北海道立釧路芸術館 ｢安野モヨコ展 ANNORMAL｣ 関連事業
展覧会をより深く楽しむためのイベントを多数開催!!! ご参加をお待ちしております。

アフターヌーンティー＆トーク【抽選･要申込】
ギャラリー・ツアーの後、
高層階から釧路の街並み
を望みながら、おしゃれ
なアフターヌーンティー
を楽しみます。
画像はイメージです。当日のメニューとは
異なる場合があります。

[日時] 7月22日㊍㊗ 14:00～ (約2時間)
[会場] 展示室､ ANAクラウンプラザホテル釧路
カフェバー「ビギンズ」
[定員] 20名
[参加料] 飲食代2,000円+団体観覧料+WS保険料
[応募締切] 7月13日㊋ 17:00

きれいになろう アロマヨガ【抽選･要申込】
美容エッセイ『美人画報』もヒットした安野モヨコ。
ギャラリー･ツアーの後、アロマヨガを楽しみます。
[講師] 天野美保氏 (ヨガインストラクター)
[日時] 7月30日㊎ 18:00～ (約1時間40分)
[会場] 展示室､ アートホール
[定員] 10名
[応募締切] 7月20日㊋ 17:00
[参加料] 教材費600円+団体観覧料+WS保険料
[持ち物] 長めのタオル
またはスポーツタオル
1枚。動きやすい服装で
お越しください。

朗読会【整理券配布】

マスクで美人☆メイク講座【抽選･要申込】
ギャラリー･ツアーの後、マスクをしたままできる、
眉・目のメイク方法を学んで、漫画のような目力を
目指しましょう。
[講師] 資生堂北日本支社旭川･釧路支店
[日時] 8月1日㊐ 10:30～ (約1時間45分)
[会場] 展示室､ アートホール
[定員] 15名
[参加料] 教材費1,100円+団体観覧料+WS保険料
[応募締切] 7月23日㊎
17:00
[持ち物] 普段お使いの
アイメイク道具。会場
でも用意します。
写真は、他会場における
過去の実施例です
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浴衣で鑑賞！安野モヨコ展【抽選･要申込】

写真は仙台文学館で開催された
｢安野モヨコ展 ANNORMAL｣
のようすです

着物の愛好家としても知られ
る安野モヨコ。講師の指導の
もと浴衣を着た後､ ギャラ
リー･ツアーを行います。
[講師] きもの着付け はまな
す会
[日時] 8月6日㊎ 18:00～
(約1時間30分)
[会場] 展示室､ アートホール
[定員] 15名
[参加料]団体観覧料+WS保険
料

[応募締切] 7月28日㊌ 17:00

[持ち物] 浴衣､ 半幅帯､ 肌着(着物用) ､ 腰ひも2～3本､
伊達締め1本､ 下駄か草履､ 帯板(あれば)

安野モヨコが編纂し､ 装画も手掛
けた小説選集『女心についての十
篇 耳瓔珞』(2017年､ 中公文庫)､
『背徳についての七篇 黒い炎』
(2018年、同) に収められている
短編小説を朗読します。
[朗読] 釧路リーディングサークル
VEGA
[朗読作品] 岡本かの子｢快走｣､
幸田文｢紫と白」
[日時] 8月7日㊏､ 21日㊏
各日14:00～ (約30分)
[会場] 展示室 要観覧券
[定員] 20名
[参加料] 観覧料のみ
★両日とも朗読作品は同じです。
当日13:00より当館受付で整理券を
配布します。

■抽選申込先 抽選の事業は以下の連絡先に、①参加
したい事業名(複数申込可)､ ②氏名 (ふりがな)､ ③連
絡先､ ④年齢 をお知らせください。応募締切の翌日に
結果を通知します。
電話 0154-23-2381 FAX 0154-23-2386
メール kushiro-artmu@c-linkage.co.jp
取得した個人情報は、事業の運営以外には一切使用しません。

【参加料について】
観覧料は一般1,100円、高大生600円、中学生300円。
団体観覧料は一般900円、高大生400円､ 中学生200円。
小学生は無料ですが保護者の同伴が必要です。前売券を
お持ちの方､ 障がい者手帳等を提示された方からはいた
だきません。
｢WS保険料｣は当日加入していただくワークショップ保
険料（50円）を指します。

北海道立釧路芸術館 〒085-0017 釧路市幸町4丁目1番5号 Tel. 0154-23-2381

｢安野モヨコ展 ANNORMAL｣ 7/16㊎－9/20㊊㊗

詳細は本展HP (http://event.hokkaido-np.co.jp/moyoco_anno/) 釧路芸術館HP (http://www.kushiro-artmu.jp/) をご確認ください。

北海道立釧路芸術館 ｢安野モヨコ展 ANNORMAL｣ 関連事業
展覧会をより深く楽しむためのイベントを多数開催!!! ご参加をお待ちしております。

はじめての生け花【抽選･要申込】

初秋のお茶会【抽選･要申込】

お花を愛する安野モヨコにちなみ、ギャラリー・ツ
アーの後、初心者向けの生け花を体験します。

ギャラリー・ツアーの
後、秋の風情を感じる
お茶会を開催します。
｢お茶会は初めて｣とい
う方もお気軽にご参加
ください。

[講師] 華道家元池坊釧路支部希翠会
[日時] 8月27日㊎ 18:00～ (約1時間30分)
[会場] 展示室､ アートホール
[定員] 15名
[参加料] 教材費1,200円
+団体観覧料
+WS保険料
応募締切]7月29日㊍
17:00

画像はイメージです

ミュージアム・カフェSOA特別メニュー
｢リーフなひとときセット｣
チョコレート＆コーヒーまたは紅茶

税込350円

｢葉｣をモチーフにした
チョコレートと飲み物
のセットでくつろぎの
ひとときを。
[期間] 安野モヨコ展
(7/16㊎－9/20㊊㊗)の
開館日
[場所] ミュージアム・
カフェSOA(当館2階、
営業時間10:00～16:30)

[日時] 9月12日㊐
14:00～
写真は令和2年度｢大人の寺子屋 びじゅつ
（約1時間30分） の時間 第3回･抹茶｣のようすです
[席主] 大谷宗和氏
(宗徧流不審庵)
[協力] 宗徧流不審庵
[会場] 展示室､ フリーアートルーム [定員] 20名
[参加料] 茶菓代500円+団体観覧料+WS保険料
[応募締切] 9月2日㊍ 17:00

ギャラリー・ツアー【申込不要】
学芸員の解説をききながら展覧会を鑑賞しませんか。
お仕事や学校帰りに参加しやすい、夜の部もあります。
[日時] 7月16日㊎、8月13日㊎、8月20日㊎
･･･18:30～ (約30分)
7月18日㊐、8月14日㊏、9月4日㊏
･･･14:00～ (約30分)
[ご案内]当館学芸員
[参加料] 観覧料

写真は｢花と樹の王国展｣
ギャラリー･ツアーの
ようすです

抽選申込方法、参加料については裏面をご確認ください。
＼かもめのももちゃんが目印／

地域連携企画 ｢もも得｣
｢安野モヨコ展｣の期間中、芸術館と釧路地域のお店が協力しあう相互サービス
企画です。釧路で暮らす皆さん、釧路を訪れる皆さんが地域の多様な魅力にふ
れる機会となりましたら幸いです。

◆｢安野モヨコ展｣観覧券を｢もも得｣参加店舗に提示すると、サービスが受け
られます！（観覧券１枚につき１店舗、１回のみ）
◆｢もも得｣参加店舗のレシート等を芸術館受付に提示すると、｢安野モヨコ
展｣の当日券を割引料金で購入できます！
（一般1,100円→900円、高大生600円→400円、中学生300円→200円）
協力店舗は別途チラシ、または本展HP (http://event.hokkaido-np.co.jp/moyoco_anno/) をご覧ください。

｢安野モヨコ展｣ ならびに関連プログラム・会期中のイベントは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止業種別ガイドラインを遵守して
開催します。状況により内容を変更、中止させていただく場合があります。その際はホームページ等にてお知らせいたします。

