‐
と
れ務訂人間国宝」
14の 1重 要無形文化財保持団体 の作品を

一 堂 に展 示

!

6晰
える人々

J

③

(+)^-10n18H(H)
前期 :9月 12日 (土 )〜 9月 27日 (日 )後 期 :9月 29日 (火 )〜 10月 18日 (日 )
観覧料 :一 般800円 (700円

)、

シルバ ー700円 (600円

)、

高校生 300円 (200円 )、 四口置覇目田

※シルバーは65歳 以上 (昭 和25年 12月 31日 以前生まれ)の 方

※常設展もご覧 いただけます。

∴
東北歴史博物館 蜃雪
Ъ
悩屁鶴¨
宮城県多賀城市高崎 1‑22‑1[JR東 北本線国府多賀城駅 となり]

⑤
①三代徳田八十吉 燿彩鉢 連菱 平成5年 東京国立近代美術館
②森口華弘 友禅訪間着「精華」 平成元年 文化庁 (前 期
③鹿島一谷 朧銀柳汀文花器 昭和55年 文化庁
④室瀬和美 蒔絵螺錮八稜箱「彩光J 平成12年 文化庁
⑤秋山信子 「浜下りJ木 芯桐塑紙貼 平成 12年 文化庁 (後 期
※前期、
後期で展示替えがあります。

◎主催:文 化庁/宮 城県教育委員会/東 北歴史博物館 ◎共催:̀0い 可 新報社
Jヒ

◎後援 :多 賀城市/多 賀城市教育委員会/多 賀城市観光協会/多 賀城・七ヶ浜商工会

000仙 台放送局力鴨朦

JL放

送/次 仙o嫁 罐/(HB東 日和聰y="ギ 手レビ/朝 日新聞仙台総局/毎 日新聞仙台支局/読 売新聞東北総局
◎特別協力:東 京国立近代美術館

産経新聞社東北総局/宮 城ケーブルテレビ/エ フエム仙昌

)

)

「人間国宝」とよばれる重要無形文化財の保持者や保持団体の「わざ」と「美」をご覧いただきます。
金工、
染織、
漆芸、
木竹工、
人形、
手漉和紙、
載金、
陶芸、
撥銭など、
伝統的な工芸技術を高度に受け継
ぎつつ、さらに新たな技法や表現を追求し、
豊かな感性を注ぎ込んだ約190点 の逸品によつて、日本

重要無形文化財 と
それを支え る人 々

工芸の粋を味わうことができます。また、
それらの伝統工芸を支える道具や材料を製作・生産する選定
保存技術も紹介します。

○

①須 田賢司

楓造拭漆嵌装箱

湖上月夜

平成 13年 東京 国立近代 美術館 /② 江里佐代 子

幻想 J 平成 13年 文化庁 (前 期 )/0天 田昭次
庁 /0伊 勢型紙 技術保 存会
平成 8年 文化庁 /0三 輪壽雪

伊勢型紙 (突 彫
鬼萩害」
高台茶碗

載 金飾 菖「シルクロー ド

越後月岡天 田昭次作之/平 成八年仲春吉 日)平 成 8年 文化
変 り格子 に桜 )平 成 24年 文化 庁 /0山 本晃 切 嵌象嵌箱「自光 J

刀 (銘

平成 15年 文化庁

※前期 、後期 で展示替 えがあ ります。

C目 田
護目目D

「漆芸 に関する技術 と道具」
日時 :10月 17日 (土 )午 後 1:30〜

※いずれも申込み不要

伊勢型紙 (重 要無形文化財)
日日
寺:平 成 27年 9月 21日

講師 :室 瀬 和美氏
保持者)
(重 要無形文化財「蒔絵」
場所 :東 北歴史博物館 3階 講堂

(月・祝 )、

22日 (大・祝 )
10:00〜
12:00、
1:00〜
4:00(随 日
午前
午後
寺)

(土 )、

7日 (水 )、 10日

(土 )

講師 :伊 勢型紙技術保存会
場所 :東 北歴史博物館 研修室

場所 :博 物館展示 ロビー

定員 :各 20名 程度

日日
寺:平 成27年 9月

26日 (土 )、 27日 (日 )
午前 10:00〜 12:00、 午後 1:00〜 4:00(随 日
寺)

14日 (水 )、 17日 (土 )

実演:柿 右衛門製陶技術保存会

全日程とも午前11:00〜

場所:博 物館展示 ロビー

講師:当 館学芸員

● JR東 北本線 (仙 台駅から14分 )
「国府多賀城駅」隣 り
●」R仙 石線

七北 日川

TEL.022‐ 368‐

0106

http:〃 wwwithm.prefimiyagi.jp/

一
同一

移 賀城駅」下車 徒歩25分 または
タクシー約10分

ール thm‐ service@pref.miyagi.jp
お問い合わせ専用番号

琳

〒985‐ 0862 叫
鍔議成1誦壽出
奇1‐ 22‐ 1
丁EL 022‐ 368‐ 0101《 う FAX 022‐ 368‐ 0103《 う

◎ ワ ー ク シ ョップ の 申 込 み 方 法
ただくか、
下に記載の
東北歴史博物館総合案内に直接 お申し込みしヽ
電話、FAX又 はEメ ールでお申し込みください。
ます。
FAX・ Eメ ールでお申し込みの場合は,下 記事項をご記載願しヽ
なお、お申し込み時点で定員 に達 している場合 は当館よりご連絡を
差 し上げます。
1参 カロ希望日時 2氏 名 (フ リガナ)3年 齢 (学 校名・学年)
4住 所 5電 話・FAX番 号

脚赫

TOHOKU HISTO RY MUSEUM

締切/9月 17日 (木 )(た だし先着順)

チ

東北歴史博物館
Eメ

(月

実演 :伊 勢型紙技術保存会

にごしで

10月 3日

。
祝)、 22日 (火・祝)
午前の部/10:00〜 12:00、 午後の部/1:00〜 4:00(計 4回 )
日時 :平 成 27年 9月 21日

対象 :午 前の部/中 学生以上
午後の部/小 学校4年 生以上
※大人の方の参加歓迎 ※刃物を使うため、
小学生は保護者同伴

柿右衛門 (濁 手)(重 要無形文化財)
日時 :9月 16日 (水 )、 19日 (土 )、
23日 (水・祝)、 26日 (土 )、 30日 (水 )

「伊勢型紙 でミニ色紙をつくろうJ

● 仙台東部道路『 山台港 JЫ C」 から約 10分
● 仙台北部道路 麻」
府 しらかし台 IC」 から約15分
● 国道4号 線苦竹インターから国道45号 線 を
塩釜方向に3km(約 25分 )
● 仙台港フェリーターミナルから15分
● 無料駐車場 (191台 。大型バス10台 )

齢
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