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午前9時～午後5時（入館は閉館の30分前まで）
休館日 ： 毎週月曜日（祝日の場合は開館、翌平日休館）

一般520円（410円）
大学生・高校生310円（250円）
中学生・小学生130円（100円）
※静岡市在住または通学している中学生以下及び、
　静岡市在住の70才以上の方は無料
※身体障害者手帳等をご持参の方及び介助者は無料
※( )は20名以上の団体料金

〈電車をご利用の場合〉
JR東海道本線「由比」駅下車後 徒歩25分、タクシー5分
〈お車をご利用の場合〉
東名高速清水ICから国道1号経由約20分
●美術館駐車場 21台（由比本陣公園 無料駐車場）

開館時間

入 館 料

アクセス

〒421-3103 静岡県静岡市清水区由比297-1  Tel.054-375-4454（代） Fax.054-375-5321  mail: info@tokaido-hiroshige.jp  www.tokaido-hiroshige.jp
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展覧会概要
街道の整備に伴う人々の往来の増加や庶民の旅への興味の高まりなどにより、浮世絵のジャンルのひとつとして
確立した街道絵。本展では江戸と京を結ぶ主要街道、海岸線を通る「東海道」と列島中央の山間を通る「中山道」。
この二大街道を描いた浮世絵版画のシリーズ作品を紹介します。季節や天候、時間帯など様々な組み合わせに
よって彩られたシリーズ作品の魅力をお楽しみください。

令和2年度  第2回企画展

主催：静岡市東海道広重美術館（指定管理者 特定非営利活動法人ヘキサプロジェクト）

Part 1

Part 2

2020年8月25日[火]～11月1日[日]
8月25日[火]～9月27日[日]
9月29日[火]～11月1日[日]

二大街道
～東海道と中山道～
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歌川広重『木曽海道六拾九次之内 洗馬』当館蔵 歌川広重『木曽海道六拾九次之内 中津川』当館蔵

『木曽海道六拾九次之内』
（全71図：中津川異図含む）

『木曽海道六拾九次之内』は、中山道の風景を歌川広重と美人画
の名手 渓斎英泉が描いたシリーズ作品です。
日本橋から大津宿までの全70点に世界で数点しか確認されて
いない希少作「雨の中津川」を加えた計71点を展示します。

Part 1 8月25日(火)～9月27日(日)

歌川広重『木曽海道六拾九次之内 大井』当館蔵 

『東海道五拾三次之内』は、浮世絵師 広重の名を一躍広めた出
世作です。日本橋から京までの全55点を大展示室にて展示しま
す。小展示室では一枚の版画の中に大小輪郭の異なる枠で複数
の宿場関するに絵を貼交風に配した、全12点の『東海道張交圖
會』を展示します。

歌川広重『東海道五拾三次之内 蒲原 夜之雪』当館蔵 

『東海道五拾三次之内』
（保永堂版、全55図）

Part 2 9月29日(火)～11月1日(日)

歌川広重『東海道五拾三次之内 庄野 白雨』当館蔵 歌川広重『東海道五拾三次之内 沼津 黄昏圖』当館蔵

二大街道
～東海道と中山道～
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※掲載の展示内容及び出展作品は都合により変更となる場合がございます。

『東海道張交圖會』

Part 2 小展示室

歌川広重『東海道張交圖會東海四 原 吉原 蒲原 由井 興津』当館蔵

①原 竹取もの語かくや姫

②吉原（柏原） 不二沼名産鯰鱣

③蒲原（いわふちの不二） 西行東下り

④由井（立場） くら沢名ぶつ さゝ ゐのつほ焼

⑤興津（清見関） 汐濱風景

□ 日 　 時
□ 参 加 費

：
：
9月13日（日）、10月11日（日）　13:00～13:30
無料　※入館料別途
当日当館エントランスホールにお集まりください。（申し込み不要・定員制限無）

当館学芸員によるギャラリートークイベント 

※新型コロナウイルスの影響で中止になる場合がございます。

関連企画

毎年10月に実施しています公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団による「浮世絵版画の実演&摺り体験ワークショップ」
につきまして、新型コロナウイルス感染症対策のため中止になります。また、同日開催予定の地元イベントの由比街道まつりも中止
となりました。イベントを楽しみにしていただいていたお客様には大変申し訳ございません。 ご理解・ご了承のほど、宜しくお願い申
し上げます。

イベント中止のお知らせ
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〈使用条件〉
※作品写真の使用目的は、本展のご紹介のみとさせていただきます。なお、本展覧会終了後の使用はできませんのでご了承ください。
※ご使用の際には、画像のトリミングや、別の画像との合成、文字乗せ等はご遠慮ください。
※各画像のキャプション及びクレジットを明記の上、ご使用ください。
※ご使用の際には、お手数ですが校正紙をEメール添付にて担当までお送りください。
※弊館での広報実績資料とさせていただくため、後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVD、CDなどお送りいただければ幸いです。

■作品およびクレジット

1. □ 展覧会ポスターイメージ  ・・・・
2. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⓒ Shizuoka City Tokaido Hiroshige Museum of Art
『東海道五拾三次之内 沼津  黄昏圖』静岡市東海道広重美術館蔵
『東海道五拾三次之内 蒲原 夜之雪』静岡市東海道広重美術館蔵
『東海道五拾三次之内 庄野 白雨』静岡市東海道広重美術館蔵
『木曽海道六拾九次之内 洗馬』静岡市東海道広重美術館蔵
『木曽海道六拾九次之内 中津川』静岡市東海道広重美術館蔵

広報用画像提供のご案内
展覧会広報用として下記6点のデジタルデータをご用意しております。
ご希望の場合はメールまたはファックスにてお申込みください。
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広報用画像データ申込書

静岡市東海道広重美術館 広報担当 行
FAX : 054-375-5321 E-mail : info@tokaido-hiroshige.jp

貴社名 ：

媒体名 ：

ご担当者名 ： 

TEL ：　                                           FAX ：

E-mail ：
画像到着希望日： 　　  月　　   日　

掲載予定日（コーナー名）： 　　    月 　　    日

■ご希望の作品番号にチェックをつけてください

〈使用条件〉
※作品写真の使用目的は、本展ご紹介のみとさせていただきます。本展覧会終了後の使用はできませんのでご了承ください。
※ご使用の際には、画像トリミングや別の画像との合成、文字乗せ等は遠慮ください。
※各画像のキャプション及びクレジットを明記の上、ご使用ください。
※ご使用の際には、お手数ですが校正紙を Eメール添付にて担当までお送りください。
※弊館での広報実績資料とさせていただくめ、 後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録の DVD、CD などお送りいただければ幸いです。

本美術館及び展覧会、イベント等をご紹介いただく際は、連絡お願いします。
TEL.054-375-4454／FAX.054-375-5321 　info@tokaido-hiroshige.jp
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二大街道
～東海道と中山道～

1. □ 展覧会ポスターイメージ  ・・・・
2. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6. □ 歌川広重  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⓒ Shizuoka City Tokaido Hiroshige Museum of Art
『東海道五拾三次之内 沼津  黄昏圖』静岡市東海道広重美術館蔵
『東海道五拾三次之内 蒲原 夜之雪』静岡市東海道広重美術館蔵
『東海道五拾三次之内 庄野 白雨』静岡市東海道広重美術館蔵
『木曽海道六拾九次之内 洗馬』静岡市東海道広重美術館蔵
『木曽海道六拾九次之内 中津川』静岡市東海道広重美術館蔵




