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【概   要】 

 

展覧会名 ＜震災復興祈念＞天心・波山記念事業 

          岡倉天心生誕 150 年・没後 100 年記念 

岡倉天心と文化財―まもり、つたえる、日本の美術 

 

会 期 平成 25 年 10 月 12 日［土］～11 月 24 日［日］  

 

休 館 日    月曜日（ただし 10 月 1４日[月・祝]・11 月 4 日[月・振]は開館、10 月 15 日[火]・

11 月 5 日[火]は休館） 

 

開館時間    午前９時 00 分～午後５時（入館は午後 4 時 30 分まで） 

 

会 場 茨城県天心記念五浦美術館 

〒319-1703 茨城県北茨城市大津町椿 2083 

TEL:0293-46-5311 FAX:0293-46-5711 

 

主 催 茨城県天心記念五浦美術館  

天心・波山記念事業実行委員会 

 

協   力    公益財団法人 美術院 

 

後 援 茨城新聞社 朝日新聞水戸総局 毎日新聞水戸支局 読売新聞水戸支局 

 産経新聞社水戸支局 東京新聞水戸支局 株式会社常陽新聞新社  

NHK 水戸放送局 北茨城市 

 

入 館 料 一般 600(500)円／高大生 400(300)円／小中生 200(150)円 

※（ ）内は、20 名以上の団体料金 

※満 70 歳以上の方及び身体障害者手帳、療育手帳等をご持参の方は無料 

※土曜日は高校生以下無料 

※11 月 13 日［水］は茨城県民の日のため無料 

 

【ご  案  内】 

 

 明治初年、政府は廃仏毀釈や文明開化の波によって荒廃していた寺院や古美術品の保護に動

き出しますが、文部官僚としてその実現に奔走したのが天心でした。天心は古社寺保存法（現在の

文化財保護法）の制定や帝国博物館（現在の東京国立博物館）の整備などその礎を築いていま

す。さらに天心は、明治 31 年創立の日本美術院に国宝彫刻修理の部門（天心没後「美術院」と改

称）を設置、損傷した文化財を数多く保護しました。 

 この展覧会では、日本美術院による修理第１号で、天心が古社寺保存会委員として国宝指定に

大きく関わった和歌山・熊野速玉大社の国宝「国常立命坐像」をはじめ、京都・平等院の「雲中供

養菩薩像」など明治 30 年代に修理された仏像・神像を展示いたします。また、美術院が修理に携

わった茨城県内の仏像を修理記録と共に展示し、天心の文化財保護の精神と仏像修理の歩みを

ご紹介します。貴重な文化財を護り伝えようと努力してきた多くの人々の思いを感じ取っていただけ

れば幸いです。【チラシ裏面掲載文 417 文字】 
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― ご利用ください  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

伝統美術を守り後世に伝えるため幅広い活動を展開した岡倉天心。明治 31 年に天心が創設した

日本美術院で当初から掲げられた国宝彫刻修理事業は、現在も公益財団法人美術院へと発展

的に受け継がれている。本展では天心の文化財保護活動を概観した上で美術院が修理した仏像

を修理記録と共に展示し、仏像修理の歩みを紹介する。【150 字】 

 

伝統美術を守り後世に伝えるため幅広い活動を行った天心。天心が創設した日本美術院で当初

から行われた国宝彫刻修理事業は現在も公益財団法人美術院へと発展的に受け継がれている。

天心の活動を示す資料や美術院が修理した仏像、修理記録などを展示紹介する。【120 字】 

 

伝統美術を守るため幅広い活動を行った天心。天心の活動を示す資料や天心創設の美術院が修

理した仏像、その修理記録などを紹介する。【62 字】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【 出 品 作 品 】   出品点数   彫刻、日本画・資料など 75 件 95 点 

 

【-震災復興祈念‐天心・波山記念事業関連イベント】 

 

         ■■■■記念記念記念記念シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム「「「「岡倉天心岡倉天心岡倉天心岡倉天心とととと文化財文化財文化財文化財」」」」        

日本彫刻史研究、文化財保護に長く携わってこられた 3 人の専門家をパネリストとしてお迎えし 

ます。 

天心の文化財保護に対する理想や彫刻の保存修理活動の現在について知るまたとない機会で 

す。 

［日   時］ 10 月 13 日［日］ 午後１時～３時 30 分 

[パネリスト] 西川杏太郎氏（公益財団法人美術院理事長）、金子啓明氏（興福寺国宝館館長）

根立研介氏（京都大学大学院教授） 

［場   所］ 当館講堂 

[主   催] 天心・波山記念事業実行委員会 茨城県天心記念五浦美術館 

［参 加 費］ 無料※要予約 

[定   員] 114 名(先着順) 

[申込み・問合せ]＝当館：電話 0293－46－5311 または館内総合受付 

 

■■■■ガイドツアーガイドツアーガイドツアーガイドツアー「「「「五浦史跡五浦史跡五浦史跡五浦史跡めぐりめぐりめぐりめぐり」」」」    

天心晩年の拠点であった五浦には天心ゆかりの史跡が点在しています。五浦ガイドグループの

案内で、日本美術院研究所跡地、六角堂などを徒歩で巡ります。 

［実 施 日］ 10 月 12 日［土］から 11 月 24 日［日］までの土・日・祝日 

[集合時間／場所] 各日とも午後 1 時 30 分／当館エントランスロビー 

                      内容＝Ａコース 美術館（館内見学は含まず）→天心遺跡記念公園→天心

墓地→旧天心邸・六角堂（約 60 分） 

                                  Ｂコース Ａコース＋五浦岬公園・映画「天心」ロケセット（約 90 分） 

［定   員］ 各日 20 名程度 

[主   催] 天心・波山記念事業実行委員会 茨城県天心記念五浦美術館 

[参 加 費] 無料※要施設入館料 

[協   力] 五浦ガイドグループ 

         [申込み・問合せ] 希望日の 2 週間前までに要予約 

当館：電話 0293－46－5311、Fax0293-46-5711 
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■■■■バスツアーバスツアーバスツアーバスツアー「「「「秘仏秘仏秘仏秘仏････雨引観音特別拝観雨引観音特別拝観雨引観音特別拝観雨引観音特別拝観とととと五浦美術館五浦美術館五浦美術館五浦美術館でででで国宝国宝国宝国宝････重文重文重文重文をををを鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞するするするする旅旅旅旅」」」」    

茨城県内に伝わる仏像の数々を、仏像の研究者、後藤道雄氏の解説付きで拝観します。 

[期  日] 11 月 16 日［土］ 

[講  師] 後藤道雄氏（茨城県文化財保護審議会委員） 

[定  員] 40 名 

[主  催] 天心・波山記念事業実行委員会 茨城県天心記念五浦美術館 

[申込み・問合せ]  詳しいことは【株式会社 朝日旅行】にお問い合わせください。 

電話 03－5777－6688 

 

■■■■大観月会大観月会大観月会大観月会    2013201320132013    

茶会、邦楽コンサート、天心関連の座談会など多彩なイベントを、天心記念五浦美術館、茨城大

学五浦美術文化研究所（旧天心邸）、五浦観光ホテルなどを会場に２日間にわたり行います。 

[期  日] 10 月 26 日［土］･27 日［日］ 

[主  催] 天心・波山記念事業実行委員会 茨城大学五浦美術文化研究所 茨城県天心記念

五浦美術館 五浦日本美術院岡倉天心偉績顕彰会 

[後  援] 北茨城市 公益財団法人日本ナショナルトラスト 

[問 合 せ] 当館：電話 0293－46－5311 

                 茨城大学五浦美術文化研究所：電話 0293ー46ー0766 

 

■■■■学芸員学芸員学芸員学芸員によるギャラリートークによるギャラリートークによるギャラリートークによるギャラリートーク    

担当学芸員が企画展の展示解説を行います。 

[日   時] 11 月２日［土］、11 月 17 日［日］ 各日午後１時３０分～（１時間程度） 

[集合場所] 企画展示室入口 ※企画展入館券をご用意ください。 

 

 

 

 

【 広報用図版 】 

 

 

国宝 国常立命坐像 平安時代 熊野

速玉大社蔵 

 

重文 薬師如来坐像 平安時代 

西光寺蔵（常陸太田市管理）  

※10 月 22 日より展示予定 
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県指定文化財 十二神将像 

南北朝時代 薬王院（水戸

市）蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

重文 聖徳太子立像 鎌倉時代 善重

寺（水戸市）蔵 

 

重文 大日如来坐像 平安時代 

（公財）佐野美術館蔵 

 

 

  

※図版使用に際しての注意 

・著作権の使用許諾の処理は当館が行います。 

・展覧会の紹介を目的とする内容にのみご使用ください。 

・図版への文字乗せ、トリミング（ただし背景部分はこの限りではありません）等の一切の加工はご遠慮ください。 

・図版使用の際は必ずキャプションを明記してください。 

・図版はデータで準備しております。広報担当野内までご連絡ください。 

 

 

【 連 絡 先 】 

 

茨城県天心記念五浦美術館 

〒319-1703 茨城県北茨城市大津町椿 2083 

TEL:0293-46-5311 FAX:0293-46-5711 

展覧会担当：稲葉 睦子（主任学芸員）／中田智則（主任学芸員） 

広報担当：野内 治 mail:kouho-tmi@tenshin.museum.ibk.ed.jp 

 

本リリースの記載内容は、当館ホームページ（http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/index.html）で随時ご紹介してまいります。 

また、リリースのダウンロードもできますのでご利用ください。 


