
幅10ｍを超える大画面に
描かれた巨大な龍は圧巻！
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宝玉や金細工を贅沢にあしらった
王朝時代の冠は日本初公開。

阮朝・19世紀
ベトナム国立歴史博物館蔵

蘆蟹蒔絵印籠
江戸時代・19世紀

あし かに  まき   え   いん ろう

火焔型土器
か　えん

縄文時代 （道尻手 [どうじって]遺跡出土）
 新潟県・津南町教育委員会蔵

緑釉唐花唐草文五耳壺
17世紀中頃 肥前 武雄

りょくゆう  から はな  から くさ  もん   ご     じ    こ

象嵌鶴文水指
17世紀中頃～後半
肥前 武雄

ぞう  がん つる もん  みず  さし

よく ぜん　かん

翼善冠

日越外交関係樹立40周年記念
福岡県・ハノイ市友好提携5周年記念
九州ベトナム友好協会設立5周年記念［ ］ボストン美術館

日本美術の至宝

２０１3年 

【開催中】 3月17日（日）まで
3階特別展示室

一　般：1,500円（1,300円）高大生：1,000円（800円）
小中生：600円（400円） ※（　）内は前売りおよび20名以上の団体料金です。
※上記料金で九州国立博物館「文化交流展」もご覧いただけます。

観
覧
料

9：30～17：00（入館は16：30まで） 
※閉館時間は変更されることがあります

開館時間

3月  4月 展示・イベントのご案内

ボストン美術館史上最大規模となる本展覧会では、かつて
海を渡った“まぼろしの国宝”が一堂に里帰り。近年注目を
集めている曾我蕭白の名作や、至宝中の至宝、「吉備大臣入
唐絵巻」と「平治物語絵巻」など見どころ満載です。

一　般：420円（210円）
大学生：130円（70円）

※（　）内は20名以上の団体料金です。※高校生以下、18歳未満及び満70歳以上の方は文化交流展無料。※3月17日（日）までは
特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」、4月16日（火）～6月9日（日）は特別展「大ベトナム展」の半券でもご覧いただけます。観覧料

文化交流展

特別展
大ベトナム展

4月16日（火）～6月9日（日）
3階特別展示室

一　般：1,300円（1,100円）高大生：1,000円（800円）
小中生：600円（400円） ※（　）内は前売りおよび20名以上の団体料金です。
※上記料金で九州国立博物館「文化交流展」もご覧いただけます。

観
覧
料

日本とベトナムの外交関係樹立40周年を記念した、日本で
初めての本格的なベトナム展。ベトナム近海に
眠る沈没船から引き揚げられ
た遺物など、約250点の名品を
展示します。「みる」「かう」「た
べる」と、ベトナムの魅力を五
感で楽しめる催しも盛りだく
さんです。

特別展

休館日
ただし、4月29日（月・祝）は開館
月曜日 ※祝日・振替休日の場合は翌日

Photograph ○C 2012-2013 Museum of Fine Arts, Boston.

新し
い「知

」を見つけに行こう

※イベント及び展示の内容は都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。3月・4月のイベントは裏面へ続きます

いん  ろう

江戸の粋、印籠
フィンランド・クレスコレクション 

【開催中】 3月10日（日）まで
4階関連第９室

文化
交流展
トピック展示

精巧で美しい印籠は、日本の美を象徴する芸術
作品。世界的に有名なクレスコレクションから、
選りすぐりの124点を日本初公開します。

江戸のモダニズム古武雄
～まぼろしの九州のやきもの～

3月19日（火）～5月26日（日）
4階関連第９室・10室

文化
交流展
トピック展示

江戸時代の日用品のやきものとされてきた「古武雄」。しか
し近年、東南アジアへも輸出されていたことがわかり、そ
の重要性が再認識されています。本展では65点の優品を
ご紹介。モダンで大胆な文様をもつ古武雄の魅力を再発
見しませんか？

〈クレスコレクション〉

雪と火炎土器
【開催中】 3月17日（日）まで
4階基本展示室 関連第3室

文化
交流展
トピック展示

歴史の教科書でもおなじみの火炎土器が登場しま
す。精密な複製品や実物資料に触れて学べる楽しい
企画もあります。ご家族そろってお出かけください。

こ  だけ お



「雪と火炎土器」トピック展示関連イベント

「江戸のモダニズム 古武雄」トピック展示関連イベント
写真展

茶道体験ワークショップ

イベント

「大ベトナム展」特別展関連イベント

イベントスケジュール

九州国立博物館 050-5542-8600 NTT ハロー
ダイヤル http://www.kyuhaku.jp

お問い
合わせ

〒818-0118福岡県太宰府市石坂４－７－２
左のQRコードから
駐車場（有料）の空
き情報を随時ご覧
いただけます。

お問い合わせ／九州国立博物館展示課☎（092）929-3297

【開催場所】文化交流展示室 関連第3室

展示室内で、ホンモノの火炎土器の破片を
手に取ることができます。5000年前の縄
文人がつくった土器の重さや肌触り、造形
をぜひその手に感じてみてください。

『ホンモノの火炎土器に
  触れてみよう』

3月3日（日）・10日（日）・17日（日）
14:00～16:00

無 料

※参加は無料
ですが、文化
交流展の観覧
料が必要とな
ります。

ハンズオン体験
特別講演会❶

【開催場所】エントランス

今回は「わがまちゆかりの人物」と題し、筑紫地区（四市一町）に
ゆかりのある歴史上・伝説上の人物や偉人にスポットをあて、これ
らと関連する文化財について紹介します。

ちくし再発見～わがまちゆかりの人物～
3月12日（火）～24日（日）

筑紫地区文化財写真展

お問い合わせ／九州国立博物館展示課☎（092）929-3297

【開催場所】ミュージアムホール

「古武雄」を間近で見てきた人間国宝の中島宏氏、早くから「古武雄
の美」に注目し、展覧会などで紹介してきた西田宏子氏が、当館館長
の三輪とともに古武雄の美と魅力について語ります。
講師：西田宏子（根津美術館副館長兼学芸部長）
　　 中島宏（重要無形文化財保持者〔人間国宝〕）
　　 三輪嘉六（当館館長）

古武雄の美と魅力について
4月20日（土） 14:00～15:30

特別講演会

お問い合わせ／西日本新聞イベントサービス内「大ベトナム展」係
☎（092）711-5491（平日10：00～18：00）

【開催場所】ミュージアムホール

(a) 講師：桃木至朗氏（大阪大学教授）(b) 講師：古田元夫氏（東京大学教授）
【申込方法】 郵送・FAX・E-mail のいずれかで受け付けます。
郵便番号、住所、氏名、年齢、連絡先電話番号、ご希望の参加人数、希望する
講演会番号❶を明記のうえ、下記までお申し込みください。
〒810-0001
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞イベントサービス内「大ベトナム展」係
FAX：(092)731-5210　　vietnam@nishinippon-event.co.jp
＊複数名申し込みの場合はそれぞれの氏名を明記してください。＊応募
多数の場合は、抽選となります。＊ご応募の際にいただいた個人情報は、
本イベントの連絡のみに使用させていただきます。

「日越関係が示す新しい世界史像（仮題）」(a)
「近現代の日越関係史と今後の展望」(b)

4月21日（日） 13:00～15:30(12：00開場)

無 料当日受付
（先着順）

※定員300名

お問い合わせ／九州国立博物館（NTTハローダイヤル）☎（050）5542-8600

無 料

【開催場所】茶室（宝満亭）

【料金】1名500円

茶道初心者（高校生以上）を対象に茶道
体験を行います。作法の練習、お茶の
お点前（てまえ）を楽しみながら茶道に
親しみます。

第21回 はじめての茶道体験

3月24日（日） ①10：00～11：00 ②13：00～14：00

お問い合わせ／九州国立博物館交流課☎（092）929-3602

【開催場所】ミュージアムホール

実際にガムランの演奏を体験する
ことで、楽器の造形の美しさ、その
響きの豊かさを五感で受け取り、
合奏の楽しさを味わってください。

第6回 ガムランワークショップ
～ジャワのガムラン演奏を体験～ 

3月23日（土） 13：30～15：30

お問い合わせ／九州国立博物館交流課☎（092）929-3294

無 料要申込
（先着順）

※定員28名
※対象：小学生以上
（大人も可）

【開催場所】展示：エントランス
　　　　　表彰式･発表会：ミュージアムホール

まちづくりをテーマにした写真・絵・まちづくり団体活動紹介などの
展示を行います。また、3月2日には景観文化展の表彰式(13:00～
13:55）、小中学生やまちづくり団体のまちづくり活動発表（10:00
～10:25、13:55～15:15）が行われる予定です。

第7回 福岡県景観大会

2月26日（火）～3月2日（土）

【開催場所】ミュージアムホール

江戸時代初期から北部九州博多に伝わる郷土芸能「博多にわか」を
公演します。「一口にわか」「段ものにわか」「子供にわか」など多彩な
「博多にわか」の世界をお楽しみください。

博多にわか
笑演会 in 九州国立博物館

3月31日（日） 13：00～15：00

お問い合わせ／福岡県景観大会開催事務局（男女・子育て環境改善研究所内）
☎（092）718-8010（平日9:00～18:00）

お問い合わせ／博多仁和加振興会事務局☎（092）713-5660（事務局 志岐）

無 料

茶道初心者を対象に、九博茶室で開催するイベント

※定員各回10名程度

要申込
（先着順） 有 料

無 料申込不要

家族みんなで
参加しよう!

4月   3月   

無 料

※定員280名
※応募締切
　4/11（木）必着

要申込
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