
新型コロナウイルス感染拡大の状況により、掲載内容に関して変更の場合があります。またご来園の際は、マスク着用や手洗い・
消毒、咳エチケットなどにご協力お願いします。なお、発熱や体調不良の場合は、来園をお控えくださいますようお願いします。
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　青木繁と坂本繁二郎は、ともに現在の福岡県久留米市に生まれ、同じ高等小学校
で学び、同じ洋画塾で画家を志しました。日本の洋画が成熟へと向かう時代の流れ
のなかで、それぞれの画風を探求しました。青木は東京美術学校（現東京藝術大学）
在学中に画壇に登場し、美術と文学において浪漫主義的風潮が高まる時代のなか、
代表作《海の幸》（1904年）で注目を集め、若くして評価されます。しかし、その華々し
さとは対照的に晩年は九州各地を放浪し、中央画壇への復帰も叶わず短い生涯を終
えました。一方、坂本は青木に触発されて上京し、数年遅れてデビューします。パリ留
学後は故郷に戻り、87歳で亡くなるまで長きにわたって、馬、静物、月などを題材にこ
つこつと制作に励み、静謐な世界観を築きました。作風も性格も全く異なる二人では
ありますが、互いを意識して切磋琢磨していたことは確かでしょう。
　生誕140年という記念すべき年に開催する本展は、約250点の作品で構成されま
す。二人の特徴や関係をよく示す作品を中心にすえ、それぞれの生涯をときに交差さ
せながら「ふたつの旅」をひもといていきます。

　今回の展覧会では、青木の「仮面スケッチ」が
40年ぶりにまとまって展示されています。伎楽
面、舞楽面、能面などを描いた「仮面スケッチ」
は、東京美術学校の学生だった青木が、当時の
東京帝室博物館の陳列品を鉛筆と水彩絵の具
でスケッチしたものです。25点の「仮面スケッチ」
のうち10点が能面スケッチです。
　一方、還暦を越えた坂本は、油絵具で能面を
描き始めます。今回の展覧会の両者の能面を一
緒に見られるのも楽しみの一つです。青木のス
ケッチには若さがみなぎり、坂本の能面には成
熟した奥深さが感じられます。

作品紹介

新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、催事の
中止・延期など変更の場合がございます。詳細は久留
米市美術館へご確認ください。

青木繁《能面》1900-03年
石橋財団アーティゾン美術館蔵

坂本繁二郎《能面と鼓の胴》1962年
石橋財団アーティゾン美術館蔵

坂本繁二郎《髪洗い》1917年
大原美術館蔵

青木繁《温泉》1910年
個人蔵

2階

生誕140年　ふたつの旅
青木繁×坂本繁二郎
─ 2023年1月22日（日）
前期：2022年10月29日（土）～12月11日（日）
後期：2022年12月13日（火）～2023年１月22日（日）
※紙作品を中心に一部展示が変わります。

入館料　一般1,000円（800円）、シニア700円（500円）、大学生500円（300円）　高校生以下無料
※（　）内は15名以上の団体料金、シニアは65歳以上
※上記料金にて、石橋正二郎記念館もご覧いただけます。
※前売券はチケットぴあ、ローソンチケット取り扱い店などにて600円で販売
　（Pコード686-198、Lコード86700）
※12/10（土）、24（土）は19時まで延長開館（入館は18：30まで）



■ 講座（入場無料）

出　　演　伊藤絵里子氏（アーティゾン美術館学芸員）、森山秀子（久留米市美術館副館長）
日　　時　12月17日（土）　14：00～15：30（開場13：30）
会　　場　美術館1階多目的ルーム
定　　員　50名　※申込み不要　全席自由

「青木繁×坂本繁二郎―これからのふたつの旅―」

講　　師　山口剛一郎氏（観世流シテ方）　　
日　　時　2023年1月15日（日）　14：00～15：00（開場13：30）
場　　所　石橋文化会館小ホール　
定　　員　120名　※応募者多数の場合抽選　全席自由
申込方法　イベント名・参加希望者の氏名（2名まで可）と代表の方の郵便番号、住所、氏名、電話番号をご記入の上、ハガキまたはFAXで申込み。
　　　　　ｗebでの申込みはホームページをご覧ください。※12月16日（金）必着 ※結果は12月27日（火）までに応募者全員へお知らせします。

「能面のはなし」
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青木繁《漁夫晩帰》1908年
ウッドワン美術館蔵

■ 第73回 西部水彩公募展 11月29日（火）～12月4日（日）　一般300円、高校生以下無料

■ 第73回 西部示現会展 12月6日（火）～12月11日（日）　一般300円、大学生以下無料

■ 令和4年度 第37回 高文祭書道部門県書道展 12月15日（木）～12月18日（日）　入場無料

■ 第37回 福岡県高等学校 総合文化祭 写真展 12月21日（水）～12月25日（日）　入場無料

■ 久留米連合文化会 第49回書道部書作家展 2023年1月11日（水）～1月15日（日）　入場無料

■ 令和4年度 久留米市中学校美術作品展 2023年1月19日（木）～1月27日（金）　入場無料

■ 筑後地区小学校児童画展 2023年2月2日（木）～2月7日（火）　入場無料

■ MOA美術館筑後児童作品展 2023年2月11日（土・祝）～2月12日（日）　入場無料

■ 第44回 久留米市シニアアート展 2023年2月16日（木）～2月19日（日）　入場無料

1階　　展覧会スケジュール

関連イベント　※詳細は美術館ホームページをご覧ください。

〒839-0862 久留米市野中町1015番地　TEL：0942-39-1131　FAX：0942-39-3134
URL：https://www.ishibashi-bunka.jp/kcam
開館時間／10：00～17：00（入館は16：30まで）　休館日／月曜日、年末年始12/29～1/1
　 https://www.facebook.com/KurumeCityArtMuseum/
　 https://twitter.com/KurumeCityArtMu
　 https://instagram.com/kurume_city_art_museum

　郷里久留米の発展に尽力した石橋正二郎の歩みやひととなり、正二郎によって建設寄贈さ
れた石橋文化センターの60余年の歴史を紹介しています。
　同館展示室の奥に設置されたガラスケース内には、石橋正二郎ゆかりの作品が展示されて
います。ここは年に数回展示替えをしており、現在は「石橋正二郎と美術館」のテーマで、藤島
武二の作品5点を紹介しています。
入館料　一般・シニア・大学生300円、高校生以下無料
休館日　月曜日、年末年始12/29～1/1
※久留米市美術館主催展覧会のチケットをお持ちのお客様は無料で入館できます。
※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳等の交付を受けている方とその介護者1名は、一般個人料金の
　半額となります。
※12/10（土）、24（土）は19時まで延長開館（入館は18：30まで）

藤島武二《糸杉》1908-09年
石橋財団アーティゾン美術館蔵

久留米市美術館×青木繁旧居×坂本繁二郎生家3館連携イベント
期間　2022年10月29日（土）～2023年1月22日（日）
　久留米市内にあるふたりの画家ゆかりの地、久留米市美術館×青木繁旧居×坂本繁二郎生家の3つを
めぐってクイズに挑戦したり、スタンプを集めよう！
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新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、催事の
中止・延期など変更の場合がございます。詳細は石橋
文化センターへご確認ください。

カフェ＆ギャラリーショップ楽水亭　営業時間／10：00～17：00　場所／石橋文化センター園内　美術館東側

●楽水亭クリスマスメニュー　12月10日（土）～12月25日（日）
●クリスマス御膳 ※土日祝のみ
　クリスマスをモチーフにした御膳です。（数量限定）
●クリスマススープ＆パン（テイクアウトショップで販売）
　温かいスープと、チーズハムをトッピングしたパンの
セットです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

●ライトアップ&イルミネーション
　［12月10日（土）～12月25日（日）の間の金・土・日曜日　17：00～20：00］

「大切な人とゆっくり過ごす」素敵なクリスマスを石橋文化センターでお楽しみください。

ミュージアムクリスマス2022
12月10日（土）～25日（日）

●クリスマスコンサート
コンサートを石橋正二郎記念館2階で開催、美術館と記念館は19時まで延
長開館。
時　　間　①16：00～16：30　②18：00～18：30
入場方法　記念館の入場料（300円）が必要。
　　　　　※美術館当日入館者、高校生以下は無料。

●花の展示
　（花あふれるプロジェクトin久留米）
石橋正二郎記念館前にクリスマスをイメージした
花を展示します。
主　　催　久留米市農振協花き振興部会
展示期間　12月8日（木）～12月15日（木）

●クリスマスワークショップ ［12月11日（日）　10：00～16：30］
クリスマスにちなんだワークショップを開催（事前予約制）
場所　石橋文化会館1階　市民ギャラリー
① A.アイシングクッキー作り（500円）　B.アイシングクッキー飾り（1,500円）
時間　A／10：00　14：20　15：20　（20分程度）　　B／11：00　13：00　（50分程度）
内容　A／クリスマスモチーフのクッキーにアイシングクリームやデコ素材でデコレーションします。
　　　B／デコレーションしたクッキーは、飾って食べて楽しめます。
　　　　　お家でも作れるようアイシング作りの説明があります。

② ポーセラーツでクリスマスプレート作り（A.1,500円　B.2,000円）
時間　①10：00～　②11：00～　③13：00～　④14：00～　⑤15：00～ （45分程度）
内容　A.サークル形か、B.クリスマスツリーのプレートにクリスマスデザインの転写紙（シールのよう
　　　なもの）を貼ってオリジナルのプレートを作ります。

③ お星様クリスマスツリーキャンドル（800円）
時間　①10：30～　②11：30～　③13：30～　④14：30～　⑤15：30～ （45分程度）
内容　星型でツリーキャンドルを製作します。雪を降らせて、可愛く装飾しステキなツリーをお作り
　　　ください。

出演　中西弾（ヴァイオリン）
　　　納富沙弥香（パーカッション）

出演　ゴスペルクワイヤ O.V.G

24日
（土）

10日
（土）
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石橋文化センターミュージアムコンサート
2023年1月15日（日）　13：00開場　14：00開演　石橋文化ホール
出　演　田尻 大喜（トランペット）、上村 貴子（ピアノ）、松下 一弘（ベース）、乙藤 健太（ドラム）
演奏予定曲
　　　　アヴェ・マリア、My Way（フランク・シナトラ）、Just One World（田尻大喜オリジナル）
入場料　一般 1,000円、シニア（65歳以上）700円、大学生500円、高校生以下無料　（全席自由）　※未就学児入場不可
チケット販売・問合せ
　　　　石橋文化センター　TEL0942-33-2271　FAX0942-39-7837　（受付9：00～17：00、月曜日は休館）
　　　　情報サテライト　　 TEL0942-36-3080　（受付10：00～18：00、臨時休館日あり）

田尻 大喜 （トランペット）
熊本県天草に生まれ、ケニア共和国にてトランペットを始める。
東京音楽大学にて、津堅直弘、栃本浩規、高橋敦、アンドレ・アンリ、井上圭、岡本憲昭の各師に師事。室内楽を林照世、山本孝、
水野信行に師事。東京芸術ウインドにて東京佼成ウインドオーケストラのアカデミー生を経てパリ、ベルリンにて研鑽を積む。
オーケストラ、吹奏楽の客演を務める他、NHK紅白歌合戦をはじめTV番組、映画、アニメ、CM、舞台などマルチに活躍中。
これまでに、矢沢永吉、いきものがかり、miwa、SEKAI NO OWARI、RADWIMPS、SHINeeなどのサポートミュージシャンを
つとめる。
2017.7.7熊本地震をきっかけにソロ活動を始める。
日本全国はもとより、アメリカ、アジア、ヨーロッパ、アフリカ等、年間160本以上開催される公演ではハートフルなプレイと情熱
的な旋律で観客を魅了し続けている。

上村 貴子 （ピアノ）
30歳よりバンド活動を開始。
地元福岡のみならず全国各地で数々のアーティストのサポートをこなし続け、絶大な信頼を得ている。
故浅野孝已氏とは2003年に出会い、数年後TAGCのメンバーとなり、RKB主催イベント「風をみる人」など舞台音楽も一緒に
参加。
2018年よりギター&キーボードの2人編成で“たったかた～ぁ”結成。
初のCD「Four Seasons」リリース。全国各地でCD発売ライブを行い北九州ではホールコンサートを開催。
2015年より元H2Oのなかざわけんじ氏のアルバムでアレンジャー、キーボードとして参加。
他にも多数の著名アーティストのサポート歴をもつ。

松下 一弘 （ベース）
福岡県生まれ、福岡市在住。
16歳、友人とのロックバンド結成を機にElectricBassを手にする。18歳、福岡コミュニケーションアート専門学校へ入学。卒
業後、プロベーシストとして活動を開始。
国内外のアーティストとライブ・コンサート・ツアー・イベント・パーティ・レコーディング・制作・スクールレッスンなど。
近年では、動画制作編集・音声編集・ミキシングエンジニア・ディレクター・プロデューサーとしても活動している。
その音楽性は多ジャンルにおよび、クラシック・ロック・ポップス・J-Pop・ラテン・ジャズ・ゴスペル・R&B・フュージョン・ソウル・
ファンク・演歌・民族音楽など、様々なスタイルの音楽を演奏する。
それらスタイルや楽曲に合わせ、コントラバスとエレキベースを使い分けている。
現在、福岡を中心に音楽活動をつづけるスタジオ･セッションミュージシャンである。

乙藤 健太 （ドラム）
ドラマー、パーカッショニスト。
福岡県立小倉高等学校、洗足学園音楽大学打楽器コース卒業。
葉加瀬太郎、ASKA、SEKAI NO OWARI、中西圭三、石川セリ、よしむらさおり、池端克章をはじめ、様々なアーティストのサ
ポートから、メディア出演やレコーディング、イベント企画等、国内外にてジャンルを問わないドラマー、パーカッショニストとし
て活動中。
K-Groove ART office 代表

石橋文化センターイベントサポートスタッフ
　毎月発行している、石橋文化センターの広報誌「みどりのリズム」や、イベント開催に向けての
案内配布物の発送、またイベント開催時に会場での受付、チケットもぎり、ロビースタッフなどの
お手伝いをしていただきます。
　舞台、芸術に興味のある方、ボランティア活動に挑戦してみたい方、お気軽にご応募ください。

活動内容

登録方法
参加資格

○イベント会場での受付・チケットもぎり
○園内イベントのお手伝い
○石橋文化センター広報誌「みどりのリズム」発送作業　など
サポートスタッフ規約に同意のうえ、申込書を石橋文化センター事務局までご提出ください。
18歳以上の方（高校生以下不可）
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石橋文化ホール

新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、
催事の中止・延期など変更の場合がございます。
詳細は主催者・問合せ先へご確認ください。

※上記内容は11月18日現在のものです。また、上記内容については主催者が会場の申し込みをされる
　際に申し出られたものですので、主催者の都合により変更になる場合があります。

公益財団法人久留米文化振興会主催事業 お問合せ

　美術館で開催中の「生誕140年　ふたつの旅　青木
繁×坂本繁二郎」展に関連し、坂本繁二郎旧アトリエ
のことをご紹介します。青木は放浪の画家のイメージが
強く、一か所にとどまって描くことはありませんでした。
一方、フランス留学から故郷の久留米にもどった坂本
は、制作に没頭できる場所を必要としたのです。
　1931（昭和6）年、坂本は気に入った土地を八女に
見つけ、アトリエを建てました。木造一部二階建て、らせ
ん状の階段のあるその建物は、パリ留学時代のアトリエを彷彿とさせるどこかモダンな建物です。彼は1キロほど離
れた町営住宅を住まいとし、毎日歩いてそこに通いました。ちょうどその頃の坂本は馬を描くことに意欲を燃やしてお
り、《放牧三馬》はこのアトリエで制作されたものです。
　坂本没後、主を失ったアトリエは、遺族の希望で、1980年にここ石橋文化センターに移築されました。アトリエ内
にあるイーゼルやテーブルなどは、坂本が実際に使っていたものです。園内の春と秋のイベント開催中の土日祝日に
内部を開放しています。

コラム 坂本繁二郎旧アトリエ

ちょっと気軽にピアノ発表会
石橋文化センターでは個人の方を対象に、気軽に施設をご利用いただくメニューを準備しております。

石橋文化会館小ホール（定員200名）では低料金でピアノ発表会を開催することができます。皆様、ぜひご利用ください。
対 象
利用時間・料金

含まれるもの
受 付 期 間
お 問 合 せ

個人でピアノ教室を主宰されている方
午前（  9：00～12：00）　  7,000円
午後（13：00～17：00）　10,000円
夜間（18：00～22：00）　12,000円
空調、ピアノ（YAMAHA S6）、照明、マイク使用料
使用日の6ヶ月前から
石橋文化センター　TEL0942-33-2271（受付時間10：00～16：00）

「生誕140年　ふたつの旅
青木繁×坂本繁二郎」展を楽しむ講座
石橋文化センター　tel.0942-33-2271

6（火）
14：00

ミュージアム会員無料
スタンダード会員500円

一般1,000円

2（金）
18：00

尾崎裕哉 単独ライブ
スリーシーコネクト株式会社　tel.0942-27-6277

指定席
5,500円

18（日）
17：00

第29回定期演奏会
久留米大学学友会吹奏楽部
tel.0942-44-0458（久留米大学 学生課）

無料

24（土）
①13：00
②17：00

DRUM TAO 2022 FINAL「KAIKI」
TAO福岡事務局　tel.092-721-2015

指定席
7,900円

4（日）
14：00

久留米自衛隊協力会創立60周年・
女性部会設立25周年合同記念事業
航空自衛隊西部航空音楽隊
クリスマスコンサート in KURUME
久留米自衛隊協力会　tel.0942-33-0212

無料
（要入場整理券）

石橋文化会館小ホール

4（日）
13：30

ピアリンバコンサート2022
山ノ内貴一郎　tel.090-9727-1278

自由席
一般2,000円
学生1,000円

11（日）
未定

ピティナ久留米ステップ
株式会社木下楽器店　tel.0942-38-1111

無料

17（土）
14：00

ウクライナ支援「ひまわりプロジェクト」
チャリティーコカリナコンサート
コカリナユニット「チェリー・ウッド」
tel.090-9570-6477（森）

自由席
一般（高校生以上）1,000円

小・中学生500円

市民ギャラリー「みゅ～ず」

～4（日）
9：00 - 17：00

伝統工芸　藤井勝雲　作陶展
陶芸家　藤井勝雲窯
tel.0955-43-3418、tel.080-3823-0404（佐々木）
（最終日は16：00まで）

無料

文化センター共同ホール

3（土）
14：00

ピアノ発表会
友廣和子　tel.0942-22-1878

無料

11（日）
14：00

女声コーラス久留米ハートフルコンサート
女声コーラス久留米　tel.0942-21-1324（山村）

自由席
800円

坂本繁二郎《放牧三馬》1932年
石橋財団アーティゾン美術館

坂本繁二郎旧アトリエ内部
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鳥栖市民文化会館

城島インガットホール

サザンクス筑後

田主丸そよ風ホール

石橋文化会館小ホール

久留米シティプラザ　久留米座

24（土）
①13：00
②17：00

DRUM TAO 2022 FINAL「KAIKI」
TAO福岡事務局　tel.092-721-2015

全席指定
一般7,900円

17（土）
14：00

吉俣良トークライブ 音楽のキセキ
城島インガットホール
tel.0942-62-2110

全席指定
一般2,000円

高校生以下1,000円
（当日各500円増）

2023年

1/22（日）
14：00

九州交響楽団 in インガットホール
城島インガットホール
tel.0942-62-2110

全席指定
一般3,000円

高校生以下2,000円
（当日各500円増）

4（日）
13：30

ピアリンバコンサート2022
山ノ内貴一郎　tel.090-9727-1278

全席自由
一般2,000円

大学生以下1,000円

2023年

1/29（日）
14：00

三遊亭圓歌 独演会
鳥栖市民文化会館　tel.0942-85-3645 全席指定

一般3,500円

2023年

3 /19（日）
13：30

第13回落語三銃師 ―白鳥・彦いち・白酒―
キョードー東京　tel.0570-550-799 全席指定

一般3,800円

新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、
催事の中止・延期など変更の場合がございます。
詳細は主催者・問合せ先へご確認ください。

〒839-0862 久留米市野中町970番地1
TEL：0942-38-7116　FAX：0942-38-7183
URL：https://www.city.kurume.fukuoka.jp

開館時間 （火～金）10：00～20：00
　　　　 （土・日・祝）10：00～18：00 
休  館  日　月曜（祝日は開館）、毎月第4木曜

4（日）
15：00

小池花奈×川上天馬 in そよ風
ダブルエレクトーンライブ
田主丸そよ風ホール　tel.0943-74-4000

全席自由
一般500円

17（土）
14：00

安武玄晃クリスマススペシャルコンサート
田主丸そよ風ホール　tel.0943-74-4000

全席指定
一般500円

2023年

1/22（日）
14：00

家族で楽しむ古典芸能Vol.2
公文協落語 新春・笑い初め
サザンクス筑後　tel.0942-54-1200

全席指定
一般2,000円

石橋文化ホール

図書館ホームページに新サービスを追加します！
図書館システムの入れ替えに伴い、12月1日（木）10時から図書館のホームページに以下のサービスを追加します。
1　未所蔵資料リクエスト受付
　  図書館に所蔵がない資料も「未所蔵資料リクエスト申し込み」画面から予約申込ができます。来館することなくリクエストができます。
2　レファレンス受付
　  日常生活での疑問、調査研究や郷土に関する質問を入力フォームから申し込むことができます。
3　Web書棚
　  スマホやパソコンで見る市内図書館の所蔵本のバーチャル本棚です。
　  「Web書棚」のページで興味がある項目を選んで表示させることなどができます。　　　　お問い合わせ先／久留米市立中央図書館

お問合せ

※上記内容は11月18日現在のものです。販売状況により、お取扱いできない場合もございますので、
　何卒ご了承ください。

石橋文化センター園内は年中無休年末年始休館のお知らせ

12月29日（木）～1月1日（日）
■ 久留米市美術館、石橋正二郎記念館

12月29日（木）～1月3日（火）
■ 石橋文化センター情報サテライト［久留米シティプラザ2階］

12月28日（水）～1月4日（水）■ 久留米市立中央図書館

12月28日（水）～1月3日（火）
■ 石橋文化ホール、石橋文化会館、共同ホール、楽水亭

12月29日（木）～1月3日（火）
■ 市民交流センター［久留米市庁舎内］

12月28日（水）～1月3日（火）
■ 高牟礼会館［諏訪野町］

12月29日（木）～1月3日（火）

■ 久留米市野中生涯学習センター
　 ［文化センターエリア南］

石橋文化センター情報サテライト（久留米シティプラザ2階）ご案内
久留米市近郊の、様々な会場で開催される文化公演チケットを販売しております。また、販売の委託をご検討
の主催者様も、気軽にお問い合わせください。
●石橋文化センター情報サテライト
場　　所　久留米シティプラザ（久留米市六ツ門町8-1） 2階 総合受付前
　　　　　TEL0942-36-3080　FAX0942-39-7837
営業時間　10：00～18：00　※久留米シティプラザ臨時休館日および年末年始休館日（12/29～1/3）は、営業をお休みします。

17（土）
14：00

ウクライナ支援「ひまわりプロジェクト」
チャリティーコカリナコンサート
コカリナユニット「チェリー・ウッド」
tel.090-9570-6477（森）

全席自由
一般1,000円

小中学生500円

1（木）
14：00

九州盲導犬協会チャリティーコンサート
「音楽のたから箱」 in 久留米座

柴田　tel.080-4692-6258

全席自由
一般2,500円

久留米市立図書館
ホームページ



■作品応募
　　「募集要項」または、ホームページを
　ご確認の上、郵送またはWEBでお申
　し込みください。

■応募申込期間
　4月1日（土）～4月30日（日）※必着
　※作品搬入期日＝5月20日（土）・21日（日）
　※作品搬入場所＝ヤマト運輸㈱九州美術品支店
　　　　　　　　　（福岡市東区）

■問合せ先
　青木繁記念大賞ビエンナーレ実行委員会事務局
　（石橋文化センター内）
　TEL0942-31-8710　FAX0942-39-7837

※ すべての掲載催事の内容については、11月18日現在のものです。主催者等の都合により、変更になる場合もありますので、ご了承ください。 ※ すべての掲載金額は、消費税および地方消費税を含む金額です。
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久留米アリーナ

石橋正二郎
記念館 久留米市

野中生涯学習センター

休  館  日
開園時間
交通案内

駐  車  場

月曜日（祝日・振替休日は開館）、年末年始
9：00～17：00　※園内は年中無休。
＜バス＞ 西鉄バス①⑨⑳㉒㉕系統 JR久留米駅より約15分、西鉄久留米駅より約5分
「文化センター前」下車　＜車＞ 久留米インターより国道322号線へ車で約10分
8：00～22：00 最初の2時間まで200円、以後30分ごとに100円増。
※ ただし30分以内の出庫は無料。
入庫から24時間最大1,000円　※ 24時間以降30分ごとに100円増
園内利用のバスは、1台500円最長1日まで。（要予約）

石橋文化ホール／石橋文化会館／文化センター共同ホール

私たちは石橋文化センター・久留米市美術館の事業を応援します。

オフィシャルパートナー

スペシャルパートナー

表紙イラストレーション  中野  直美 紙媒体やホームページ等のアートディレクション、イラスト制作、データ編集をはじめ、ラベルやロゴマーク、看板やシールデザイン等、
幅広くディレクションしている。日本フリーペーパー大賞2018グルメ部門優秀賞など、数々の賞を受賞。pe-pa-work代表。

⬅石橋文化センター公式Facebook　
https://www.facebook.com/ishibashibunka

　石橋文化センター公式Instagram➡
https://www.instagram.com/ishibashi_cultural_center/

第７回青木繁記念大賞ビエンナーレ　作品募集
　若手作家の飛躍と芸術の振興を目指した全国公募の洋画美術展を４年ぶりに開催いたします。皆様の熱意、そして創意あふ
れる作品を、ぜひ、ご応募ください。

■審査員（五十音順敬称略）  
　遠藤　彰子（画家）
　絹谷　幸二（画家）
　中山　忠彦（画家）
　福永　治　（美術評論家）
　安永　幸一（美術評論家）

■賞［副賞］
　大　　　賞 ［200万円］
　石橋財団賞 ［100万円］　
　西日本新聞社新人賞 ［50万円］（40歳以下）　
　テレビ西日本賞 ［30万円］
　わだつみ賞 ［20万円］　以上､各1点。
　　他、優秀賞、奨励賞（40歳以下）、オーディエンス賞

■出品料
　一般（1点）8,250円、一般（2点）13,250円
　 40歳以下特別料金
　40歳以下（1点）3,250円、40歳以下（2点）5,250円

http://www.aoki-biennale.jp/HP

公益財団法人 久留米文化振興会
839-0862　福岡県久留米市野中町1015番地
Tel 0942 33 2271　Fax 0942 39 7837
9:00～17:00　月曜休館（祝日は開館）
www.ishibashi-bunka.jp

第6回青木繁記念大賞　ビエンナーレ大賞
中原未央《 inside-T（Ⅰ》


