赤ってじつはどんな色？
国宝

一遍聖絵 巻7（部分） 円伊筆

東京国立博物館蔵（4月13日〜 5月12日展示）

京都文化博物館

4/27（土）〜 6/9（日）

2/23（土）〜 4/14（日）

北野天満宮 信仰と名宝
― 天神さんの源流 ―

美を競う
肉筆浮世絵の世界

朱漆塗高杯
京都国立博物館蔵

国宝

7/2（火）～ 8/17（土）

風神雷神図屏風

俵屋宗達筆

京都・建仁寺蔵

重要文化財

佐竹本三十六歌仙絵

小大君

8/25（日）〜 9/29（日）
8/29（木）〜 9/29（日）
ICOM京都大会開催記念 東京富士美術館所蔵 ICOM京都大会開催記念

横山華山展

百花繚乱  ニッポン×ビジュツ展

京の歴史をつなぐ

大和文華館蔵

根付

蝋燭と鼠

京都国立博物館蔵

獅子・狛犬

享保雛（大内雛） 京都国立博物館蔵

京都国立博物館蔵

10/12（土）〜 1/13（月・祝）
みんなのミュシャ

1/25（土）〜 2/9（日）

Kyoto Art for
Tomorrow2020

ミュシャからマンガへ
― 線の魔術

京都府新鋭選抜展

3/24（火）〜 5/17（日）
京都文化力プロジェクト
関連事業

京都祇園祭

平安京羅城門復原模型

重要文化財 海北友松筆 雲竜図屏風（左隻）
桃山時代（17世紀）北野天満宮蔵

宮川長春「立ち美人」
（部分）
光ミュージアム蔵

横山華山 祇園祭礼図巻（部分）天保年間

個人像

葛飾北斎 冨嶽三十六景《神奈川沖浪裏》 東京富士美術館
©東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom

アルフォンス・ミュシャ《椿姫》
1896年カラーリトグラフ
ミュシャ財団蔵
©Mucha Trust 2019

アルフォンス・ミュシャ《ヒヤシンス姫》
1911年 カラーリトグラフ ミュシャ財団蔵
©Mucha Trust 2019

重要文化財
祇園会鶏鉾 飾毛綴
公益財団法人
鶏鉾保存会蔵

（京都市美術館）

京都市京セラ美術館

12/14（土）〜 1/11（土）

改組 新第6回日展京都展

【お知らせ】
京都市では、将来にわたり、市民に愛され世界に誇れる美術館

再整備後イメージ

会場：京都市美術館別館・みやこめっせ
日図デザイン博物館（みやこめっせ地下1階）

としていくため、京都市美術館再整備事業に取り組んでおり、
2019年度中に
「京都市京セラ美術館」
として生まれ変わります。
なお、再整備工事中も、京都市美術館別館は、各美術団体の
展覧会を中心に開催していますのでご来館ください。
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