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Kitakata city Museum of Art is located in the 
western part of Kitakata city. 
The museum, built of brick and having a classical 
taste, is situated near Culture Center Kitakata 
Plaza and Kitakata Kura-no-sato to form a cultural 
region of Kitakata city.
The museum is run with an aim at “being a 
unique museum in spite of its small size” .
 It has about 7 special exhibitions a year, showing 
works by local artists or those connected with 
Aizu region or Fukushima prefecture. 

GENERAL  INFORMATION

◇OPENING HOURS:
   10:00am~18:00pm
   Enter the gallery by 17:30pm.

◇CLOSED:
   Wednesdays and 12/29~1/3
  ※Expect when a national holiday falls on Wednesday.

◇ADMISSION:

Adults                                       
  Individual      Group

College & Junior College &
Vocational school & High school students 
Junior high school & primary school students            

    ※Admission is determined for each exhibition.

¥300          ¥250

¥200          ¥150
¥100          ¥  80

e-mail:bijyutsu@kcmofa.com

　煉瓦づくりのクラシックな風情の喜多方市美術館は、
喜多方市街地の西に位置し、喜多方プラザ文化センター、
押切川公園体育館、喜多方蔵の里など文化ゾーンの中に
あります。
　「小さくてもキラリと光る美術館」を目指して、ユニー
クな運営を心がけています。
　会津地方や福島県にゆかりある作家を中心に身近なと
ころで活動する作家も紹介しながら、年間 7 回程度の企
画展を中心に、美術展を開催しています。

ご 利 用 案 内
◇　開催時間　午前 10 時～午後 6 時
　　　　　　　（展示室への入場は 17 時 30 分まで）

◇　館内施設

◇　休  館  日　
　　毎週水曜日（ただし、水曜日が祝日の場合はその翌日）

　　年末、年始（12 月 29 日 ～ 1 月 3 日）

　　※展示替えの時、休館することがあります。　

◇　観  覧  料
　　　　　　　　  　  個人　 　  　団体（一人につき）

　　一　　　般　　  300 円　　 　　250 円
　　大・短・専・高　  　200 円　　 　　150 円
　　小・中学生　　  100 円　　 　　  80 円
　　※団体は 20 名以上です。展覧会によって異なる場合があります。

◇　交通　
　　・JR喜多方駅から　　約 1.5km 　徒歩 20分  タクシーで   5 分
　　・磐越自動車道会津若松 ICから　          約 19km  　車で 25分
　　・磐越自動車道会津坂下 ICから　          約 20km 　 車で 25分

◇　TRANSPORTATION :
from  Kitakata Station            walk    20min. taxi    5min.
from  Aizuwakamatsu I.C                             about  25min.
from  Aizubange I.C                                                25min. 

※冬季間（12 月～3 月）は、ご使用になれません。
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喜多方市美術館

Museum INFORMATION
2018-2019

喜多方市字押切 2-2　〒966-0094
Tel.0241-23-0404　Fax.0241-23-0406



喜多方市美術館年間カレンダー　Exhibition Calender

長田良夫展 矢口高雄原画展 喜多方美術倶楽部と大正浪漫展Ⅲ 館蔵展 高校生・あいづ美術展 2018 公募 : ふるさとの風景展 in 喜多方斎藤ナオ展

その他の事業 出前美術館 夏休み工作教室
2018.7.28（土）

風景を描く教室
2018.9.29（土）・30（日）・10.6（土）

絵手紙教室
2018.9.8（土）・9（日）

人物デッサン教室
2019.1.12（土）・13（日）・14（月・祝）

高校生・あいづ美術展
2019.1 .24（木） 2.11（月・祝）－

おもに市内の小中学生から一般
を対象に行います。
美術館までお問合せください。

事業の内容及び日程は都合により変更
となる場合があります。詳しくはお問
い合わせください。

夏休みの宿題はこれでOK！
小学生以上が対象です。

受け取った人が楽しくなる絵手
紙を制作します。
小学4年生以上。

構図、デッサン、彩色、そして
遠近法を学びます。
小学4年生以上。

構図、デッサン、そして遠近法
を学びます。小学4年生以上。

美術を愛好する会津地区の高校
生の日頃の研鑽の成果を紹介し
ます。

2018 4.21-5.27 2018 9.22-11.42018 7.21-9.22018 6.9-7.8

長田良夫展 矢口高雄原画展

2018 12.15-2019 1.14

館蔵展喜多方美術倶楽部と大正浪漫展Ⅲ
～結成から100年

2019 3.2-3.24
2018　公募：ふるさとの風景展

in喜多方

真柴毅　《絵画室のまどろみ》
2017 大賞作品  

　

作品搬入受付
2018 年 11月 2 6 日 ( 月 )

　　　　　　10：00～19：00
　　　　11月 2 7 日 ( 火 )　　
　　　　　　10：00～16：30

齋藤ナオ《epiphany “神さまからの伝言”》2017年

　
長田良夫《顔》2017年

齋藤ナオ展
蜘蛛の糸  ～夢掴りに行く日～

©矢口高雄《鮎群泳》

近藤浩一路《山都絵日記》（部分）1920年

　矢口高雄（1939－）は秋田県出身の漫画

家です。趣味である釣りの経験を基にした

『釣りキチ三平』(講談社)が1973年から週

刊少年マガジンで連載開始されると「釣り

ブーム」が巻き起こり、一躍人気作家とな

りました。1995年に出身地の秋田県増田町

(現横手市)に「増田まんが美術館」が開館

し、名誉館長に就任しています。デビュー

からの矢口高雄の画業を辿り、原画ならで

はの肉筆の迫力をご覧いただきます。 

　喜多方にはかつて「喜多方美術倶楽部」

という美術支援運動がありました。大正中

期から末期にかけて行われたその活動は、

地方における芸術の普及のため、会津に来

遊する芸術家をもてなし、画会や展覧会を

開き、将来的には倶楽部の財産を作って美

術館の建設を目指す、というものでした。

その結成から数えて100年の節目にあたる

今年、喜多方美術倶楽部の活動をあらため

て振り返る展覧会を開催します。

　当館は、開館当初より福島県内を拠点に

活動している作家、あるいは福島県に特別

な思い入れのある作家、そして喜多方を出

身地としている作家の作品を収集していま

す。本展覧会は、当館所蔵作品と合わせ

て、新たに収蔵した作品を紹介いたしま

す。作品を通じて、見る人と創る人がつな

がり、そこから作家の思いや作家を育んだ

風土・歴史などを感じることができる展覧

会です。

描く人それぞれの「ふるさとの風景」を

テーマとして全国公募し、入賞入選作

品を展示します。

猪巻明《群麗》1998年

　齋藤ナオ（1982－）は福島県郡山市出身

の作家です。2004年に東北芸術工科大学

芸術学部美術科洋画コースを卒業後、当館

が主催している「2007公募：ふるさとの

風景展 in 喜多方」で大賞を受賞しました。

郡山市を拠点として作品を精力的に制作

し、全国各地で個展やグループ展を中心に

活動しています。本展覧会では初期から新

作までの絵画を中心に、立体作品、スケッ

チなども紹介します。

　長田良夫（1932－）は東京都出身の美術

家です。東京・埼玉で活動してきました

が、1992年に新たな環境を求めて西白河

郡矢吹町に移住し、福島県内を中心に個展

やグループ展で作品を発表しています。作

品のモチーフは人の顔や猫、身近な風景で

す。絵画・版画・ガラス絵・オブジェなど

多彩な手法を用い、既成概念に囚われない

表現を追及しています。60年以上美術に

対し真摯に取り組み続けることで生まれた

作品を展示します。
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