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平素より当館の事業にご理解とご協力を賜り，誠にありがとうございます。 

標記の件につきまして，本書のとおりご案内いたします。 
 

１ 展覧会名  開館 30周年記念企画展「美術館へのおくりもの―寄贈によるコレクション成長のあゆみ」 
 

２ 会  期  平成 30年４月 21日(土)～６月３日(日) 
 

３ 展覧会概要（資料２～３ページ参照） 

   近年寄贈を受けた新発見の中村彝
つね

作〈伊原元
もと

治
はる

氏像〉を初公開。作品寄贈にまつわる様々な背景を紹

介しつつ，過去の展覧会の記憶も併せて展示し，寄贈によるコレクション成長のあゆみを振り返ります。 
 

４ 出品作品（資料３～４，６ページ参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

５ イベント（資料５ページ参照） 

  オープニングセレモニー 

（１）日時：４月 21日(土)午前９時 10分～ 

（２）会場：企画展示室入口 

（３）定員：先着 50名 

（４）申込：事前申込（来館，または往復ハガキ），締切４月７日(土)（ハガキ必着） 

（５）内容：オープニングセレモニー（テープカット），企画展鑑賞。 

※その他イベントについては資料５ページを参照してください。 

６ 展示リスト（予定）（資料８・９ページ参照） 

 

 

 

《問い合わせ先》茨城県近代美術館 〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保 666-1 

Tel:029-243-5111 ／ Fax:029-243-9992 ／ E-mail: fukyu-pub@modernart.museum.ibk.ed.jp 

展覧会担当：美術課 山口 ／ 広報担当：企画普及課 河野 ／ イベント担当：企画普及課 磯 

 

開館30周年記念企画展プレスリリース「美術館へのおくりもの―寄贈によるコレクション成長のあゆみ」 

作品名・制作年・所蔵（図版左から） 

１） 中村彝〈伊原元治氏像〉1920(大正 9)年 モデルの遺族寄贈 ☆初公開（７ページ参照） 

２） 横山大観〈紫山返照〉1935（昭和 10）年 作者より茨城県へ寄贈 

３） カミーユ・ピサロ〈グラット＝コックの丘からの眺め、ポントワーズ〉1878年 常陽銀行寄贈 

※出品作品図版は６点あります。その他図版については資料６ページを参照してください。 



開館 30周年記念企画展プレスリリース「美術館へのおくりもの―寄贈によるコレクション成長のあゆみ」 

2 

１ 展覧会名 

  開館 30周年記念企画展「美術館へのおくりもの―寄贈によるコレクション成長のあゆみ」 

 

２ 主催等 

主催：茨城県近代美術館 

  後援：水戸市／朝日新聞水戸総局／茨城新聞社／NHK水戸放送局／産経新聞社水戸支局／ 

東京新聞水戸支局／日本経済新聞社水戸支局／毎日新聞水戸支局／読売新聞水戸支局 

      

３ 会期 

平成 30年４月 21日(土)～６月３日(日) 

休館日：月曜日（ただし，４月 30日(月)及び５月１日(火)は開館） 

開館時間：午前９時 30分～午後５時（入場は午後４時 30分まで） 

 

４ 会場 

茨城県近代美術館 

 

５ 入館料 

一般 600(480)円／高大生 360(310)円／小中生 240(170)円 

※（ ）内は 20名以上の団体割引料金 

※満 70歳以上の方，障害者手帳等をご持参の方は無料。土曜日は高校生以下無料 

 

６ 展覧会概要(約 700文字) 

2018 年，当館は開館 30 周年を迎えます。美術館にとって重要な財産といえるもの，それはコレクシ

ョン（収蔵品）です。当館の前身である茨城県立美術館が開館した 1947年からおよそ 70年にわたる作

品収集のあゆみの中で，大きな位置を占めるのが「寄贈」です。当館は，様々な人々からの貴重な「お

くりもの」によって支えられてきました。美術館に作品を寄贈する―そこには単なる「もの」の授受に

とどまらず，作家や遺族，個人コレクター，画廊や地元企業との多様なつながりの物語がありました。 

様々な「おくりもの」は，どのように当館コレクションの特色を育ててきたのでしょうか。美術館の

作品収集には，作品を集めて展示する，そして展示することで作品が集まってくる，という不思議なサ

イクルがあり，作品収集と展覧会活動は密接な関わりを持ちます。「おくりもの」は，当館がどのような

展覧会を開催してきたか，作品に携わる人々とどのような関係を築いてきたかということの反映でもあ

るのです。 

本展は，作品寄贈にまつわる様々な背景を掘り起こしつつ，過去の展覧会の記憶も併せて展示する試

みです。また，近年寄贈を受けた新発見の中村彝
つね

〈伊原元
もと

治
はる

氏像〉の初公開の機会となります。当館に

携わったすべての方々へ感謝と「これからもよろしくお願いします」の気持ちを込めて，寄贈によるコ

レクション成長のあゆみを振り返ります。 
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【広報文１】(57字) 

新発見の中村彝
つね

作〈伊原元
もと

治
はる

氏像〉を初公開！作品寄贈の背景を紹介しつつ，寄贈によるコレクショ

ン成長のあゆみを振り返ります。 

 

【広報文２】(92字) 

近年寄贈を受けた新発見の中村彝作〈伊原元治氏像〉を初公開！作品寄贈にまつわる様々な背景を紹介

しつつ，過去の展覧会の記憶も併せて展示し，寄贈によるコレクション成長のあゆみを振り返ります。 

 

【広報文３】(205字) 

近年寄贈を受けた新発見の中村彝作〈伊原元治氏像〉を初公開！当館の前身である茨城県立美術館の開

館から約 70年にわたる作品収集のあゆみの中で，大きな位置を占めるのが「寄贈」。作家や遺族，個人コ

レクター，画廊や地元企業からのおくりものは，どのように当館コレクションの特色を育ててきたのでし

ょうか。作品寄贈にまつわる背景を紹介しつつ，過去の展覧会の記憶も併せて展示し，寄贈によるコレク

ション成長のあゆみを振り返ります。 

 

７ 出品点数 約 110点，構成 

  0章  近代美術館前史―収蔵品のコア形成期 

1章 企業・団体・画廊からのおくりもの 
2章 個人からのおくりもの 
3章 親しき人より－作家の遺族・友人からのおくりもの 
4章 つくり手たちからのおくりもの－こんな展覧会をやってきた 

 

☆中村彝「伊原元治氏像」1920年 モデルの遺族寄贈（初公開） 

〇オノレ・ドーミエ〈うるわしき日々〉ほか 志村巌
いわお

氏寄贈 

〇カミーユ・ピサロ〈グラット＝コックの丘からの眺め、ポントワーズ〉1878年 常陽銀行寄贈 

〇小川芋
う

銭
せん

〈太
たい

古
こ

香
こう

〉 作者遺族寄贈 

〇駒井哲郎〈束の間の幻影〉1951年 照沼毅
き

陽
よう

氏寄贈（新収蔵） 

〇堀内正和〈うらおもてのない帯（メビウスの帯）〉1977年 作者遺族寄贈 
 

８ 展覧会の特徴と見どころ 

 

（1） 新発見！中村彝作〈伊原元治氏像〉初公開 

―画家から親友の妻へ，モデルの遺族から画家の故郷への「おくりもの」 

描かれている美男子は東京帝大卒の若き官僚，伊原元治。持病の結核を癒すため，大島へ旅に出た

恋煩い中の中村彝と出会い，親友となったと言われている人物です。その後，伊原は彝と同じく結核

を病み，30歳の若さで亡くなりました。〈伊原元治氏像〉は，伊原の生前の写真をもとに彝が描き，

伊原の妻・彌
や

生
よい

へ贈った肖像画です。残された書簡などから，その絵の存在は知られていましたが，

私的に贈られたものであるため展覧会へ出品されたことはなく，また画集に掲載されることもなかっ

たため，どのような絵であるか知られることのないまま，長らく不明となっていました。近年，伊原

の孫にあたる遺族が作品を公開すべく，彝の作品を数多く所蔵する当館へ相談に訪れました。作品や

書簡に残された手掛かりからこの肖像画の実在が確認され，遺族のご厚意により平成 28 年度に当館

へ寄贈されました。本作は彝から親友の妻への「おくりもの」であり，またその遺族から彝の故郷へ

の「おくりもの」ということになります。額の付いていない状態で発見されたため，平成 29 年度に

額の取り付けを完了し，本展が初公開となります。 
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（2） 横山大観，小川芋
う

銭
せん

，木村武山，飛
ひ

田
だ

周
しゅう

山
ざん

―昭和 10年，画家から茨城県への「おくりもの」再集結！ 

「美術館」という県立の文化施設が茨城県に生まれたのは，戦後のことです。それを遡る昭和 10

年，水戸市三の丸の旧県庁構内に，本県唯一の文化活動の拠点として，茨城会館が開設されました。

その開館記念美術展覧会の審査にあたったのが，大観・芋銭・武山・周山でした。彼らは会期終了後，

茨城県に各々１点ずつ自らの出品作を寄贈しました。大観の〈紫山返照〉，芋銭の〈霞ヶ浦〉，周山の

〈淼
びょう

漫
まん

〉は出品に際して画壇の大家たちが茨城県内の風景を描いたもので，武山の〈英姿〉は甲冑

姿の神武天皇像を描いたものです。その後，４点はそれぞれの時期に管理換えが行われ，現在はすべ

て当館の所蔵となっています。いずれも大型作品であるため，再び４点揃って展示されるのは貴重な

機会です。 
 

（3） 名品の背後に，名コレクターあり！―公立コレクションの個性を支える「民力」 

フランスの風刺画家・オノレ・ドーミエの約 600点におよぶ志村コレクション，駒井哲郎，清
せい

宮
みや

質
なお

文
ぶみ

，浜口陽三など，近現代版画の代表作家が揃う照沼コレクション，稗
ひえ

田
だ

一
かず

穂
ほ

ら大家からフジイフラ

ンソワ，田中武まで，現代日本画の新たな動向を示す寺田コレクション。美術愛好家からの寄贈品は，

その選球眼の鋭さ，深さ，ユニークさによって，公立美術館の限りある購入資金ではカバーできない

分野や時代を補い，当館のコレクションの個性を支え，豊かな広がりをもたらしてくれるものです。

木村武山や木
きの

内
うち

克
よし

ら茨城ゆかりの作家のコレクターであった大塚子
ね

之
の

吉
きち

氏は，水戸の料亭・大塚屋の

主人であり，黄門料理の研究家でもありました。「個」の眼によって選ばれた「おくりもの」を集め，

エピソードを交えながら紹介します。 
 

（4） 美術館を支える企業団体，画廊の存在―作品収集の裏側を紹介 

 美術館の心強いサポーターとして，企業団体や，画廊の存在があります。地域の文化育成に貢献し

たいという志をもつ地元の企業や団体によって，当館は長年にわたり支えられてきました。印象派の

巨匠カミーユ・ピサロ〈グラット＝コックの丘からの眺め，ポントワーズ〉は，開館記念展「モネと

その仲間たち」に出品されたのを契機に常陽銀行により購入され，当館へ寄贈されたものです。さら

に平成 27年度には常陽銀行創立 80周年の記念事業として，フォーヴィスムを代表する画家・ヴラマ

ンクの〈花〉の寄贈を受けました。これらは海外の美術館からの貸出オファーを受けることも度々あ

り，地域の人々に本物の海外作品を鑑賞する喜びを提供してくれるばかりでなく，当館の存在を内外

へ発信してくれています。 

また，画廊との関係も美術品の売買のみに限られるものばかりではありません。画廊は長い時間を

かけて，芸術家ひとりひとりの制作に伴走する役割があり，作品が美術館に購入された際に，その制

作過程を示すスケッチや，関連作家の資料などが画廊から美術館へ寄贈されるというケースも少なく

ありません。また画廊と付き合いの深い作家の故郷が茨城であったという縁から，寄贈につながった

こともあります。通常の作品展示では語られることのない，作品収集の裏側を紹介するのも本展の見

どころのひとつです。 
    

（5） こんな展覧会をしてきた―作り手と遺族と美術館の三人三脚 

美術館の作品収集には，作品を集めて展示する，そして展示することで作品が集まってくる，とい

う不思議なサイクルがあり，作品収集と展覧会活動は密接な関わりを持ちます。「おくりもの」は，当

館がどのような展覧会を開催してきたか，作品に携わる人々とどのような関係を築いてきたかという

ことの反映でもあるのです。開館以来，当館は多くの美術家たちと展覧会を作り上げてきました。展

覧会に向けて美術家たちは新作を制作し，会期終了後に美術館は記念として寄贈を受けることも多く，

また物故作家の展覧会後，遺族から貴重な「形見分け」として作品や資料をいただくこともあります。

これらの「おくりもの」は美術館の足跡そのものといえるでしょう。展覧会の「記憶」である図録や

資料とともに，寄贈によるコレクション成長の軌跡を振り返ります。 
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９ イベント 

(1)オープニングセレモニー 

日時：４月 21日(土)午前９時 10分～ ／ 会場：企画展示室入口 

定員：先着 50名 

申込：事前申込（来館，または往復ハガキ），締切４月７日(土)（ハガキ必着） 

内容：オープニングセレモニー（テープカット），企画展鑑賞。 
 

（2スライドトーク「新発見！中村彝〈伊原元治氏像〉をめぐって」 

日時：４月 21日(土)午後２時 00分～ ／ 会場：企画展示室出口 

内容：新発見の中村彝「伊原元治氏像」について，寄贈にいたるまでのエピソードを交えながら作品の

制作背景について解説します。 

解説：小泉淳一（当館学芸員） 
  

(3)GWスペシャル 学芸員によるリレー・ギャラリートーク 

日時：５月４日(金祝)・５日(土祝)午後２時から ／ 会場：企画展示室 

内容：ベテラン・中堅・若手，各世代の学芸員が「思い出の１点」についてリレー形式で話します（要

展覧会チケット）。 
 

(4)ワークショップ「箱の中のメッセージ－色と形に思いをこめて－」 

日時：５月 12日(土) 午前 10 時～午後２時 ／ 会場：講座室 

定員：30名（要展覧会チケット） 

講師：野沢二郎（本展出品作家，明星大学教育学部教授） 

申込：事前申込（来館，または往復ハガキ），締切４月 27日(金)（ハガキ必着） 
 

 (5)ミュージアムコンサート「中山うりミニライブ」 

  日時：５月 20日(日)午前 11時～，午後２時～（各回 30分程度） ／ 会場：エントランスホール 

  定員：各回 150名（申込不要） 

  出演：中山うり（うた・アコーディオン・ギター・トランペット），南勇介（ウッドベース） 

     小林創（ピアノ），大渕愛子（フィドル）  

 

(6)講演会「大塚屋子
ね

之
の

吉
きち

さんのこと，黄門料理のこと」 

日時：５月 26日(土)午後２時～３時 30分 ／ 会場：講堂 

定員：250名（申込不要） 

内容：寄贈者の一人，水戸の料亭「大塚屋」のご主人であった大塚子之吉氏は黄門料理の研究家でした。 

     大塚さんの思い出とともに，黄門料理のお話しをいたします。 

講師：小泉淳一（当館学芸顧問） 
 

(7)Le cadeau（ル・カドー） 

日時：６月２日(土)・３日(日)午前９時 30分～午後４時 ／ 会場：千波湖側テラス・芝生広場 

内容：平成 24年度より開催しているマルシェ・ド・ノエルの初夏バージョン。展覧会にあわせた「おく

りもの」＝「Le cadeau」をイベント名に掲げ，「初夏のお茶会」をテーマに２日間のイベントを

開催します。 
 

10 問い合わせ先 

茨城県近代美術館 〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保 666-1 

Tel:029-243-5111 Fax:029-243-9992 E-mail:fukyu-pub@modernart.museum.ibk.ed.jp 

  展示担当：美術課 山口 ／ 広報担当：企画普及課 河野 ／ イベント担当：企画普及課 磯 
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出品作品図版 

※１ このページに掲載された作品は，本展覧会の広報目的の場合にのみ掲載可能です。 

※２ 画像には，作品名・制作年・所蔵（全て茨城県近代美術館蔵）を必ず入れてください。 

 

 
1 中村彝

つね

〈伊原元
もと

治
はる

氏像〉1920(大正 9)年 油彩画 モデルの遺族寄贈 ☆初公開 

2 横山大観〈紫山返照〉1935(昭和 10)年 日本画 作者より茨城県へ寄贈 

3 カミーユ・ピサロ〈グラット＝コックの丘からの眺め、ポントワーズ〉1878年 油彩画 常陽銀行寄贈 

4 建
たて

畠
はた

覚
かく

造
ぞう

〈Spiral-2〉1988(昭和 63)年 彫刻  作者寄贈 

5 菱田春
しゅん

草
そう

〈落葉〉1909(明治 42)年 日本画 財団法人茨城県開発公社寄贈 

6 オノレ・ドーミエ〈善きブルジョワたち 47〉1847年 版画 志村巌
いわお

氏寄贈 

１ 

５ ６ 

３ ４ 

２ 
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中村彝作「伊原元治氏像」初公開 
 
１ 100 年の沈黙から目覚める作品 
 

肺結核という病と闘いながら制作を続け、明治の終わりから大正期にかけて活躍した洋画
家中村彝(1887-1924)は、自身の制作についての厳格さも相まって寡作な作家であり、現在の
ところ素描類を含め作品総数は 250 点程度(油彩画約 180 点)である。 
今回発見された「伊原元治氏像」は、1920(大正 9)年の作品であり、彝の代表作「エロシ

ェンコ氏の像」(重要文化財、東京国立近代美術館蔵)と同じ年の制作になる。本作品は、1918
年に 30 歳で早世した親友の肖像画であり、写真をもとに描かれ、残された伊原の妻、弥生に
進呈された。弥生はこの作品を公開することがなかったため、これまで、家族の他は誰もこ
の作品を見ることがなかったものである。1989(平成元)年に弥生が亡くなり、２人の娘も近
年亡くなったため、遺族により、彝の画業を顕彰するため、当館に寄贈されることとなった。
伊原の没後 100 年、制作されてから 98 年になる今年度、作品は長い沈黙から目覚め、初めて
一般に公開される。 

 
２ 作品の特徴 
・ ルノワールやセザンヌの直接的影響が少なくなり、彝の独自性がはっきりと表れてくる
時期の作品であり、洋服の輪郭がぼかされていたり、タッチ(筆触)が流れるように残され
ており、全体に動的な印象をかもし出している。 

・ 弥生による追悼文(雑誌『木星』1925 年 2 月)や、彝の文集『藝術の無限感』に掲載され
た書簡文(元治宛２通、弥生宛 11 通)から制作の経緯が詳細に分かり、写真によって描かれ
たことや、左手に羽根ペンを持っているのが彝による創意であることなどが確認できる。 

・ 画面左上に「１９２０」の年記、右上に「T.NAKAMURA」のサインがあり、裏面には、
「伊原君より与へられたる限りなき／印象を祈念すべく／謹んで伊原彌生様に呈す／大正
九年一月 中村彝」という献辞と日付、署名がある。 

 
３ 伊原元治略歴  
 
1888(明治 21)年 山形県飽海郡(現・酒田市)に生れる。 
1911 年      第一高等学校卒業、東京帝国大学に進む。 
1914(大正３)年 『生ひ立ちの記』＊(興風書院：一高の学生４人、伊原、大澤章、田中耕太郎

＊＊、植野勲でドイツ人画家キューゲルゲンの原著を共訳)発行。 
     12 月から翌年３月頃までに大島にて、中村彝と親しくなる。 
1915 年   東京帝国大学卒業(法律学科)。 
     夏、久松弥生と結婚。秋、結婚披露会を開催、彝参加。 
              内務省に就職。徳島県に勤務。 
1917 年  書簡に伊原の病気の記載あり。 
1918 年  鵠沼にて死去(30 歳)。 
 
４ その他 
 
・ オープニングセレモニーには、来賓として伊原の孫に当たる寄贈者、野中蕗子氏が来館。 
・ 伊原らが著した『生ひ立ちの記』と弥生宛の未発表彝葉書(大正 10[1921]年 10 月 13 日
付)を資料として展示。 

・ 本作を加えて当館の中村彝所蔵作品は、油彩画 20 点、水彩・パステル・素描類 9 点の
29 点となる。 

 
５ 作品データ 

 
 
 
 
 
 「伊原元治氏像」 
 (いはらもとはるしぞう） 
 1920(大正 9)年 
 油彩･キャンバスボード 
 32.7×23.5 ㎝ 
 当館蔵 
 野中蕗子氏寄贈 
                            裏面の書き込み 
                             

＊  本書は、その後書名を『一老人の幼時の追憶』と変えられて再版され、1938(昭和 13)年には岩波文
庫の一冊に加えられた。 

＊＊ 田中耕太郎(1890-1974)は、のちに最高裁判所長官、国際司法裁判所判事となり、文化勲章を受章し
た法学者。 


