〒899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場6340-220

〒899-4318 鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1番1号
Tel.0995-48-5701 Fax.0995-48-5704

Tel. 0995-74-5945 Fax.0995-74-2545
URL:www.open-air-museum.org

●休園日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
（240）円／高大生200
（160）円／小中生150
（120）円／幼児無料
●入園料：一般310
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発 見

楽 し み

工 房

8/25
［日］14：00〜16：00

《雲谷/長崎》2019年 鉄（長崎県美術館での展示風景）
撮影：山本糾 Courtesy of ANOMALY

関連イベント
７/26
［金］14：00〜
オープニングセレモニー
アーティストトーク
オープニングセレモニーに20組
40名様をご招待！
（先着順）
８/10
［土］11：00〜15：30
作家による鉄のワークショップ

７/27
［土］、
８/11［日］
各日14：00〜
作家による
デモンストレーション

第55回企画展

河口コレクション〜古代編〜

新発見！かごしまの遺跡２０１９
〜発掘調査速報展〜
7/20
［土］〜11/ 10
［日］
場所／展示館企画展示室
入場料／展示館利用料金
平成30年度に発掘調査や整理
作業、報告書刊行を行った遺跡
の中から、石垣や導水路が見つ
かった幕末・明治維新期国内最
大規模である
「滝ノ上火薬製造所跡（写真上）」
や九州初出土である
「鎌倉時代の炭化し
が発見された安良
たご飯塊（写真左）」
遺跡など、特に注目される遺跡を中
心に、最新でホットな発掘調査の成
果を展示します。併せて、今回、国の重
要文化財や県指定文化財に指定された遺跡の出土品や鹿児
島県初認定となった日本遺産についても紹介します。

一日縄文人体験 第３回

縄文人の狩猟道具 弓矢 を作ろう
8/10
［土］ 10：00〜12：00
場所／体験学習館

参加料／500円

第5５回
縄文人になりきり
た い 人 必 見！狩 猟
アイテム「弓矢」作
りを、夏 休 み 特 別
版で体験しよう！

小学生参加者募集中！
（7/23まで）

８/４
［日］
・18［日］、9/8［日］
・15
［日］各日14：00〜
学芸員によるギャラリートーク

※イベントについて詳しくはホームページ等をご覧ください。

※当日の他、電話・ＦＡＸによる事前の申込もできます。
その際は、代表者のお名前と参加人数をお知らせください。

コルクシートを切り抜
いて作った型に、溶か
したピューター（金属）
を流し込んで、オリジ
ナルのキーホルダー
を作ります。

R ep ort

●講師／窪信一朗
（鹿屋工業高校教諭）
●定員／20名
（年齢制限はなく、

どなたでも気軽に参加できます。）

●参加料／入園料の他に200円

企画展講演会

8/24
［土］、9/ 28
［土］ 10：00〜11：30
場所／展示館多目的ルーム 資料代／100円
●講師／県立埋蔵文化財センター及び

（公財）埋蔵文化財調査センター

新刊本の発行・販売：
青木野枝「流れのなかに ひかりのかたまり」左右社

2019年6月22日の発見楽しみ工房の様子

お得な♪

河口コレクション紹介コーナー

長年、鹿児島県の考古学界を
リードしてきた、故・河口貞徳
氏（ 元 鹿 児 島 県 考 古 学 会 会
長）が調査した遺跡の考古資
料等を紹介するコーナー。

第 209 回

オリジナル
キーホルダーを作ろう

※各イベントについてのお申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。

場所／展示館常設展示室
入場料／展示館利用料金

青木 野枝（あおき のえ）

9：00〜17：00
（入園は16：30まで、7/27〜8/31の土日祝は19：00まで）
一般800（600）円／高大生600（400）円／小中生400（300）円
（ ）
内は前売り又は20人以上の団体料金
鹿児島県文化振興財団／南日本新聞社／ＫＴＳ鹿児島テレビ
湧水町／霧島山麓湧水町観光協会／第一交通産業株式会社
ANOMALY
トヨタカローラ鹿児島株式会社

）内は20人以上の団体料金

開催中〜9/ 20［金］

青木野枝は鉄を円や細片に溶断し、
それらを場に合わせて溶接
し作品に仕上げる彫刻家です。鉄をまるで重力から開放させたよ
うな軽やかで有機的に拡張させた作品は、
自然や生命の循環を連
想させ、鉄片に囲まれた空間を作品の一部のように感じさせます。
本展は鉄による新作を中心に構成され、霧島の自然を象徴する
「霧」
と
「山」
をテーマに展示空間すべてが連鎖した状態を作り、
日
常とは異なった世界を味わうものとなります。民俗学や文化人類
学に関心を持ち、実際に見て感じることを大切にしてきた青木が
希求する
「普遍の美」
の世界を体感してください。

開園時間

E-mail:uenohara@jomon-no-mori.jp

●休園日：月曜日（祝日の場合は翌平日）●入園料：一般310
（240）円／高大生210
（160円）／小中生150円
（120円）／幼児無料
※（

青木野枝「霧と山」展

1958年東京生まれ。彫刻家。武蔵
野美術大学大学院造形研究科（彫刻
コース）修了。
第50回芸術選奨文部大臣
新人賞（2000）、第55回毎日芸術賞
（2014）、
第40回中原悌二郎賞（2017）。
撮影：砺波周平 Courtesy of ANOMALY
主な展 覧 会に「 瀬 戸内国 際 芸 術 祭 」
（2010 豊島）、
「ふりそそぐものたち」
（2012 豊田市美術館、名古屋市美術館）、
「ロジ
カルエモーション―日本現代美術展」
（2014 スイス、
ポーランド、
ドイツ）、
「越後妻
有アートトリエンナーレ2012、2015、2018」
（新潟県越後妻有）、
「ふりそそぐ
ものたち」
（2019 長崎県美術館）
ほか多数。本館コレクション作家。

URL:https://www.jomon-no-mori.jp

@open̲air̲museum
鹿児島県霧島アートの森

E-mail：info@open-air-museum.org

●定員／各回80人程度
（要事前申込み）

※講演会終了後、希望者を対象に企画展示室で講師による
ギャラリートークを行います。
（別途展示館利用料金が必要）

●定員／小学生以上30人程度
（要事前申込み）

どんぐりイベント

一日縄文人体験 第4回

縄文村の十五夜まつり

縄文料理を作ろう

9/14
［土］ 16：00〜18：30

9/21
［土］ 10：00〜13：00

場所／体験広場

場所／体験学習館

食事代等／400円
（一人）

参加料／500円

餅つきや網引き
をして 、十 五 夜
まつりを楽しみ
ませんか？

連穴土坑？集石？っ
てなんだろう？縄文
時代を生きた人々
の「食」について、
食べて学ぼう！

「染色技法を用いたバッグの制作」

染色の技法を用いてトートバッグを作りま
した。鮮やかな色に染められた世界で一つ
だけのバッグができました。

かごしまミューズ・クラブのご案内
チケットの
割 引

入園料金・
利用料金の割引

カフェの
利用割引

自主事業公演のチケット
を一般発売に先駆けて予
約受付します。

自主事業公演ごとに４枚
まで１０％割引にてお求
めになれます。
（割引対象
外の公演もあります。）

会員及び同伴者４名様まで上野
原縄文の森の利用料金、霧島ア
ートの森の常設展・企画展の入
園料の２割相当額を割引します。

宝山ホールと霧島アート
の森内にあるカフェでの
飲食代が１０％割引にて
利用できます。

●イベント・公演情報をいち早くお届けします。 ●各施設の特典を共通して受けられます。

●定員／50人程度
（要事前申込み）

●定員／小学生以上30人程度
（要事前申込み）

＜入会方法＞

Kagoshima muse club

チケットの
先行予約

４施設にあります入会申込書に必要事項をご記入の上、
「かごしまミューズ・
クラブ事務局」
まで郵送してください。宝山ホール・みやまコンセール窓口で
もお手続きいただけます。

年会費

＊登録月から１年間有効

●個人会員

2,000円

1,500円

●団体会員
（20名以上・1名につき）

＊団体でのお申し込みは事前にお問合せください。
お問合せ

職員

かごしまミューズ・クラブ事務局（みやまコンセール内）
〒899‐6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3311‐29

TEL

0995‐78‐8000

