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岡田美術館ぬりえコンテスト 

今年も特別展「東西の日本画」出品中の作品を中心に、子供向け・大人向けのぬりえをご用意し

ました。優秀作品には豪華賞品も！ 

～ 美術鑑賞＆朝ヨガ、そしてスイーツも！～ 

夏の箱根で思い出づくり！岡田美術館 

【子供用・大人用ぬりえ（イメージ）】 

①子供向けぬりえ 
（対象：小学生以下） 

②大人向けぬりえ 

⑤めいこいコラボぬりえ 左 菱田春草 右 横山大観 

岡田美術館（館長・小林忠）では、夏休み期間にあわせ、お子様から大人までご参加いただける

イベントを開催します。美術鑑賞をより一層楽しめる企画に、ぜひご注目ください。 

10月2日(土)にHP、Facebook、Twitterにて優秀作品を発表し、10月2日(土)～10月31日(日)の期間中、 

館内に掲示します。 

優秀作品をお寄せいただいた方には、美術館オリジナルグッズをプレゼント（10月中旬発送予定）。 

●募集期間：2021年7月22日(木・祝)～8月31日(火) 

●料   金：無料(要入館料) 

●応募方法：受付に提出、または郵送 ※9月6日(月)必着 

【めいこいコラボぬりえ（イメージ）】 

④上村松園「夕涼」 
（部分）昭和時代 
20世紀前半 

③大橋翠石「虎図屏風」（右隻部分）  

明治時代 19世紀末～20世紀初頭 

●モチーフになった主な作品 

今年は、人気メディアミックス作品「明治東亰恋伽（通称：めいこい）」と特別展

「東西の日本画」のコラボレーションを記念し、岡田美術館でしか手に入らな

い特製のぬりえも登場します。 

ぬりえに使われている「風神・雷神」のイメージは、当館の大壁画「風・刻」 

（福井江太郎作）をモチーフにしています。 
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今年で開催7年目となる夏の恒例企画。老若男女、初心者でも参加できるレッスン内容です。 

箱根の澄んだ朝の空気や風を感じながら、風神・雷神の大壁画からパワーをチャージし、気持ち

よく1日のスタートを切ることができます。 

●開 催 日：7月25日(日)、8月1日(日)・8日(日)・9日(月・祝)・14日(土)・15日(日)・22日(日)・29日

(日) 

      ※荒天時中止 

●場  所：大壁画「風・刻」前 

●時  間：受付／6:40～7:10 レッスン／7:15～8:15 

●料  金：中学生以上 2,000円 小学生以下 1,000円(税込) 

●定  員：各日18名 

●特  典：美術館招待券(同年9月26日まで有効) 

      ミネラルウォーター、ヨガマット無料貸出し 

●申込方法：事前申込制 ＊予約受付は6/1～ 

      電話にてお名前・ご参加人数・ご連絡先を 

      お知らせください。定員に達し次第、応募を 

      締め切らせていただきます。 

      電話：0460-87-3931 

8/9・8/22 講師：Ｍｉｙｕｋｉ 

7/25・8/14 講師：大沼 朊子 

8/8・8/29 講師：中村 香代子 

8/1・8/15 講師：石井 淳一 

岡田美術館ヨガ  大壁画「風・刻」の前で爽快朝ヨガ 

  

夏期限定 プレミアムチョコレートパフェ 
 
岡田美術館専属ショコラティエ監修のチョコレートパフェが今年

も登場！ 7月1日(木)～8月31日(火)の期間限定にてご提供いたし

ます。この時期にしか食べられない特製スイーツを、100％源泉か

け流しの足湯カフェでお楽しみください。 

⑦プレミアムチョコレートパフェ：800円(税込) 

足湯カフェ 美術館入館者は足湯入湯料無料  

（足湯のみの利用も可。入湯料500円税込）  

小田原市内を中心にヨガ講師として活動しな
がら、美術教師として7年間従事した経験を

活かし、子供達にアートの楽しさを伝えてい
る。 
 
・全米ヨガアライアンス（RYT200）修了 
・キッズヨガ、シニアヨガ、ヨガニードラ、 
  ムーンサイクルヨガ 各種TT修了 

 
 

自然との調和をモットーに、Yoga的ライフス

タイルを生きるメンズヨギー。海と山を愛す
るアウトドアマンでもある。1児の父。 
 
・全米ヨガアライアンス（RYT200）修了 
・陰ヨガ指導者養成講座修了 
・UTLシニアヨガ認定指導者 
・初級アスリートヨガ指導員 
 

湘南を中心にヨガ講師として活動している。 
 
・Philosophy of Five Elements Yoga®認定講
師 
・AJYA 全日本ヨガ協会 2級 
・Bliss baby yogaマタニティヨガ／産後ヨガ 
 

音や香りの持つ力に魅了され、独自のスタ
イルでヨガクラスを行い、ワークショップや
各種イベント、海外リトリートなどを主催。 
 
・ 
・ 
・ 

⑥岡田美術館ヨガ 

ヨガスタジオアルモニ 音ヨガ講師 
クリスタルボウル奏者 

シニアヨガ、フェイシャルヨガ、ヨガニードラ、
ムーンサイクルヨガ、チャクラヨガ、陰ヨガ等 
各種TT修了 
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【本件に関するお問い合わせ先】 

 岡田美術館 広報担当：山口・近森 TEL : 0460-87-3931 FAX : 0460-87-3934 E-mail : pr@okada-museum.com  

  

開化亭 

ミュージアムショップ 

大壁画 

 
岡田美術館は2013年10月、箱根・小涌谷に開館しました。全5階、展

示面積約5,000㎡という屋内展示面積としては箱根随一を誇る広大な

館内に、日本・東洋の陶磁器や絵画などの美術品を常時約450点展示

しています。現代日本画家・福井江太郎によって描かれた風神・雷

神の大壁画を眺めながら楽しめる100％源泉かけ流しの足湯カフェや、

季節によって表情を変える庭園を眺めながら食事ができる「開化

亭」など、その他付帯施設もお楽しみいただけます。 

 

【開催中の特別展】 

  東西の日本画 ― 大観・春草・松園など ― 

  4月3日(土)～ 9月26日(日) 開催 

本展は、明治から昭和にかけて東京と京都を中心に活躍した画家に焦点を当

て、当館が誇る日本画コレクション約50件を一挙公開するものです。横山大

観の大作「霊峰一文字」や、上村松園の代表作「汐くみ」、速水御舟による

水墨画の傑作「木蓮（春園麗華）」をはじめ、鏑木清方の美人画、村上華岳

の観音像など、珠玉の近代日本画が一堂に会します。加えて、満36歳という

若さで世を去った菱田春草の没後110年にちなみ、春草作品全7件も展示。繊

細さと清らかさに満ちた絵画世界をご覧いただけます。 

しゅんえんれいか 

れいほういちもんじ  

【岡田美術館について】 

琳派の祖ともいえる俵屋宗達の「風神雷神図屏風」をもとに、日本画家福井江太

郎が現代に甦らせました。構想も含め5年の歳月を掛けて制作された、縦12m、横

30mに及ぶ大壁画「風・刻（かぜ・とき）」が、皆様をお迎えします。 

 

昭和初期の日本家屋を改装した風流な飲食施設「開化亭」は、明治半ば、この地

にあった外国人向けホテルにちなんで名づけられました。趣ある古いガラス戸の

向こうには、2か所に滝が流れ落ち鯉が回遊する池と、季節によって表情を変え

る庭園の木立が広がっています。「名物豆アジ天うどん」をはじめ、各種ドリン

クなどをご用意しています。 

「美術館の感動を日常でも楽しめる」をコンセプトに、さまざまなオリジナルグッズをご用

意しています。中でも、専属ショコラティエが手掛けるアートなチョコレートは、美術館なら

ではのお土産としてご好評いただいています。「Okada Museum Chocolate 『福井江太郎 

風・刻』」は、見た目もさることながら、「クリームチーズ×バニラ×レモン」、「ライム×マ

ンゴー」など、チーズやフルーツを使ったフレーバー8粒が楽しめます。 

Okada Museum Chocolate『福井江太郎 風・刻』4,800円（税込）HSG©FUKUI 
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広報用画像をご使用の際は下記の点にご注意ください。 

＊写真データの使用は本イベントの紹介目的に限り、二次使用や改変（部分使用含む）は行わないでください。 

＊ご使用後 2週間以内に、弊館より貸与した写真データ（以下原データという）を記録した媒体は弊館に返却のうえ、保有する原データ 

（作業上発生したすべての原データの複製物及び複製データを含む）は消去してください。 

＊掲載の際は「画像写真の無断転載を禁じる」旨を表記してください。 

＊作品写真には「岡田美術館蔵」、作者名または産地、作品名、制作年ほか弊館の指定する項目を表記してください。 

スペースに限りがあり、すべての記載が難しい場合は別途ご相談ください。 

＊ご紹介いただく際は、本展の基本情報（日時・会場・電話番号・写真キャプションなど）の確認のため、校正を岡田美術館広報担当者 

までメールまたは FAXでお送りください。校正期間は中 3営業日を基本として返答させていただきますので、期間に余裕をもってご 

送付ください。大変恐縮ではございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

※下記素材以外の写真データが必要な場合は、別途お問い合わせ願います。 

 

プレスリリースをご参照の上、ご希望の写真 No.に✔印をお付けください。 

✔ No.  

 1 子供向けぬりえ（対象：小学生以下） 

 2 大人向けぬりえ 

 3 大橋翠石「虎図屏風」（右隻部分）明治時代 19世紀末～20世紀初頭 岡田美術館蔵 

 4 上村松園「夕涼」（部分）昭和時代 20世紀前半 岡田美術館蔵 

 5 めいこいコラボぬりえ 

 6 岡田美術館ヨガ 

 7 プレミアムチョコレートパフェ 

 

申し込みフォーム ＊お名刺の添付でも構いません 

貴社名 
 

媒体名 

ご担当者様名 
 

TEL 

部署名 
 

FAX 

E-mail 
 

ご住所 

〒     － 

 

 

 

放送・掲載内容 

 

 

 

放送・掲載予定日     年   月   日 
放映エリア／ 

発行部数 
 

画像データ 必要期限     年   月   日  

 

広報担当：山口・近森 E-mail : pr@okada-museum.com 

〒250-0406 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷 493-1 TEL : 0460-87-3931 

0460-87-3934  hE-mailh pr@okada-museum.com （岡田美術館 行） hFAXh 

【 写真データ借用申込書 】 
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