
http://www.opam.jp/bivi

申込方法等の詳細はHPへ。
びび 友の会

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
大分県芸術文化友の会 びび
〒870-0029 大分市高砂町2-33　E-mail  bivi@opam.jp
tel.097-533-4025 / fax.097-533-4050

●問合せ・申込先

　世界的建築家・坂 茂氏による設計を印象づける美術館南側の外
壁。うっとりするような美しい意匠はもちろんのこと、大分県産のスギを
用いたり、開放的な空間を演出する大型ガラスを使用したり、その素材
にもこだわりが満載です。館内３階に上がればそのこだわりを間近で見
ることもできます。表紙を撮影したペデストリアンデッキは、実は隠れた
フォトスポット。OPAMの全貌をカメラに収めたい方にオススメです。

ペデストリアンデッキから見た大分県立美術館です。

◎入会は随時受け付けています。
◎メンバーズカードは、会費の納入を確認後、1～2
　週間後に郵送いたします。いったん納められた会
　費の払い戻しはいたしません。
◎特典内容はメンバーステージによって異なります。

※メンバー期間は入会日または更新日から1年経過した日の属する月の月末までです。

●メンバーステージと年会費

10,000円 2,500円 無　料5,000円

法人

50,000円（1口）

びびとは、大分県立美術館（OPAM）とiichiko総合文化センターを中心に、
大分県の芸術・文化を多くの皆さんに楽しんでもらうメンバーシップです。
最新情報が届くメールマガジンの配信のほか、有料会員になると様 な々特典が。
コンサートや展覧会などをお得に楽しめます。

特 典 が い っ ぱ い！

び び メン バ ー 大 募 集！

iichiko総合文化センターが主催、共催または指定す
る公演のチケットが一般発売前に10％割引等メンバ
ー価格で購入できます。KOTOBUKIメンバーはセン
ター主催公演（※）のチケットが15％割引となります。
※令和２年４月１日以降に発売日を設定した公演からとします。

特典1 
先行予約
ができる

特典2
チケット割引
がある

大分県立美術館（OPAM）主
催の企画展の無料鑑賞や内覧
会ご招待など。

特典3
無料鑑賞・割引

がある

法人               40時間（8,000円分）
KOTOBUKI    25時間（5,000円分）
TAKASAGO   10時間（2,000円分）
の駐車場券を進呈します。

特典4
駐車場券
進呈

「びびshop」で割引やプレゼントなど
の特別サービスが受けられます。
「OPAM Museum Shop」でも５％割引
（一部商品を除く）となります。

特典5
各種

サービス
がある

※枚数制限があります ※KOTOBUKI・TAKASAGO限定

●有料会員特典内容の一例

今回の表紙の写真は…

メンバーステージ／KOTOBUKI

♪♪ ♪♪
ビ ビっと 豊 か な ラ イ フ ス タ イ ル

♪♪♪

前身の「emo」から利用させてもらっています。当時は職場の仲間を誘って、仕事終わりに急いで
来て歌舞伎やコンサートを観たり…。OPAMがiichiko総合文化センターの隣にできたので、コ
ンサートの前に絵を観たりしています。駅から傘がなくても来られるのも、利用者のことを考えてく
れていて感謝ですね。OPAMは美術館なのに窓が大きく開き、飲食もでき、美術以外の体験もさ
せてくれ、自分の感性を高めてくれる場所です。会員特典であるメンバー内覧会は第一優先で参
加し、ここでキャッチした情報を、友達に広げています。「原田さんのおかげで良いものを鑑賞でき
た」と言ってもらえるのがうれしいですね。趣味の編み物や食事など日々の生活にも、ここで得たこ
とが生きていると思います。

―申し込み先―
☎097-533-4025
もしくはメール

bivi@opam.jpにて

このコーナーに
出てくださる
びびメンバーを
募集しています。

原田 博美さん （大分市在住）

▲「アート＆デザイ
ンの大茶会」ではマ
ルセル・ワンダース
さんに対面！ 彼が
デザインした口紅を
持っていたので感動
しました

▲

大阪万博の時に5
日間通って観た「太
陽の塔」が懐かしかっ
たです。記録に残って
いることが素晴らし
い「岡本太郎展」

粗品を差し上げます

♪♪♪♪♪
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大分県立美術館（OPAM）は皆さまに支えられ、2020年4月に開館5周年を迎えます。
開館から現在までに行われた展覧会やイベント等を振り返ります。

地域美術館体験講座

5,000点を超える当館収蔵品を紹介
するコレクション展を年に5～6回開
催。2年目からは、会期ごとにテーマを
設けて展示を構成しています。単に作
品を並べるだけではなく、どのような
ストーリーでどのように作品をみせる
のか、学芸員の腕の見せどころです。

大分県立美術館では、開館以来地域
に作品を展示し、実物ならではの美し
さを感じ取ってもらう機会を提供する
「地域美術館体験講座」を開催してき
ました。各地の施設や学校を会場と
し、中学生をはじめとする地域の子ど
もたちを対象とした「スクールミュー
ジアム」や、幼稚園児や保育園児、小
学生を中心に招待する「子ども美術
館」など、展覧会ごとに内容や対象を
変えながら実施してきました。これら
の展覧会は、地域の皆さまにも無料
で公開しています。

・コレクションにみる伝統と革新（2016年度Ⅱ期）
・フランス絵画とともに（2016年度Ⅲ期）
・響きあう色彩（2017年度Ⅰ期）
・和の心（2017年度Ⅵ期）
・くらべる美術（2018年度Ⅰ期）
・日常へのまなざし（2018年度Ⅴ期）
・OPAMアニマル★パラダイス（2019年度Ⅲ期）
・福田平八郎対宇治山哲平（2019年度Ⅳ期）

主なコレクション展のテーマ
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2016年／日田市
複合文化施設「ＡＯ
ＳＥ」開館記念、「宇
治山哲平」展（日田
市企画）×日田巡回
展（OPAM企画）に
日田市内の中学生
を招待しました。

2017年／「大分県
立美術館所蔵作
品×中津市所蔵
作品」。中津市所
蔵作品と合わせて
展示する作品展に
中津市内の全中
学校の1年生を招
待しました。

大分県立美術館 開館５周年記念イベント

4/24（金）10:30～15:00（予定）

▼大分県立美術館 1階 アトリウム
　※詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

4/25（土）
10：30～11：30
　●ふわもこ あんさんぶる
14：00～15：00
　●カラフル・インスタレーション
　 スパイラル・フォレスト

4/26（日）
10：30～11：30
　●ころころピンポン これでどうだ！
　 10,000個のメガ花火
14：00～15：00
　●超・ぼわんぼわん祭り　

▼大分県立美術館 1階 アトリウム
参加費：無料（申込不要）
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コレクション展教育普及 大分県立美術館 5周年の歩み

学校が美術館を訪れる「びじゅつかんの
旅」は、自分の眼で作品を視る美術体験
プログラムです。美術館スタッフと一緒に
美術館内をめぐるギャラリーツアーで、美
術の楽しさを五感で感じてもらっていま
す。「びじゅつかんの旅じたく」はその準
備。学校を訪ね、身体と感覚を活性化させ
るワークショップを行っています。

■びじゅつかんの旅・旅じたく

教育普及は、「びじゅつって、すげぇ！」を
合言葉に、自分の目でモノを視て楽しむ
ためのワークショップを行ってきました。
「朝のおとなの1010（てんてん）講座」「夜
のおとなの金曜講座」「みんなの土曜アト
リエ」「アトリエ・ミュージアム」「特別ワー
クショップ＆レクチャー」では、子どもから
大人まで、たくさんの人たちと一緒にワー
クショップやギャラリーツアーを楽しんで
います。

■美術館でのワークショップ

記念式典／ミニステージ／記念トークイベント

4/25（土）10:30～19:30、
4/26（日）10:30～15:30

▼大分県立美術館 西側広場
参加費：無料（申込不要、当日参加可）
※詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

カドウ建築の宴 in OPAM
「可動建築」を活用した空間実験。
フード系のお店やアーティストによる
ワークショップなども開催します。

教育普及ワークショップ

2017（平成29）年度

2018（平成30）年度

何必館コレクション 
北大路魯山人展 ―和の美を問う―

改組 新 第4回 日展 大分展
アート＆デザインの大茶会
マルセル・ワンダース、須藤玲子、ミヤケマイ

日本モダンの精華
京都国立近代美術館コレクション

おおいた美術散歩 OPAM＆豊の国

MEGASTAR（スーパープラネタリウム）

人間・髙山辰雄展 森羅万象への道

ジブリの大博覧会 ～ナウシカからマーニーまで～

素描の魅力 ―作家のアトリエから―

スタジオジブリの作品にか
かわるポスターや模型など
3,000点近くの資料を公
開。「天空の城ラピュタ」に登
場する巨大な飛行船の模型
などが注目を集めました。期
間中の来場者は194,564
人で、約半世紀ぶりに大分
県内の展覧会来場者数の
記録を塗り替えました。

20世紀の総合芸術家 イサム・ノグチ 
―彫刻から身体・庭へ―

20世紀を代表する総合芸
術家イサム・ノグチ。石やブ
ロンズの彫刻をはじめ、舞台
や家具、照明器具「あかり」
のデザイン、陶芸、さらには
ランド・スケープのデザイン
まで、その幅広い活動を多
方面から紹介しました。

「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭」特別企画

「海と宙の未来」展
そら

歌心と絵ごころの交わり
二豊路 漂泊の画人 佐藤 溪 と 
俳人 種田山頭火

国宝、日本の美をめぐる 東京国立博物館名品展
10/６（土）から11/25（日）
まで開かれた「第33回国民
文化祭・おおいた2018」、
「第18回全国障害者芸術・
文化祭おおいた大会」。期間
中、美術館では、東京国立
博物館所蔵の国宝から最
新の科学技術まで幅広い
テーマの展覧会を開催。多
くの来場者が訪れました。

・皇太子同妃両殿下（当時）ご来館（H30.10.6）
「第33回国民文化祭・おおいた２０１８」、「第18
回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」開会
式に合わせご来県の両殿下がご来館。「おおい
た美術散歩」等を観覧されました。

日本中が熱狂したラグビー
ワールドカップ。大分でも
５試合が行われました。
美術館では、出場国である
ウェールズとの交流展示の
ほか、浮世絵や刀剣といっ
た伝統美や現代のアニメま
で幅広く日本文化を紹介。
外国人の来場者も多く見ら
れました。

教育委員会と連携し、「国民文化祭、全国障害者
芸術・文化祭」特別企画の特別観覧（高校生特
別観覧、学校団体観覧）を受け入れ、学校ごとに
ガイドの説明付で各展覧会を見学。110校
13,333名の利用がありました。

国立科学博物館・コラボミュージアムin大分
「とりになったきょうりゅうのはなし」
―OPAMに恐竜がやってきた！―

国立科学博物館との共催
により恐竜の骨格標本な
どを展示。国民文化祭期間
中にJAXA（宇宙航空研究
開発機構）、JAMSTEC（海
洋研究開発機構）の協力で
開催した「海と宙（そら）の
未来」展に続く自然科学系
の展覧会。

・来館者200万人達成（H30.10.14）

・教育委員会連携 特別企画 高校生特別観覧

竹工芸名品展
ニューヨークのアビー・コレクション
―メトロポリタン美術館所蔵

日本の美意識 ―刀剣と金工―
大分×ウェールズ友好交流 
The Art of Wales展

岡本太郎展
ヨーロッパの宝石箱 
リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展

名探偵コナン科学捜査展 
～真実への推理（アブダクション）～

現代アートの宝箱OPAM利岡コレクション

ムーミン展 THE ART AND THE STORY

黄金とミイラが伝える 古代アンデス文明展

ラグビーワールドカップ関連事業

江戸浮世絵の黄金時代 The Ukiyo-e
歌川派 ―豊春から国芳、広重まで 

2019（令和元）年度

・竣工記念「OPAM誕生祭」（H26.11.23）
  記念式典、記念展示、館内一般公開等

・天皇・皇后両陛下（当時）ご来館（H27.10.3）
「太陽の家」創立50周年記念式典御臨席と地方事
情ご視察のためご来県。美術館ではコレクション展
を鑑賞されました。

・県内の全小学生招待
 （小学生ファーストミュージアム体験事業）
開館記念事業として、県内の全小学生約６万人の見
学を受け入れました。

開館記念展vol.1 
モダン百花繚乱「大分世界美術館」
―大分が世界に出会う、世界が大分に驚く
「傑作名品200選」

記念すべき開館第１弾の展
覧会は、「出会いのミュージ
アム」にふさわしく、古今東
西の名作・名品と大分の文
化を象徴する作品の〝出会
い〟をテーマに、国内外の美
術館や個人コレクションから
厳選された約200点を集め
た“モダン百花繚乱「大分世
界美術館」”を開催しました。

進撃の巨人展 WALL OITA
「描（か）く！」マンガ展 
～名作を生む画技に迫る―描線・コマ・キャラ～

身も心も！現代アートに恋い焦がれて
―利岡コレクション＋大分アジア彫刻展

開館記念展vol.2 「神々の黄昏」
―東西のヴィーナス出会う世紀末、心の風景、西東

OPAM×能勢伊勢雄 
シアター・イン・ミュージアム
未完の表現の系譜とは何か？
ライブ、写真、映像、前衛芸術の出会い

コレクションに見る 日展に集う作家たち
生への言祝ぎ ―インスタレーション、
十二の柱＋出会いのパフォーマンス―

日本の精神文化の源泉とも
いえる宇佐・国東地域の仏
教美術とクリムト《ヌーダ・
ヴェリタス》など欧米の名
だたる美術作品を並べ、
「聖なるもの」へのまなざし
を軸に古今東西の異文化
の出会いを演出しました。

2014（平成26）年度

2015（平成27）年度

2016（平成28）年度

大分県立美術館（OPAM）開館

開館前日に記念式典とレセプションを開催し、多く
のゲストから祝福を受けました。開館当日はオープ
ニングセレモニーに続き、記念お茶会や国際シンポ
ジウムを開催。30日にはNHK「日曜美術館」とコラ
ボレートしたトークショーも行われました。

（H27.4.24）

START

・来館者100万人達成（H29.1.26）

東西風景版画の出会い
ターナーから浮世絵、近代版画までの珠玉

モダニズムを代表する建築
家リートフェルト、「ミッ
フィー」の生みの親として知
られるブルーナ、オランダ
の玩具メーカー「ADO」を
取り上げ、現代人の思想や
生活スタイルに大きな影響
を与え続けるオランダのモ
ダン・デザインの真髄に迫
りました。

オランダのモダン・デザイン
リートフェルト／ブルーナ／ADO
遊ぶデザイン＆暮らしのアート

片岡辰市コレクションの精華
―竹田と松園、日本美術の雅び―


