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岡崎市美術博物館
第26
第26回愛知まちなみ建築賞受賞
6回愛知まちなみ建築賞受賞
6
「おか
かしん先端科学奨学金制度」奨学生による成果
か
「おかしん先端科学奨学金制度」
奨学生による成果発表会開催
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マインドスケープ・ミュージアム

年︶︑ 有 限 責 任 岡 崎 信 用 組 合 と し て

岡崎信用金庫は︑1924年︵大正
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▲第4回愛知まちなみ建築賞を受賞した建物は、建築家 栗生明氏（千葉大学名誉教授）の手によるものです。

今回は︑美術博物館を訪ねました︒

園︑運動施設などが充実しています︒

は︑美術博物館をはじめ︑図書館や公

文化や教育の拠点となってきた岡崎市

います︒古くから西三河の中心として︑

は︑温暖な気候と豊かな水に恵まれて

愛知県のほぼ中央に位置する岡崎市

さまにご愛顧いただいております︒

設立以来︑岡崎市を中心に地域のみな
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▲美術博物館のある岡崎中央総合公園 夕日の丘は
岡崎市の街並みを一望できる絶好のポイントです。
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▲美術博物館前の池に掛かる睡蓮の浮橋を渡ると、
石の野外ミュージアム「恩賜苑」があります。
おん し えん

▲美術博物館前に広がるプロムナードは、緑に
癒される絶好の散歩道です。

▲景色を眺めながら、料理が楽しめる
「YOUR TABLE」
。

美術品・博物資料を
幅広く収集

自然豊かな岡崎中央総合公園の一角

に位置する岡崎市美術博物館は︑愛称

でもある﹁マインドスケープ・ミュー

ジアム ﹂︵ 心を語るミュージアム ︶をコ

ンセプトに平成8年7月に開館しまし

た︒徳川家康公の生きた時代に関する

資料をはじめ︑バロック絵画からシュ

ル レ ア リ ス ム ︑現 代 美 術 ま で ︑﹁ 心 ﹂を

伝える美術品・博物資料を幅広く収集

しています︒これらの収蔵品を中心に

展示する収蔵品展や︑企画展など年間

約6回の多彩な展覧会を開催するほか︑

企画に合わせた様々な催しやワーク

ショップを行うなど︑年間を通じて幅

広い世代に親しまれる美術博物館です︒

展覧会のテーマに合わせた
レストランと売店もオススメ

館内にあるカフェ・レストラン

﹂は︑土・日曜日限
﹁ YOUR TABLE
定のモーニングをはじめ︑ランチから

ディナーまで︑時間とともに変わる街の

景色を眺めながら︑美味しい料理と

ゆったりとした時間が楽しめます︒ま

﹂
た ︑ミュージアムショップ﹁ YAGURA
は︑センスのよい文具や小物をはじめ︑

店長自ら厳選した逸品が揃っています︒

どちらの店も︑展覧会のテーマに合

わせて趣向を凝らすなど︑何度訪れて

も楽しめるよう工夫がされています︒
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岡崎市美術博物館では、多くのかたが楽しめるさまざまな展覧会を開催しています。

4月6日（土）〜5月19日（日）

チェコ・デザイン100年の旅
日本初の総合的なチェコ・デザイン展！
！
ヨーロッパの中心に位置するチェコ。その首都プラハは19世紀
に世界の富が集中し、チェコ・キュビスムなどの芸術運動が花開き
ました。本展では、チェコ国立プラハ工芸美術館の収蔵品を中心
に、19世紀末のアルフォンス・ミュシャから現代のアニメーショ
ンまで、幅広い魅力を持つチェコの文化をデザインの視点からたど
ります。チェコのデザインを、日本で初めて総合的に紹介します。
1．パヴェル・ヤナーク《クリスタル型小物入れ》1911年
2．パヴェル・ヤナーク《テーブルランプ》1913年
3．ミロスラフ・ナヴラーチル《シェルチェア》1959年
《チェゼタ・スクーター501型》1957年
4．チェスカー・ズブロヨフカ・ストラコニツェ社（シュコダ財団）
1〜3：チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague 4：個人蔵

1．

2．

講演会
【1】「チェコ・デザインとチェコ国立プラハ工芸美術館のコレクションについて」
日時：4月6日（土）14時〜
講師：ラジム・ヴォンドラーチェク氏（チェコ国立プラハ工芸美術館主任学芸員）
【2】「戦前チェコの前衛的なデザイン・その代表作とコンテキスト」
日時：4月20日（土）14時〜
講師：ヘレナ・チャプコヴァー氏（博士〈美術史〉/立命館大学グローバル教養学部准教授）
【1】
【2】 会場：美術博物館1階セミナールーム
共通 講師：先着70名（当日13時30分から整理券配布・開場）※聴講無料

ギャラリートーク
3．

PICK
UP

日時：4月27日（土）・〈親子向け〉5月5日（日・祝）14時〜 / 担当：美術博物館学芸員
会場：美術博物館1階展示室 / 参加費：無料（ただし、当日の観覧チケットが必要です）

4．

鶴田卓池と三河の俳諧
蕉風俳諧の系譜
9月28日㈯〜11月10日㈰
江戸時代後期、松尾芭蕉の流れをくむ鶴田卓
池らが三河の俳諧をリードしました。卓池は岡
崎菅生に生まれ、その俳諧は多くの支持者を得
て全国的にも名を馳せ、天保四老人の一人にも
挙げられています。本展では鶴田卓池を中心
に、三河の俳諧に影響を与えた松尾芭蕉をはじ
め卓池の師や門人の俳諧資料を紹介し、三河俳
諧の広がりについて考えます。

鶴田卓池《六俳仙図》岡崎市美術館蔵

▲当金庫本店のあるこの地には、鶴田卓池の生
家がありました。現在は碑が建っています。
当金庫の南にある満性寺には、卓池が葬られ
ており、境内には句碑が建っています。
平成31年3月 No.776
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6月1日（土）〜7月15日（月・祝）

琉球の美

国宝来たる！
！

琉球は中国を中心とするアジア文化圏をつなぐ交流のかけ橋として栄え、独
自の文化が発展しました。
本展では「国宝 琉球国王尚家関係資料」の美術工芸品をはじめ、沖縄県内
の各機関が所蔵する琉球漆器と、日本有数のコレクションを誇る松坂屋に伝わ
る紅型衣装から、海上交易を通じて異国の美意識を取り込みつつ生み出された
琉球王国の多彩な美を紹介します。また岡崎出身の地理学者志賀重昻が沖縄か
ら持ち帰った、首里城に掲げられていた扁額を合わせて展示します。
《黄色地松枝垂桜燕流水菖蒲鶴亀模様衣裳》松坂屋コレクション

7月27日（土）〜9月16日（月・祝）

キスリング
ポーランドに生まれたキスリング（1891ー1953）は、第一次大戦前後にパ
リに集まった画家たちによる「エコール・ド・パリ」を代表する画家のひと
りです。1910年にパリに出たキスリングは、その後、エコール・ド・パリの
中でも比較的早い段階で成功をおさめ、またその人柄から多くの人々に慕わ
れました。本展では、肖像、花、風景、裸婦、静物など、その制作と展開を
概観できる様々な主題の作品を紹介し、キスリングの画業をたどります。
キスリング《サン=トロペでの昼寝（キスリングとルネ）》1916年
プティ・パレ美術館 / 近代美術財団、ジュネーヴ
Petit Palais / Art Modern Foundation, Genève

Message
M
当館は、平成 年の開館以降、地元岡崎の歴史から国内外の美術まで、さまざまな資料
を収集、展示しています。年 回ほど開催する企画展では、企画に合わせて展示室のレイ
アウトを毎回変えたり、内容に沿った催しやワークショップを開催しています。また、年
間パスポートをお持ちのかた向けのナイトミュージアムやコンサートなどの限定イベント
も大変ご好評いただいています。2019年は、更に幅広い世代のかたに気軽に楽しんでいた
だけるよう、さまざまな企画展を予定しています。どうぞお楽しみに！
岡崎市美術博物館 館長

榊原 悟 氏

Information
住
所：愛知県岡崎市高隆寺町字峠1番地
電話番号：0564-28-5000
休 館 日：月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌平日が休館）、年末年始
※展示替え中は臨時休館します。スケジュールはホームページをご覧ください。
開館時間：10時〜17時（入館は16時30分まで）
入 館 料：展覧会により異なります。※岡崎市内の小中学生は無料
※各種障がい者手帳の交付を受けているかた及びその介助者1名は無料
公共交通機関ご利用の場合
・名鉄バス「東岡崎駅」のりば②番「中央総合
公園」行き乗車「美術博物館」下車、徒歩3分

お車をご利用の場合
・東名高速道路「岡崎I.C. 」から約10分
4
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お得な年間パスポート

Museum-pass（ミュージアムパス）お得な特典付き！

▶一般パス 3,000円 ▶学生パス
（高校生以上）2,000円
▶ペアパス 2,000円 ※ペアパスは一般パスと同時申し込みで、同住所のかた

展覧会限定チケット

Limi-pass（リミパス）

各展覧会限定のフリーパス。詳しくは、美術博物館ホームページまたは問い合わせを。

Okashin News
第２６回愛知まちなみ建築賞受賞
平成31年1月29日㈫、当金庫名古屋支店
は金融機関の事務所では初となる「第２６回
愛知まちなみ建築賞」を受賞いたしました。
このたびの受賞は、①当金庫名古屋支店が
名駅と栄を東西に走る三蔵通と、名古屋城か
ら大須へ南北に走る御園通と交差する場所に
位置し、外装のアルミキャストスクリーンに
「麻の葉」をモチーフとした伝統和柄を用い
たことにより御園座エリアの持つ和の雰囲気
に馴染んでいること、②昼間は数本の柱によ
り支えられた上部のインパクトに目を奪われ
ますが、辺りが暗くなると地上2階まではガ
ラススクリーンから内部の光が漏れだし、上
部はアルミキャストスクリーンから静かに華
やかに光の演出をし、御園座界隈を道行く人
を楽しませていること、③閉鎖的になりがち
な金融機関の建物が積極的に、このエリアの
まちなみを形成する一つの要因となっている
ことが評価されたもので、これからの金融機
関の建物としての可能性を感じる作品である
として、今回の受賞となりました。

ƕƖƢǞƖǔƹƕჹǔƦ

麻の葉をモチーフとした
アルミ外壁

撮影者／鈴木文人

「おかしん先端科学奨学金制度」
奨学生による成果発表会開催
平成31年2月18日㈪、「おかしん先端科学奨学金制度」の奨学生4名による研究成果発表会を当
金庫本部２階大ホールで開催しました。これは岡崎市にある「自然科学研究機構」との地域連携協
定に基づき、地域社会の発展と人材育成に寄与することを目的に平成24年8月創設した同制度の主
旨に基づくものです。聴講者50名を前に、基礎生物学研究所の石井智子氏が「細胞の潜在能力を引
き出す鍵」
、片山香織氏が「新たな手法による遺伝子改変マウスの作製」
、生理学研究所の角田潤氏
が「位相差低温電子顕微鏡による腸球菌が持つナトリウムポンプの構造解析」
、分子科学研究所の
伊豆仁氏が「人工光合成への挑戦」のテーマで、わかりやすく丁寧に研究内容を発表しました。

研究の成果を発表された方々
左から角田潤氏、
石井智子氏、
片山香織氏、
伊豆仁氏

平成31年3月 No.776

5

で く し

木偶師 二代目萬屋仁兵衛

からくり

観覧
無料

人形公演

4月4日㈭

18：000
18
0・119
9：00
00・20
20：000
0（全
全3回）
3回）

岡崎城二の丸能楽堂
岡崎城二の
の丸能楽堂
丸能楽堂
堂 岡崎市康生町561番地1
（岡崎公園内）
さん ば そう

演目／「三番叟」からくり人形
（お囃子生演奏）実演
おかしん正調岡崎五万石同好会による
「正調岡崎五万石」
「岡崎小唄」
主催：岡崎信用金庫
お問い合わせ／岡崎信用金庫

地域振興部

℡0564−25−7213

笑って過ごすも一日、愚痴って過ごすも一日。
ならばみんなで笑いましょう
！
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自動車購入をご検討のお客様へ

ネット申込ＯＫ
郵送契約ＯＫ

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

おかしん カーライフプラン
ご融資金額

期間限定

1,000万円まで

ご融資期間

最大10年

金利優遇キャンペーン実施中

キャンペーン期間：2019年２月18日㈪〜2019年12月31日㈫
（2020年3月31日までの実行分に適用）

カーライフプラン

カーライフリピートプラン

最大優遇後※

通常金利

年3.78％〜年

最大優遇後※

1.68%

通常金利

年3.54％〜年

（ご融資期間５年以内／固定金利）

1.47%

※お取引状況により優遇幅は変動します

（ご融資期間５年以内／固定金利）

※お取引状況により優遇幅は変動します

カーライフプランの４つ の 特徴
特徴１

ご来店不要
でも契約可能

特徴２

特徴３

車のご購入から車検まで

お得な
金利プラン

幅広い
お使いみち

特徴４
他金融機関からの

お借換可能

をご用意しています

キャンペーン

特別金利

発行／岡崎信用金庫 編集／総務部
電話︿〇五六四﹀二五│七一一七
︵ http://www.okashin.co.jp
︶

■ご融資期間／３ヶ月以上10年以内（1ヶ月単位）。
５年以内は固定金利、
５年超は変動金利になります。
■ご融資金額／10万円〜1,000万円（1万円単位）
■お使いみち／新車購入、中古車購入、バイク購入、電動アシスト自転車購入、パーツ・オプション購入・取付、免許取得、車検・修理、自動車保険、車庫設置、
自動車ローンの借換えなどの資金（ただし、営業用車両や個人から購入する場合は除きます。）
■保証料／金利に含まれます。
■ご利用いただける方／年齢が満20歳以上満65歳未満の方、公的健康保険制度に加入している方、安定継続した収入のある方、当金庫の営業地区内に居住
あるいは勤務されている方、一般社団法人しんきん保証基金の保証が得られる方
■ご返済方法／固定金利の場合、元利均等返済（ご融資金額の50％以内でボーナス返済併用も出来ます）、変動金利の場合、元利均等返済または元金均等返済
のいずれかを選択できます。
（ご融資金額の50％以内でボーナス返済併用も出来ます）
■担保・保証人／（一社）
しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要です。
■必要書類／本人確認書類（運転免許証など）、健康保険証など、資金使途確認書類（見積書、請求書など）、年収確認書類（源泉徴収票など）
■その他／ご融資金は、原則としてご購入先へお振込みいただきます。なお、振込み手数料については、お客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。
＜対象条件＞下記１項目該当で年0.45％〜年0.70％優遇。最大３項目まで。
■ 給与振込または公的年金振込を当金庫でご利用になっている方。
■ ５大公共料金の口座振替を当金庫で３種類以上行っている方。
■ 当金庫で住宅ローンを利用されている方。
■ 優良運転者または18歳以下の子供さんがいる世帯の方（18歳に達した最初の3月31日までの申込受付分まで）
■ 来店不要型で申込みされる方

＜リピートプラン条件＞
当金庫のお取引で次のいずれかに該当する方は、
リピートプランが適用されます。
① しんきん保証基金保証付のカードローンをお持ちの方（同時申込も可）
② しんきん保証基金保証付の個人ローン・住宅ローンをご利用の方

詳しくは
こちらを
ご覧下さい。

（「当初ご利用から6ヶ月以上経過されており、直近の約定返済が行われている方」もしくは「ご利用が無くなってから3年以内の方」）
□ 実際にお借りいただく日の金利が適用となり、お申込時の金利と異なる場合があります。
□（一社）しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要です。
□ 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
□ 金融情勢の変化などにより内容を変更・中止させていただく場合がございます。

□ 毎月のご返済額等につきましては、本支店窓口で試算いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
□ 一部繰上返済・期日前完済・条件変更をされる場合は所定の手数料がかかります。
□ 詳しくは、本支店窓口までお問い合わせください。なお、窓口に商品概要説明書をご用意しております。

