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宝石彫刻の２０００年　アレキサンダー大王からナポレオン３世まで

カメオ展
会期：０８年９月６日（土）～１０月２６日（日）
会場：マルチホール、アートホール
主催：（財）彫刻の森美術館、産経新聞社
後援：サンケイスポーツ、夕刊フジ、フジサンケイビジネスアイ、
　　　iza !、SANKEI  EXPRESS、サンケイリビング新聞社
企画協力：アートプランニングレイ
特別協力：アルビオン　アート
オフィシャルサイト；http/ /www.sanke i . jp /event/cameo

アルビオンアート・コレクション
Albion  Ar t  Co l lec t ion

カメオ（浮彫り）、インタリオ（沈み彫り）は、古代ギリシャ、ローマ

時代から存在する彫刻技法です。栄枯盛衰を繰り返す歴史の中で、

常に最高位の宝飾芸術作品として存在し、時の権力者が自らの権

力や栄光を表現するものとして用いられてきました。ローマ時代

の初代皇帝アウグストゥス、ロレンツォ・デ・メディチ、ロシア女

帝エカテリーナ２世、フランス皇帝ナポレオン１世といった歴史

上の名だたる人物が絶大な権力と莫大な財産をかけて収集した第

１級の芸術作品です。

本展では、カメオに魅せられたこれらの人物にまつわる作品をは

じめ、ウィーン美術史美術館やノーサンバーランド公爵コレク

ションといった優れた個人コレクションより出品される珠玉の作

品を展示するとともに、その時代背景、作品のたどってきた数奇な

運命にも迫り、歴史的・芸術的・精神的側面から宝石彫刻の世界

を紹介します。約３８０点の展示作品の中には、今回、日本初公開

となる作品が数多く含まれます。人類が生み出した２０００年に

わたる美の世界をお楽しみください。

個人蔵（協力：アルビオンアート・ジュ
エリー・インスティテュート）
Private  Co l lec t ion ,Courtesy  o f  
A lb ion  Ar t  Jewel le ry  Ins t i tute
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ベルナール・カトラン回顧展
会期：０８年１１月１日（土）～１１月３０日（日）
会場：アートホール
主催：彫刻の森美術館、産経新聞社
後援：フランス大使館（日仏交流１５０周年事業）、フジサンケイグループ
協賛：全日空、大正製薬株式会社
協力：財団法人清春白樺美術館、吉井画廊パリ・東京

画家ベルナール・カトランが２００４年４月にこの世を去って以来、

その作品は今なお多くの人々の心を惹き付けて止みません。生前カト

ランは夫人を伴い、日本、メキシコ、ペルー、アメリカ、ヴェニスなど世

界各国を旅しました。行く先々で見るもの全てに興味を示し、貪欲なま

での吸収力によって、様々な風景、人物、静物を描きました。厚く塗られ

た画面は重さを全く感じさせず、むしろ洗練された空間を生み出して

るのは、画家の強い精神性と繊細な感性によるものといえるでしょう。

また、力強さと柔らかさが混在する単純なフォルムは、カトランがいか

に巧みにマチエールを操り、色彩を効果的に用いたかを示しています。

画家の追求した簡素な構図と華麗な色彩による作品は、時代を超え常

に斬新な感覚を見る物に与えてくれます。

２００５年に吉井画廊で開催された追悼展に

続き、本展では遺族やコレクターの方々の協

力によって、初期の作品から晩年に至るまで約

４０点の油彩及びタピスリーなどを紹介しま

す。是非この機会に、私たちの心の中に永遠に

生き続けるカトラン芸術の真髄を感じて頂け

れば幸いです。

黄色いテーブルとマリーゴールドとジニアス

中国花瓶にいけたあじさいの花束

青と黒の静物
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Cafe & Shop

扇子ギャラリー
期間：０８年７月２６日（土）～１０月５日（日）
場所：ギャラリーカフェ

創業１７１３年、２９０年の歴史を持つ京都の扇子専門

店「山二（やまに）」は、伝統美と品格に遊び心をプラ

スして、扇子の魅力を紹介しています。～さわやかに、

すずやかに、凛として、ひんやりと心地いい風を運ぶ山

二の扇子～そんな「老舗の新感覚扇子」の中から５０種

類の扇子を紹介。また、彫刻の森美術館オリジナルや

０８年新デザインの扇子も販売予定です。扇子は涼を呼

ぶだけでなく、粋な雰囲気を演出できる大人の小道具。

時代に合ったエコなアイテム “扇子” に注目！

寛永５年、初代幕府銘茶監査役、大佐和角左衛門から続

く、東京湯島の大佐和老舗が選定した伝統の茶葉を使用

したスイーツ２種と日本茶のセット。漆の箱に紅葉の柄

の蒔絵をほどこしたお皿を使い、秋の雰囲気を演出。店

内からは敷地に広がる紅葉と彫刻作品が望めます。由緒

ある日本茶と季節により様々な表情をみせる作品群、彫

刻の森美術館ならではの紅葉狩りをお楽しみください。

ミネラルが豊富で汚染物質をまったく含まない、伊豆修

善寺の地下６００ｍの良質な地下水を使用。美しさと機

能性を追い求めた独特のフォルムは、ニューヨークの

MoMA を始めとする世界有数の美術館に作品が永久コ

レクションされているカリム・ラシッド氏が、２年の歳

月をかけてデザインしたもの。中身と外見、その両方を

満たした「fine」を片手に、光に包まれた作品を鑑賞し

てみてはいかがでしょうか？

オリジナル扇子： 箱根柄 ２７３０円
 サンショウバラ ２７３０円
オリジナル団扇： 箱根柄 １２６０円

ギャラリーカフェ
○大佐和角左衛門お茶尽くし　お茶壺道中

○新しいスタイルのミネラルウォーター「fine」（フィネ）好評発売中！

茶匠：大佐和角左衛門お茶尽くし　お茶壷道中　１１００円
宇治の抹茶で大納言と求肥を優しく包んだ大福仕立てのロールケーキ。
煎じ茶とチーズのムースに紅葉のチョコレートが舞う。
数量限定メニューとなります。１日２０名様

Cafe & Shop



04THE HAKONE OPEN-AIR MUSEUM

PRESS RELEASE

EVENT INFORMATION

2008
AUTUMN

http://www.hakone-oam.or.jp

THE HAKONE OPEN-AIR MUSEUM

PRESS RELEASE

Information

彫刻の森美術館

1969年、自然と芸術の調和をめざし、

フジサンケイグループによって創設さ

れた国内初の野外美術館です。7万㎡

の広大な敷地内は季節や天候により

様々な姿を見せ、ロダン、ムーア、ミロ

など近現代を代表する国内外の巨匠の

作品120点余りを散策気分で観賞でき

ます。300点余りの多彩なコレクショ

ンを順次公開しているピカソ館など

5つの室内展示場もあります。また、子

供たちが造形を体全体で体験できる作

品や敷地内から涌き出る源泉を20m掛

け流しにした足湯では、温泉に浸かり

ながら芸術鑑賞できます。

・ＪＲ小田原駅 ̶ 小田急箱根湯本駅 ̶ 箱根登山鉄道「彫刻の森」駅下車、徒歩2分

・ＪＲ小田原駅 ̶ 小田急箱根湯本駅 ̶ 箱根登山バス「強羅入口」下車、徒歩5分

・東名厚木ＩＣ － 小田原厚木道路 ̶ 箱根湯本 ̶ 国道１号線強羅入口で右折、約55 分

・東名御殿場ＩＣ － 国道138 号線 ̶ 宮ノ下 ̶ 国道１号線強羅入口で右折、約40 分

毎週土曜日はファミリー優待日。保護者１名様につき中学生・小学生５名様まで無料。

◉  電車・バスをご利用の場合

◉  お車をご利用の場合

◎ 開館時間　9：00～17：00（入館は閉館30分前まで）/年中無休

◎ 入館料

◎ アクセス

（財）彫刻の森美術館

〒250-0493　神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1121

Tel: 0460-82-1161/ Fax: 0460-82-1169

担 当　

福 間 : fukuma@hakone-oam.or.jp

辻 井 : tsujii@hakone-oam.or.jp

大人

シニア（65 歳以上）

大学生・高校生

中学生・小学生

１６００円

１１００円

１１００円

　８００円

１０００円

　７００円

　７００円

　５００円

１４００円

１０００円

１０００円

　７００円

団 体
（20名以上）

個 人

Restaurant

ベラフォレスタ
カニフェアー開催

箱根の大自然に囲まれたベラフォレスタは、

ナチュラルでヘルシーな旬の食材を好きなだけ

楽しめるブッフェレストランです。こだわりの

食材を使った和、洋、中３５種類のメニューの

他、今秋は限定でカニ料理６品を追加。ソフト

ドリンク１０種類も飲み放題！開放的な窓から

は四季折々の自然を満喫でき、旅の思い出をいっ

そう印象的なものにしてくれるでしょう。

期間： １０月１日（水）～１１月３０日（日）
料金： 大人 １９８０円
 小学生 １０５０円
 幼児（４歳以上） ８４０円
 シニア １２６０円
 団体大人（２０名以上） １６８０円

障害者手帳をお持ちの方


