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特別展「アール・ヌーヴォーの装飾磁器」及び
日本遺産認定記念展「白輝き青深まる

長崎のやきもの～三川内焼と波佐見焼～」

プレス内覧・開会式のご案内
長崎歴史文化博物館では、2016年10月29日（土）～12月4日（日）まで「特別展 アール・ヌーヴォー
の装飾磁器」及び日本遺産認定記念展「白輝き青深まる 長崎のやきもの」を開催いたします。
つきましては、報道関係者向けの内覧会と開会式を開催いたしますので、ぜひご取材・情報掲載
のほど宜しくお願いいたします。

プレス内覧 （２展覧会 合同開催）
■開 催 日 ： 2016年10月28日（金）
■時
間 ： １３:００～
■集合場所： ３階企画展示室前

開会式 （２展覧会 合同開催）
■開 催 日： ２０１６年１０月２８日（金）
■時
間： 受 付 14：30～
開会式 １５：００～
■会
場： 1階ホール

特別展 【アール・ヌーヴォーの装飾磁器】 開催概要
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2016年10月29日（土）～12月4日（日）※休館日なし
３階企画展示室
10:00～18:00 （最終入館17:30）
大人1,300円（1,000円） 高大生800円（600円） ※中学生以下無料
＊（ ）内は前売及び15名以上の団体、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳持参者の料金
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長崎歴史文化博物館 KTNテレビ長崎
長崎県、長崎県教育委員会、長崎市、長崎市教育委員会、長崎県立長崎図書館、長崎市立図書館、長崎
新聞社、西日本新聞社、朝日新聞社、日本経済新聞社長崎支局、毎日新聞社、読売新聞西部本社、共同
通信社長崎支局、ＮＨＫ長崎放送局、長崎ケーブルメディア、エフエム長崎、長崎商工会議所、長崎県タク
シー協会、長崎県観光連盟、長崎国際観光コンベンション協会

ながさき地域シリーズ 日本遺産認定記念展

【白輝き青深まる 長崎のやきもの】 開催概要
～三川内焼と波佐見焼～
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2016年10月29日（土）～12月4日（日）※休館日なし
３階企画展示室
10:00～18:00 （最終入館17:30）
無料 ＊「アール・ヌーヴォーの装飾磁器」観覧料は別途必要です
長崎県、長崎歴史文化博物館
佐世保市教育委員会、波佐見町教育委員会
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「アール・ヌーヴォーの装飾磁器」 展示概要
アール・ヌーヴォーは、欧米で19世紀末から20世紀初頭にかけて全盛を極めた工芸や建築、グラフィック・アートなどの多岐
にわたる装飾様式で、流れるような曲線によって構成されていることを特徴とします。
こうした流行は、同時代における陶磁器のデザインにも顕著であり、美しく優雅な作品や東洋陶磁に倣った作品が次々と誕
生していきます。これは、透明釉の下に多色の模様を施すような釉下彩をはじめとする新しい技術や技法の開発があって、初
めて可能になったものといえます。
本展は、アール・ヌーヴォー様式によるヨーロッパ名窯の作品の数々を、国内において総合的に紹介する初の展覧会です。
1889年と1900年のパリ万国博覧会を軸に、釉下彩を伴ったセーヴルやロイヤル・コペンハーゲン、マイセンなどの作品を中心
としながら、上絵付や結晶釉などの加飾による作品をまじえ幅広く展示します。
さらに日本との結びつきを示す作品、および関連するリトグラフや素描、書籍を併せた約200点によって多彩な様相を紹介し
ていきます。

KPMベルリン《上絵金彩エジプト女性センター
ピース》 岐阜県現代陶芸美術館蔵

マイセン
《釉下彩植物文デジュネ「サクソニア」》
ロムドシン蔵

ローゼンブルフ
《上絵花図ティーポット》
岐阜県現代陶芸美術館蔵

ロイヤル・コペンハーゲン
《釉下彩眠り猫》
塩川コレクション

関連講演会・イベント情報
長崎学講座スタンダード

オープニングギャラリートーク
本展覧会企画者による展示解説を行います。
日 時： 2016年10月29日（土）14:00～
場 所： 3階企画展示室
講 師： 岐阜県現代陶芸美術館 学芸員
※参加無料ですが、展覧会観覧券が必要です。

テーマ： 洗練の装飾様式～三川内焼にみるアール・ヌーヴォー
日 時： 2016年11月20日（日）14:00～15:30
会 場： １階ホール
講 師： 松下久子（長崎県文化振興課係長［学芸員］）
定 員： 140名
※聴講無料・先着順・事前申込み不要

展覧会開催記念講演会

ギャラリートーク

テーマ： アール・ヌーヴォーと日本の陶磁
日 時： 2016年11月23日（水祝）14:00～
会 場： １階ホール
講 師： 鈴田由紀夫氏（佐賀県立九州陶磁文化館 館長）
定 員： 140名
※聴講無料・先着順・事前申込み不要

当館研究員による展示解説を行います。
日 時： 会期中の土日祝日
14:30～ （講演会開催時は中止）
場 所： ３階企画展示室
※参加無料ですが、展覧会観覧券
が必要です。

通常の前売券のほかに、展覧会図録とミュージアムレストラン銀嶺のケーキセットやランチがついたオトクなセット券
を発売します。（有効期間：2016年10月29日～12月4日）
展覧会観覧料（1,300円）と図録（2,300円）にミュージアムレストラン銀嶺のケーキ
セットが付いたプランです。
料 金： 3,500円 【総額4,350円が3,500円】
取扱窓口： 長崎歴史文化博物館チケットカウンターのみ
※大人のみ。子ども料金の設定はありません。
※一般プレイガイドでの発売はありません。

展覧会観覧料（1,300円）にミュージアムレストラン銀嶺のランチ（900円）とコーヒー（200
円）が付いたプランです。
料 金： 2,000円【総額2,4000円が2,000円】
取扱窓口： セブンチケット（セブン-イレブン各店）のみ
※大人のみ。子ども料金の設定はありません。
※セブンチケット以外のプレイガイド・長崎歴史文化博物館での取扱いなし

２

ミュージアムコンサート
～アール・ヌーヴォーの時代～
日 時： 2016年11月3日（木祝）15:30～
場 所： １階エントランス
出 演： 長崎県新演奏家協会
ソプラノ／植村 菜奈・浦田 暢子・
加藤 初実
テノール／森山 達郎
ピアノ／朝重 幸子（賛助出演）
※観覧無料

アール・ヌーヴォー風 磁器の色さしに挑戦！
展覧会を鑑賞後、プロの絵付師による下絵に好きな色を塗って、オリジナルの小皿
を作ります。
日 時： 2016年11月26日（土）、11月27日（日）
［1］10:00～11:30［2］13:00～14:30
場 所： ３階企画展示室、３階ロビー
定 員： 各回10名
参加費： 1,300円
講 師： 廣田友理（陶彩 花と風 絵付師）
※参加ご希望の方は、別途観覧券を
お求めください
※電話かFAXで要事前申込み。先着順

おいしい紅茶のいただき方
当館研究員の解説で展覧会を鑑賞後、紅茶の歴史やティーカップのデザイン
の変遷についてお話しを聞きながらアフタヌーンティーをいただきます。
日 時： 2016年11月5日（土）、19日（土）14:30～16:30
場 所： ３階企画展示室、レストラン銀嶺
定 員： 各日10名
参加費： 3,000円（長崎産和紅茶のお土産付き）
講 師： 山口美穂子（ストロベリーファーム ティーアドバイザー）
※参加ご希望の方は、別途観覧券をお求めください。
※電話かFAXで要事前申込み。先着順

ながさき地域シリーズ 日本遺産認定記念展
「白輝き青深まる 長崎のやきもの～三川内焼と波佐見焼」 展示概要
「アール・ヌーヴォーの装飾磁器」と合わせて開催する小企画展です。
長崎・佐賀を中心とする肥前窯業圏は、平成28年に日本遺産「日本磁器のふるさと肥前―百花繚乱のやきもの散歩」として
文化庁から認定を受けました。これを記念し、長崎県で産出されてきた磁器である三川内焼・波佐見焼をご紹介します。
三川内焼は平戸藩の御用窯として高品質のものを多く制作しました。特に、卵の殻のように光にかざすと透けて見えるほど
薄い「卵殻手」のコーヒーカップは、幕末の頃からオランダ人に人気があり、 輸出の対象となっていました。
一方、波佐見では１６８０年代から大村藩の
管理下において「くらわんか手」と呼ばれる
日用品の碗や皿を国内向けに大量生産しま
した。 １８世紀後半代に発展した流通網に
乗って各地に広がり、「くらわんか手」の使用
は全国に定着しました。
本展では佐世保市教育委員会と波佐見町
教育委員会のご協力を得て、三川内焼
約15点、波佐見焼約10点を展示・紹介します。
白磁太鼓形鶏紐付香炉
染付藤の花文沈香壺
いずれも佐世保市教育委員会蔵

染付菊草花文皿
染付松文広東碗
いずれも波佐見町教育委員会蔵

関連イベント情報
記念講演会
テーマ：
日 時：
会 場：
講 師：

三川内焼、波佐見焼の特徴について
2016年11月27日（日）13:30～
１階ホール
溝上隼弘氏（佐世保市教育委員会社会教育課）
中野雄二氏（波佐見町教育委員会学芸員）
定 員： 140名
※聴講無料・先着順・事前申込み不要

〒850-0007 長崎市立山1-１-1
TEL：095-818-8366 FAX：095-818-8407
担当 教育普及グループ 広報担当 大石美・前田

☆れきぶんメールマガジン 登録無料！ 最新情報をお届けします。
詳しくは右のQRコード または http://www.rekimaga.info/ まで！
３

