
この秋、大分県立美術館及びiichiko総合文化センターで開催される
企画展示等に多くの方がご参加いただけるよう、お得な特別企画を実施します!!

特別パス特別パス

登場!!

今年もやります !

秋のラグビーの祭典期間

ご利用期間 年2019 月9 日
㈯14 月1 1 日

㈰10

◎「特別パス」をご購入される際は大分県芸術文化友の会 びびの入会申込が必要です。
◎入会は随時受け付けています。ただし、「特別パス」の入会受付は、2019年11月10日（日）までとなります。
◎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。メンバーズカードの即日発行をご希望の方は、窓口にてお申込みください。
　いったん納められた会費の払い戻しはいたしません。
◎メンバーズカードは入会日または更新日から１年を経過した日の属する月の末日まで有効です。会費の入金をもって入会日とさせていただきます。

［電話でのお問い合わせ受付時間］平日9:00 ～17:00  

問合せ・申込先  

下記入会申込書に所定の事項をご記入のうえ、郵送いただくか、FAX・E-mailにて送信してください。
あわせて会費を指定口座にお振込みください。

①郵送・FAX・E-mail

iichiko総合文化センターまたは大分県立美術館OPAM １階のインフォメーションに、
入会申込書をお持ちいただき、会費をお支払いください。②窓口

振込先
※振込手数料は、恐れ入りますが振込者のご負担となります。 

▉大分銀行　ソーリン支店 (普）５１３４８２０
▉豊和銀行　本店 (普）１１０６１３４ 

▉ゆうちょ銀行　１７９支店（当）１２４２０７
▉ゆうちょ銀行　０１７２０－５－１２４２０７

《口座名義人》公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団

097-533-4050FAX bivi@opam.jpE-mail

〒870-0029  大分市高砂町 2-33  
TEL097-533-4025　FAX097-533-4050
E-mail bivi@opam.jp 

OITA　PREF　ART  &  CULTURE　MEMBERSHIP

氏名★　

フリガナ★ 特別パス（3,000円）
UMEから特別パスへのランクアップ（＋500円）

希望ステージ★

住所★　

TEL★

★ ★

※日中連絡が可能な電話番号

メールアドレス
※お持ちの方は必ず記入ください。迷惑メール対策をされている方は、[opam．ｊp] のドメインを受信可能にしてください。

※該当するものにチェック
　をしてください。 ※「 UMEステージ」既入会の方限定

※該当するものにチェックをしてください。

※希望するものにチェックをしてください。

職業・学校名
例：会社員、公務員

生年月日　　　西暦　　　　年　　　　月　　　　日 性 別

好きな芸術のジャンル
例：クラシック、日本画

振込予定銀行 　　 大分銀行　　　豊和銀行　　　ゆうちょ銀行

※★は必須記入項目です。未記入の項目があると登録ができませんのでご注意ください
※ご記入いただいた個人情報は、会の運営・管理及び大分県の芸術文化の振興を目的とする以外には使用いたしません

男性 、女性

大分県芸術文化 入会申込書友の会

自宅
携帯

PC
携帯

希望カード　

〒　　　－

A A: 福田平八郎「花菖蒲」
B: 田能村竹田「栄貴萬年図」
C: 歌川豊春「観梅図」
D: 生野祥雲齋「心華賦」
E: 髙山辰雄「牡丹」
F: チェンバロ
G: 宇治山哲平「童」
H: ホワイト
 I : ゴールド
J: パールピンク

F G H I J

B C D E

※実際のカードとは異なる場合がござ
います。※数に限りがありますので、ご
希望に添えない場合もございます。

※E-mail にて送信の場合、下記申込書へご記入のうえ、画像ファイル（写真やスキャナー等）をメールへ添付して送信いただくか、
　またはメール本文へ申込書記入項目に沿ってご入力のうえ、送信いただきますようお願いします。

★

http://www.opam.jp/page/information.html

特別パス
特典内容

期間限定

入会
申込方法

◎特別パスをご購入される際は大分県芸術文化友の会 びびの入会申込が必要です。
◎特別パスを購入いただいた方は、購入から１年間を経過した日の属する月の末日まで、ＵＭＥステージ（2,500円）の資格を有することとします。
　UMEステージはiichiko総合文化センターが主催・共催・指定する公演のチケット10％割引（びび割）や先行予約等、様々な特典があります。
◎「ＵＭＥステージ」に既に入会していただいている方は、500円の追加により、上記特典を受けることができます。ただし、会員有効期限は、元の「UMEステージ」の期限を引き継ぐものとします。

名探偵コナン
科学捜査展
観覧料２名分

江戸浮世絵の黄金時代
The Ukiyo-e 歌川派

＆

日本の美意識
―刀剣と金工―

観覧料各２名分
（通常価格 3,２００円）

（通常価格 2,８００円）

or

２時間分
駐車場券

（通常価格 2,５００円）

大分県芸術文化友の会びび
UMEステージ会員資格
１年間有効共通割引券

（1,000円）（400円）

美術館ショップ・カフェ等

で受けることができます!!円3,ooo
《年会費》

使い方次第でさらにお得に !!

《特別パス申込期限》 月1 1 日 まで㈰10年2019

円分の特典が最大 7,100



秋のラグビーの祭典期間 EVENT Information

名探偵コナン 科学捜査展
～真実への推理（アブダクション）～
本展は、「名探偵コナン」の世界観をベースに、科学捜査の手法を追体験しな
がら事件解決までのプロセスを楽しめる「体験型」の展覧会。"探偵手帳"を手
に、証拠を採取する「現場検証エリア」、新たな情報を収集する「聞き込みエリ
ア」、証拠を科学的に鑑定する「ラボエリア」を巡り、事件の真相を解明しよう！

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
浮世絵史上、最大の画派として栄えた「歌川派」の代表的な絵師たちを特集する展覧会です。歌川派の開祖とし
て知られる歌川豊春の豊後臼杵（現大分県臼杵市）の出身説の検証を踏まえて、開祖豊春から幕末の国芳・広
重まで、歌川派の絵師たちの卓抜なデザインや華麗な色彩に注目しながら、その美的特質をじっくりご鑑賞い
ただきます。本展において、各時期を代表する歌川派の天才・奇才の絵師たちの作品を系統的にご覧いただく
ことによって、現代においても、決して輝きを失わない浮世絵芸術の粋をご堪能いただきます。

日本独自の技術で作られた日本刀。古来より武士の精神を象徴するものとさ
れ、近年ではその独自の美に人気が高まっている。本展では、日本各地の名
刀に加え、実用刀として高い評価を得た地元・大分の豊後刀も紹介する。あわ
せて鍔（つば）をはじめとする刀装具や精巧な金工品を通して、日本が誇る工
芸技術の粋と伝統的な美意識に触れる機会を提供する。

大分県立美術館  097-533-4500TEL http://www.opam.jp〈お問合せ〉

＜会期＞ 9月14日㈯ ～11月10日㈰ 休展日なし
＜会場＞ 大分県立美術館 1 階 展示室 A

レナード衛藤（和太鼓奏者）

森下真樹（振付家／ダンサー）

［料金］一 般・大学生 1,400(1,200) 円、中高生 1,000(800) 円、4歳～小学生 600(400) 円

＜会期＞ 9月20日㈮ ～10月27日㈰ 休展日：10月7日㈪
＜会期＞ 9月27日㈮ ～10月22日㈫ 休展日なし

＜会場＞ 大分県立美術館 ３階 展示室Ｂ

＜会場＞ 大分県立美術館 3 階 コレクション展示室

［料金］一 般 800(600) 円、高大生 500(300) 円

日本の美意識 ―刀剣と金工―

[ 前期 ]9/20 ～ 10/6　 [ 後期 ]10/8 ～ 10/27
※初日の一般入場は 10:00 から

※初日の一般入場は 10:00 から

※（　）内は20名以上の団体料金
※（　）内は20名以上の団体料金

［料金］一 般 800(600) 円、高大生 500(300) 円

美術館ショップ・カフェ等共通割引券（1,000円分）利用対象ショップ
※つり銭のお返しはできません。額面以上にてご利用ください。

※

【国宝】太刀　銘　定利／東京国立博物館
3. 歌川豊春《二美人図（松風村雨）》個人蔵
　全期間展示

2. 歌川国芳《相馬の古内裏》
　山口県立萩美術館・浦上記念館  後期展示

1. 歌川国芳《讃岐院眷属をして為朝をすくふ図》
　山口県立萩美術館・浦上記念館  前期展示

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996年

　image:TMN Image Archives

高瀬好山 《鯉 自在置物》
／京都国立近代美術館

後藤一乗 《菊唐草文金太刀拵》／京都国立近代美術館 （撮影：木村羊一）

明珍 《自在置物 蛇》／京都国立近代美術館 （撮影：木村羊一）

1

2

3

安藤重兵衛 《竹に雀図七宝花瓶》
／京都国立近代美術館

iichiko総合文化センター
 097-533-4004TEL http://www.emo.or.jp

〈主催・お問合せ〉

劇場から全スポーツ選手にエールを！
スポーツと音楽
オーケストラコンサート［大分公演］
ラグビーワールドカップ日本大会大分開催、東京オリンピック、国際
車いすマラソン大会、大分トリニータも絶好調！スポーツに欠かせな
いクラシック音楽を聴きながら、《劇場＝iichiko グランシアタ》でス
ポーツを楽しんでください !？「スポーツの人」も「クラシック音楽の人」
も、どちらもお楽しみいただける、オーケストラコンサートです。

［料金］【全指定席】 S 席 3,000 円、A席 2,000 円　びび割／各 10％割引
U25割／各半額（びび割併用不可）

＜日時＞ 9月29日㈰ 開場 13:30　開演 14:00
＜会場＞ iichikoグランシアタ

＜管弦楽＞九州交響楽団

［料金］【全指定席】 500 円

ワンコインリレーコンサートvol.1
イル・デーヴ 声楽アンサンブル
世界的に有名なイケメンヴォーカルグループ「イル・
ディーヴォ」をヒントに結成された総重量約 500kg の重
量級クラシックヴォーカルグループ「イル・デーヴ」が
ついに大分に上陸！！！

＜日時＞ 10月2日㈬ ＜会場＞ iichiko 音の泉ホール

開場 14:30　開演 15:00（終演 16:00 予定） 開場 18:30　開演 19:00（終演 20:00 予定）
［曲目］「さびしいカシの木」、
「ロマンチストの豚」ほか

ほか［曲目］「鷗」 「春に」 「糸」

※未就学児入場不可

※びび割引なし。未就学児のお子様も要チケット。

《未就学児対象公演》昼公演 《一般公演》夜公演

［料金］【全指定席】 500 円

ワンコインリレーコンサートvol.2
わだいこ＋コンテンポラリーダンス
和太鼓とダンスのコラボレーション。打って、踊って、舞っ
て、叩いて、どんな舞台となるのかご期待ください。

＜日時＞ 11 月2日㈯ ＜会場＞ iichiko 音の泉ホール

開場 13:30　開演 14:00（終演 15:00 予定）

開場 18:30　開演 19:00（終演 20:00 予定）

※未就学児入場不可

※未就学児入場可

※びび割引なし。未就学児のお子様も要チケット。

昼公演

夜公演

特別パス
特典対象

特別パス
特典対象

特別パス
特典対象

特別パス
特典対象

※（　）内は20名以上の団体料金

※大分県芸術文化友の会びび会員の料金 KOTOBUKI：無料（同伴者1名半額）、TAKASAGO：無料、UME：団体料金
※障がい者手帳等をご呈示の方とその付添者（1名）は無料　※学生の方は入場の際、学生証を提示ください。　

［開館時間］ 10:00（9/20～11/2は9:00開館）～19:00 
◎金曜日・土曜日は20:00まで ※入場は閉館の30分前まで

［共通］

＜指揮＞茂木大輔

＜進行＞児玉けんめい

OPAM
Museum Shop

 097-529-5177TEL

10：00（9/20～11/2は9：30）
～19：00

◎金曜日・土曜日は20：00まで

営

オーパム ミュージアム ショップ

café Charité
カフェ シャリテ

 097-578-7788TEL

11:00～17:00
（LO 16:30）
（ランチタイム11:00～14:00）

営

OPAM食とビールの広場　
＜日時＞ 10月18日㈮ ～20日㈰ 

＜会場＞ 大分県立美術館西側広場
＜出店＞ サッポロビール、宇佐からあげ、
　　　  日田やきそば研究会

11:00～19:00


