山形
デスティネーション
キャンペーン
一般 620円(490円) 高大生400円(320円) 小中生 250円(200円)
※( )は20名以上の団体料金
※本展覧会は常設展示室と一体型ですのでこの金額で全館
ご覧いただけます。
※5/5はこどもの日につき小中高生無料となります
※5/18は国際博物館の日につき無料となります

安土桃山時代から江戸時代にかけて、上杉家ではさまざ
まな理由からたくさんの絵図が作られ、現在に伝わってい
ます。この展覧会では、その中から代表的な絵図を制作さ
れた時代背景を明らかにしながら紹介していきます。
また、米沢藩において絵図の制作、管理を担当した岩瀬
家の史料にも視野を広げ、上杉家・米沢藩の絵図をめぐる
環境についても紹介していきます。
この特別展では、重要文化財「越後国頸城郡絵図」、「越
後国瀬波郡絵図」を米沢市上杉博物館として初めて展示し
ます。それぞれ現在の新潟県上越市東部と柏崎市の一部、村
上市と関川村・粟島浦町を対象としています。豊臣秀吉時代
に制作された、他に残存例をみない近世初期の絵図で、全国
的にみても貴重な価値を有します。いずれも１辺が５ｍ超
の巨大な絵図
であり、特別
な展示ケース
を製作しての
公開です。こ
の機会をお見
逃しなくご覧
ください。

戦国時代の英雄上杉謙信の系譜を引く、米沢藩初代藩主
上杉景勝から最後の藩主上杉茂憲まで、13代およそ270年
にわたり米沢藩は上杉氏を領主に戴きました。その数の多
さで有名な家臣団は、戦国期
越後（新潟県）
、北信濃（長野
県）、北陸（富山県・石川県）
などの領主であった侍組と呼
ばれる上級武士、上杉謙信の
旗本馬廻組、上杉景勝の旗本
五十騎組、直江兼続に属した
与板組の三手組と呼ばれる中
級武士、そして最も多い下級
武士で構成されていました。
上杉家や上杉家中の甲冑、
刀剣、装束、絵画資料等、武
器・武具の世界をご紹介しま
す。

™

©Moomin Characters

主な展示資料
関連事業

◆講演会
5/11(日)14:00～16:00
伝国の杜２階大会議室 聴講無料（先着120名）
演題「越後国頸城郡絵図に見る上杉氏権力と在地世界
－村町の軍役と諸役の負担体系－」
講師 伊藤 正義氏（鶴見大学文学部文化財学科教授）
◆ギャラリートーク（当館学芸員の展示解説）
4/19、5/17、5/31いずれも土曜日、14:00～15:00
※企画展示室にて 要入館料

™

©Moomin Characters

秋月種美と上杉重定

5/5(月祝)、8/30(土)、
9/20(土)、10/18(土)、
11/8(土)
いずれも14:00～15:30
体験学習室
語り部：米沢とんと昔の会

※上記の他のスケジュールは8頁をご覧ください。

置賜文化ホール自主事業 ▼

★伝国の杜ファンクラブ会員割引あり
☆伝国の杜ファンクラブ会員先行予約あり
◎有料託児サービスあり（事前申込制）

ＴＯＰＩＣＳ １
伝国の杜こども狂言クラブは、昨年度まで小学生以
上の子どもたちで活動してきました。今年度は新たに
５歳からと募集対象を広げ、就学前の小さな子どもた
ちにももっと身近に狂言を楽しんでもらう機会を増
やしていきます。

白足袋や扇の扱いに始まり、小舞、狂言まで継続的に稽古をうけ
発表会への出演を目指します。
○対象 ５歳～12歳の初心者
○定員 新規登録者で約10名
○費用 こども狂言クラブ活動参加費 \1,050／半期
( 白足袋と扇を購入し、狂言クラブうきたむ入会すること。)
○場所 伝国の杜能舞台ほか畳での稽古も
行っています。

ＴＯＰＩＣＳ ２
最近１年間の活動
を、置賜文化フォー
ラム（事務局：県置
賜総合支庁）が取材
しまとめています。
ご覧ください。

平成26年度 主な活動予定
５月４日 さくらに舞う会
８月10日 置賜福祉演劇協会公演出演
９月14日 山形県能楽の祭典
12月中旬 稽古おさめ会
２月中旬 雪に舞う集い
３月下旬 春休み発表会
2011年JAZZ DAYグランプリコンテスト優勝の実力派

Entrance Jazz Night〜水上まり(Vo)+大村武司(P)〜

６/６(金) 19:00開演
【会場】伝国の杜エントランスホール

★☆◎

全席自由 \2,000円(当日\2,500円）

♪プチデザート＋ワンドリンクつき

※未就学児は入場できません。

４/16(水)〜20(日)FC先行受付
４/24(木)一般発売
伝国の杜のみで発売

東京在住のジャズ・ヴォーカリスト水上まりが着物姿で登
場。ピアノは仙台を中心に山形でも活躍する大村武司。2 人は、
時に静かにしっとりと、時に熱く情感たっぷりと、雰囲気を映
し出すまさに実力派デュオ。独特のキャラクターを持ち合わ
せる水上のリードトークで盛り上がること間違いなし。
会場は、伝国の杜エントランスホール。いつもは能舞台が設
置されている玄関前のエントランスホールに、特設会場が出
現します。ご期待ください。
♪チケットは入場料＋プチデザート券＋ワンドリンク券つき

♪さらに…着物・浴衣でご来場の方にドリンク２杯目割引券をプレゼント
ｃ Asami Shijo

ピアノとスライドが謎を解く！

オール・ショパン・プログラム

仲道郁代のおはなしコンサート
「不思議ボール」 ★☆◎

仲道郁代ピアノ・リサイタル

８/２(土) 14:00開演

８/２(土) 19:00開演

全席自由 一般￥1,500
（中学生以上）

こども￥500
「不思議ボール」は、こどもの
※３歳から
（小学生以下）
ためのピアノ曲集「地球」
（田中
入場可。
セット券￥1,800
カレン）という美しいピアノ作品
(当日各500円増)
と、南河内万歳一座の座長で作
演出家・内藤裕敬によるワクワ
クする物語、そして、絵本作家・
長谷川義史による語りかける絵
でつづるコンサートです。物語
はある男の子が、ゴミ置き場で
ボールを拾ったことから始まり、
男の子は友達とそのボールを
守っていく……地球の美しさ、
生命の大切さを伝えます。
コンサートの後半は親子で聴
２公演共通事項
きたいピアノ曲名のコンサート
５/14(水)〜18(日)FC先行受付
もあります。
５/22(木)一般発売

★☆◎
全席自由 一般￥2,500
大学生以下￥1,000
(当日各500円増)

各地のリサイタルで、
演奏とトー
クがともに好評の仲道郁代さん。
夜は分かりやすく人気のトーク
とともにお楽しみいただくピアノ・
リサイタルです。フレデリック・
ショパンにとことん親しむ一夜。
初めての方も楽しめる名曲プロ
グラムをどうぞお楽しみに。
チケットご購入時に参加でき
る演奏曲リクエスト制度にもご
参加ください。
伝国の杜／イオン米沢店／大沼
米沢店／音楽アズム舘／米沢楽
器店 他

4

※未就学児は入場できません。

ｃKiyotaka Saito

観たい公演をあきらめなくてもいいサービスがあります
■ 利用料
■ 対 象

これぞ正に、たい平ワールド！

林家たい平

お問い合わせは伝国の杜まで
0238-26-2666(9:00〜17:00担当直通)

1,000円 ※要事前申し込み
お子さま連れでも安心♪
6か月以上から
ぜひご利用ください！
小学校入学前まで

※掲載の内容は追加・変更となる場合があります。
残暑を吹き飛ばす"稲川怪談"

独演会

★☆◎

９/10(水) 18:30開演

MYSTERY NIGHT TOUR 2014 稲川淳二の怪談ナイト

９/24(水) 18:30怪宴

全席指定 ￥3,500
当日 \3,800

６/４(水)〜８(日)FC先行受付
６/12(木)一般発売
伝国の杜／イオン米沢店／大沼米沢店

日本テレビ系「笑点」大喜利でお馴染み！
林家伝統のサービス精神あふれる芸風を
受け継ぎ、
「たい平ワールド」と呼ばれる楽
しさ満点の高座が毎回大人気。今年も見逃
せません！圧巻のスケールと感動、そして
笑いの渦に引き込まれるたい平落語の世
界を存分にお楽しみください。

当日 \5,500
※未就学児は入場できません。

怪談という手法で人の心や風土、時代などを
語り継いできた『稲川淳二の怪談ナイト』が再
び米沢にやってくる！
趣向を凝らした舞台セットと期待を裏切ら
ない新作怪談は、ただの恐怖だけではなく、日
本人の優しさや切なさも。
残暑厳しい９月、怪談ナイトで涼んでみては？

～前回の客席アンケートより～
「語りは勿論、所作などはさすがと思う。
聴衆と一体となった語り口は、ラジオやテ
レビ、DVDなどでは味わえない。」

主催：(公財)米沢上杉文化振興財団／米沢市教育委員会
ノースロードミュージック
企画制作：オフショアー
協力：ユニＪオフィース

結成３０年の歴史が織りなす「声」の芸術

トランペットの魅力を再発見！

シングフォニカー・クリスマスコンサート

12/18(木) 18:30開演

全席指定 ￥5,200

５/14(水)〜18(日)FC先行受付
５/24(土)一般発売
伝国の杜
ローソンチケット
チケットぴあ
イープラスhttp://eplus.jp

※未就学児は入場できません。

☆◎

★☆◎

山形交響楽団ユアタウンコンサート米沢公演

2015/２/１(日) 16:00開演

全席自由 一般￥2,500
大学生以下￥1,000
(当日各500円増)
※未就学児は入場できません。

★☆◎

指定席 \4,000
自由席\3,000
学生券(自由席)\1,500
（当日券500円増）
※未就学児は入場できません。

９/３(水)〜７(日)FC先行受付
９/11(木)一般発売

11/５(水)〜９(日)FC先行受付
11/13(木)一般発売
伝国の杜／イオン米沢店／大沼
米沢店／音楽アズム舘／米沢楽
器店／山響事務局 他

伝国の杜／イオン米沢店／大沼
米沢店／音楽アズム舘／米沢楽
器店 他

ドイツの名門ヴォーカルアンサンブルによるクリスマスコンサート。
聴く人の心に直接訴えかける、その精巧なハーモニーは、世界各地の主
要な音楽祭でも絶賛されています。
彼らの幅広いレパートリーの中から、クラシック、そしてサイモン＆
ガーファンクルなどのポピュラーのほか、クリスマス直前の来日に合
わせ、クリスマスソングをメドレーでお贈りします。
傑出した「声」の芸術で聴く《Die Singphoniker Christmas Concert》
を、どうぞお愉しみください。

毎年恒例の山響ユアタウンコンサート。ヴィヴァルディ作としては唯
一の２本のトランペットによる協奏曲を演奏。
指揮：飯森範親
トランペット：井上直樹、松岡恒介
モーツァルト／交響曲第1番 変ホ長調 K.16
ヴィヴァルディ／2つのトランペットのための協奏曲 ハ長調 RV537
モーツァルト／交響曲 第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」
主催：(公社)山形交響楽協会／米沢市教育委員会／(公財)米沢上杉文化振興財団

おきたまの秋空に響け！吹奏楽の日コンサート2014

平 成 2 6年度 山形県能楽の祭典

９/14(日)

10/５(日)

毎年多くの来場者でにぎわう置賜版
「吹奏楽の日」は、
ホール内奏とピロティ
時間未定・入場無料 の庭奏とが、２会場同時に進行します。
スクールバンド、社会人バンド、アン
※詳しい内容は９月中に
サンブルなどまさに吹奏楽に浸る一日
発表予定です。
です。どうぞご一緒に過ごしてみませ
んか。

置賜文化ホール能舞台で一年に一度、
山形県内各地から能楽愛好団体が一堂
時間未定・入場無料 に会して日頃の成果を発表しています。
幽玄の心を表現する数々の脚本（謡曲）
※詳しい内容は８月中に
発表予定です。
を、合唱のように声で表現したり、能楽
器による演奏や舞で表したりします。
お気軽にご覧ください。

主催：置賜地区吹奏楽連盟／米沢市教育委員会／(公財)米沢上杉文化振興財団
置賜文化フォーラム

主催：山形県能楽協会／(公財)米沢上杉文化振興財団

チケット購入方法

【ご注意ください】 購入いただいたチケットは、
主催者の都合で公演が中止となる場合を除き、払い戻しできません。

(1)伝国の杜で
◇開館日の９時から17時まで事務室で取り扱いをしております。
発売初日の取り扱いはチラシまたはホームページをご確認ください。
◇電話予約が可能です。予約後は１週間以内にお引き換えください。
遠方にお住まいの方は郵便振替をお勧めしています。

(2)プレイガイドで
◇チラシ記載のプレイガイドに、各営業時間内に購入いただけます。
プレイガイドへの電話予約はできません。ご来店の上ご購入ください。
◇主催者の都合により販売期間内にプレイガイドでの取り扱いを終了する場合があります。
予めご了承ください。
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博物館のコレクションの中から
「ふるさと」がテーマの作品を紹
介。見慣れた米沢の風景から、今
では失われた風景まで作品に表現
された望郷の思いを味わっていた
だきました。

米沢ゆかりの演奏家がお出かけ
コンサートを行いました。ホール
に立ちよる機会が少ない子どもた
ちも、楽器の仕組みや作曲家の仕
事について学び、至近距離での生
演奏に目を輝かせていました。

国宝の「上杉本洛中洛外図屏風」と「上杉家文書」、上杉謙信・景勝・
鷹山の肖像など、当館には全国的にも有名な人気のある収蔵品があり、
様々なメディアに年間 300 件以上の収蔵品画像を提供しています。
メディアは書籍が半数程度で、テレビが 50 件程度、他には新聞、チラ
シ、インターネットのサイトなどです。その目的は歴史や美術に止まら
ず、観光案内やクイズ、教科書や学習参考書など実に様々です。テレビ
などでは、番組の目的をうかがって博物館が必要な資料を探し、ご提供
することもあります。
収蔵品画像のご利用に際しては当館への申請が必要です。まず画像利
用の手続きをご説明して許可申請をいただき、ご要望に合わせた画像
データ（デジタルまたはポジフィルム）を作成・送付します。画像が無い
場合は、有料で専門の業者に撮影を依頼することもあります。ご利用後
は成果物を 1 点納めていただき、記録化しています。
皆さんも、本や雑誌、テレビ、インターネット、さらには学習参考書
や他館の展示など、意外な場所で当館の収蔵品画像をご覧になっている

かもしれません。しかし、なんといっても写真に比べて本物の
迫力は格段です。写真をご覧になり興味をもたれたら、ぜひ本
物の魅力を確かめるため、博物館にいらしてください。展示さ
れていれば、あの有名資料の本物に出会えるかもしれません。

国宝「上杉本洛中洛外図屏風」
は提供数ダントツ１位！
全体像ではなく、部分の画像
利用もあります。

消費税法の改
正に伴い、販
売価格の改定
を予定してお
ります。

3/27～5/27
「草原驟雨」
「ハリスコの浜（浜微風）」 遠藤桑珠
「WINDOW」「DIARY 1997」後藤克芳
5/29～7/22
「遺跡への道」
「アッシジの丘」遠藤桑珠
「E」「A」後藤克芳
7/24～9/23
「ギゼーの丘」
「ウイピルを着た女性」遠藤桑珠
「Manhattan Summer1993」
「NYC」 後藤克芳
9/25～11/25
「ティスナレン湖」
「トールク風景」遠藤桑珠
「MY TOOL (B)」
「SUVENIR」後藤克芳

伝国の杜では、博物館やホール等の機能をいかした事業を開催し通年で数多くの利用者を迎えています。
伝国の杜サポーターは、ともに歩む協働の館づくりをめざして、以下の様々な活動をしています。
■インフォメーション
学習や旅行など来館者の目的に沿って館内の誘導をしたり
各種催事の内容、周辺の町歩きなどの相談に応じます。
主に博物館やホールが混雑する土日、祝日の活動です。
■レセプショニスト

■教育普及
体験学習室で各種ワークショッ
プなど博物館の教育プログラム
を通し、子どもたちの感性の成
長をサポートしています。主に
土日祝、学校休暇中の昼間の活
動です。

ホール主催の公演で、非日常の空間での舞台芸術公演を楽
しみに訪れるお客様を誘導します。公演を生で見られるメ 今年度非公募の活動
リットも！主に平日夜間、土日、祝日の活動です。
■MAT美術教員の会■米沢とんと昔の会
■広報活動■ピアノ弾きならし

置賜地方を中心に活動しているギター
アンサンブル「置賜クラシックギター愛
好会・センプレ」を迎え、クラシックギ
ター演奏会を行います。毎年人気の「蔵」コン
サートにつき、整理券はお早目にお求めください。

○5/5（月・祝）かわりかぶとに挑戦！
○5/5（月・祝）むかしむかしを聞こう①

5/5（月・祝）子供の日小中高校生入館無料
5/18（日）
「国際博物館の日」どなたでも入館無料

■5/17（土）チルドレンキュレーターズ活動日①
■5/17（土）色をつかまえよう
～カラーハンティング春～
秋月種美と上杉重定

■6/1（日）ブルーノ・ムナーリのアートとあそぼう
～コラージュ～

○6/7（土）笹巻きっていいなあ・・・

6/6(金)Entrance Jazz Night
〜水上まり(Vo)+大村武司(P)〜

■6/21（土）チルドレンキュレーターズ活動日②
■6/27（金）ナイトツアー
国宝「上杉本洛中洛外図屏風」を楽しむ

■7/6（日）日本の手わざ
型絵染入門～用の美をつくる～
■7/12（土）消しゴムはんこで夏気分
6/14（土）
↓
9/7（日）

■7/27（日）夏休みものづくりルーム①
透明な世界 グラスアートに触れる

展示替
7/23（水）

■8/8（金）水彩画入門

8/2(土)仲道郁代のおはなしコンサート
「不思議ボール」
8/2(土)仲道郁代ピアノ・リサイタル

○8/9（土）印画紙で簡単フォトグラムを
つくろう
■8/9（土）夏休みものづくりルーム②
色をつかまえよう～カラーハンティング夏～
■8/9（土）チルドレンキュレーターズ活動日③

○8/30（土）むかしむかしを聞こう②

9/10(水)林家たい平

独演会

9/14(日)平成26年度
山形県能楽の祭典
○9/20（土）むかしむかしを聞こう③
■9/26（金）ナイトツアー
ムーミン谷のひみつ

9/24(水)MYSTERY NIGHT TOUR 2014
稲川淳二の怪談ナイト
10/5(日)おきたまの秋空に響け！
吹奏楽の日コンサート2014

平成26年4月1日より、消費税増税に伴い米沢市上杉
博物館入館料、置賜文化ホール、練習室、会議室の
利用料金が改定になります。詳細はお問合せいただくか、
伝国の杜ホームページをご覧ください。

カワサキ印刷

