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岡田美術館ぬりえコンテスト
開催中の特別展「花鳥風月 名画で見る日本の四季」で展示している作品を中心に、今年も子供向

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！

～ ぬりえ＆ヨガ、足湯カフェ夏期限定メニューも！～

夏の箱根で思い出づくり！岡田美術館

【子供向け・大人向けぬりえ（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

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。美術館ならではの夏休み企画に、ぜひご注目ください。

10月1日(土)にHP、Facebook、Twitterにて優秀作品を発表し、10月1日(土)～10月31日(月)の期間中、

館内に掲示します。

受賞者には、2023年カレンダーやペア招待券など豪華賞品をプレゼント（10月中旬発送予定）。

●募集期間：2022年7月20日(水)～8月31日(水)

●料 金：無料(要入館料)

●応募方法：受付に提出、または郵送 ※9月5日(月)必着

●モチーフになった作品

④伊藤若冲「雪中雄鶏図」
江戸時代中期 18世紀後半

③「紅葉に鹿図屏風」
江戸時代後期
18～19世紀
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今年で開催8年目となる恒例企画です。今年は初めて、ご要望の多かった夕方の時間帯でも開催。

澄んだ空気の中で、風神・雷神の大壁画からパワーをチャージする、癒しの時間を過ごせます。

＜朝の回＞

●開 催 日：2022年7月31日(日)、8月7日(日)・14日(日)・21日(日)・28日(日)

●時 間：受付／6:40～7:10 レッスン／7:15～8:15

＜夕方の回＞

●開 催 日：2022年8月11日(木・祝)・13日(土)

●時 間：受付／16:40～17:10 レッスン／17:15～18:15

●場 所：大壁画「風・刻」前

●料 金：中学生以上 2,000円 小学生以下 1,000円(税込)

●定 員：各日15名

●特 典：美術館招待券(同年12月18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 TEL：0460-87-3931 ※荒天時中止

岡田美術館ヨガ

8/14 講師：吉川 里奈

厚木市のヨガスタジオ「アルモニ」、
「AYJヨガスクール」オーナー。誰もがヨ
ガに親しめる環境づくりをモットーに活
動をしている。
・大学講師歴（健康系授業担当）17年
・日本予防医学療術協会認定ヨガインス

トラクター
・乳がんリハビリヨガ指導養成講座修了

8/7・8/13 講師：石井 淳一

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

7/31・8/28 講師：中村 香代子

ヨガで身体、心が整い日常がより豊がであ
るよう、湘南を中心にヨガの素晴らしさを
伝えている。2児の母。自然と触れ合い、
日々を楽しみながら暮らしている。
・Philosophy of Five Elements Yoga®︎

認定講師
・子宮インナービューティヨガ講師
・日本ヨーガ瞑想協会 マインドフルネス

瞑想講座修了

⑤岡田美術館ヨガ

8/11・8/21 講師：Ｍｉｙｕｋｉ
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う。海外リトリート
など多数のイベントを主催。
・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 他各種
TT修了

足湯カフェ 夏期限定新メニュー！

⑥カフェオレゼリーパフェ：800円(税込)

足湯カフェ 美術館入館者は足湯入湯料無料

※足湯のみ利用の場合は入湯料500円（税込）

新作スイーツ「カフェオレゼリーパフェ」が登場！

挽きたてのコーヒーを使用したコーヒーゼリーと、神奈川県産の

牛乳で作ったミルクゼリーの2種類の自家製ゼリーを重ね、さっぱ

り味のソフトクリームとチョコシロップをトッピングしました。

カフェオレのような風味が楽しめる特製パフェです。7月23日(土)

～8月31日(水)の期間限定でご提供いたします。



岡田美術館 ニュースレター
OKADA MUSEUM OF ART NEWS LETTER

【開催中の特別展】 花鳥風月名画で見る日本の四季

まもなく後期展示スタート！
後期：秋冬編 ―光琳・歌麿・春草など― 2022年7月16日（土）～12月18日（日）

2022年3月から開催している「花鳥風月 名画で見る日本の四季」は、前期：春夏

編、後期：秋冬編に分け、約100件の美術品を通して、季節の移ろいがどのよう

に表現されてきたかをご紹介する展覧会です。

7月16日（土）からは、後期：秋冬編がスタートします。秋のコーナーには、白菊

や鮮やかな紅葉を絵画や陶器に表した尾形光琳・乾山兄弟の作品や、京都・修

学院の完成当初の姿を留めた貴重な屏風などが並びます。冬のコーナーでは、

尾形光琳「雪松群禽図屏風」や、葛飾北斎が88歳で描いた「雪中鴉図」を展示しま

す。2階展示室では、喜多川歌麿「深川の雪」を、およそ2年ぶりに期間限定で特

別展示いたします。

秋には紅葉に山々が彩られ、冬には雪景色が広がる自然豊かな箱根の地で、先

人達が表した「花鳥風月」の世界をご覧いただけます。

⑫喜多川歌麿「深川の雪」江戸時代
享和2～文化3年（1802～06）頃

2012年に再発見された「深川の雪」（当館蔵）は、「品川の月」（フリーア美術

館蔵）、「吉原の花」（ワズワース・アセーニアム美術館蔵）とともに、歌麿

「雪月花」三部作と呼ばれる肉筆画の傑作です。本展会期中のうち7/16～

10/3に「深川の雪」を特別公開。併せて「品川の月」、「吉原の花」の高精細複

製画を展示します。縦2m、横3.5mにも及ぶ「深川の雪」をはじめとした三部

作の大画面の名画をご堪能いただけます。

（10/4～12/18は、「深川の雪」は高精細複製画を展示します）

⑪葛飾北斎「雪中鴉図」
江戸時代 弘化4年（1847）

⑦尾形乾山「色絵竜田川文透彫反鉢」
江戸時代中期 18世紀 重要文化財

⑨「修学院図屏風」江戸時代前期 17世紀

がく いん

喜多川歌麿「深川の雪」特別展示：7月16日（土）～ 10月3日（月）

⑩尾形光琳「雪松群禽図屏風」
江戸時代前期 18世紀初頭

⑧尾形光琳「菊図屏風」江戸時代前期 18世紀初頭

元禄文化を代表する光琳の華やかな菊図
手元で楽しむ秋
紅葉の名所・竜田川

後水尾天皇の夢の離宮

デザイン性と写実性の融合

北斎88歳の傑作

しゅ
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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：近森・髙橋・山本 TEL：0460-87-3931 FAX：0460-87-3934 E-mail：pr@okada-museum.com

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・福井江太郎氏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。

【岡田美術館について】

【次回展予告】

開館10周年記念展 第1部 「若冲と一村 ―時を超えてつながる―」

2022年12月25日（日）～ 2023年6月4日（日） ※会期は変更になる場合があります

【開催要項】

展覧会名 花鳥風月 名画で見る日本の四季

会期 前期：春夏編 －若冲・御舟・一村など― 2022年3月6日（日）～7月10日（日）

後期：秋冬編 －光琳・歌麿・春草など― 2022年7月16日（土）～12月18日（日）

休館日 7月11日（月）～15日（金）

入館料 一般・大学生 2,800円（2,550円） 小中高生 1,800円（1,550円）

※（ ）内は前売り料金。前売券（JTBレジャーチケット、チケットぴあ）は、主要コンビニエンス

ストア並びにチケットぴあにて販売。

※前期の入館券のご提示で、後期の入館料が割引になります。

一般・大学生 2,800円 → 2,000円

小中高生 1,800円 → 1,300円

※すべて税込

● 華道家・久保島 一智氏 いけばなライブ

日 時：2022年11月5日（土） 13:00～15:00

・ 小林忠館長のスライドトーク「日本の花鳥画と生け花」

・ 久保島一智氏のいけばなライブ

文化振興プログラム

華道家・久保島一智氏をお招きし、花鳥風月をテーマとしたいけばなをその場で生けていただきます。

く ぼ しま かずのり

「花鳥風月 名画で見る日本の四季」は、文化庁が統括する日本博参画プロジェクト認証を受けています。

日本博URL：https://japanculturalexpo.bunka.go.jp/

久保島 一智氏

1983年生まれ。草月流いけばな師
範。2014年より、毎週岡田美術館
エントランスのいけばなを担当。
海を愛する新進気鋭の華道家。

「日本博」とは

総合テーマ「日本人と自然」のもとに、縄文時代から現代まで続く「日本

の美」を国内外へ発信し、次世代に伝えることで、さらなる未来の創生

を目指すプロジェクトです。

参加費無料（要入館料）／定員あり／事前申込制 TEL：0460-87-3931

mailto:pr@okada-museum.com
https://japanculturalexpo.bunka.go.jp/


 

 

 

  

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展覧会の紹介目的に限り、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、当館より貸与した写真データ（以下原データという）を記録した媒体は当館に返却のうえ、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。 

＊web 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、作品名、制作年ほか当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. 掲載時のキャプション 

 1 子供向けぬりえ 

 2 大人向けぬりえ 

 3 「紅葉に鹿図屏風」（部分）江戸時代後期 18～19 世紀  岡田美術館蔵 

 4 伊藤若冲「雪中雄鶏図」（部分）江戸時代中期 18 世紀後半 岡田美術館蔵 

 5 岡田美術館ヨガ 

 6 カフェオレゼリーパフェ 

 7 尾形乾山「色絵竜田川文透彫反鉢」江戸時代中期 18 世紀 重要文化財 岡田美術館蔵 ［通期］ 

 8 尾形光琳「菊図屏風」（部分）江戸時代前期 18 世紀初頭 岡田美術館蔵 ［後期］ 

 9 「修学院図屛風」（部分）江戸時代前期 17 世紀 岡田美術館蔵 ［後期］ 

 10 尾形光琳「雪松群禽図屏風」（部分）江戸時代前期 18 世紀初頭 岡田美術館蔵 ［後期］ 

 11 葛飾北斎「雪中鴉図」（部分）江戸時代 弘化 4 年（1847） 岡田美術館蔵 ［後期］ 

 12 
喜多川歌麿「深川の雪」（部分）江戸時代 享和 2～文化 3年（1802～06）頃 岡田美術館蔵 

（展示期間：7/16～10/3）                    ※展示風景の写真も貸し出し可能です 

 

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  

 
★プレゼント用招待券をご希望の方は、別途広報担当にご相談ください 

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 】 

広報担当：近森・髙橋・山本 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 

mailto:pr@okada-museum.com
mailto:pr@okada-museum.com
TEL:0460-87-3931

	【岡田美術館プレスリリース】夏の箱根で思い出づくり！_cecurity_220615
	写真データ借用申込書FAX_夏イベント

