箱根ラリック美術館

特別企画

｢美術館でバードウォッチング ラリックの鳥の世界」
2012.03

箱根ラリック美術館では、特別企画「美術館でバードウォッチング

ラリックの鳥の世界」を2012年4月28日（土）

〜9月30日（日）まで開催します。フランスを代表するジュエリーとガラスの工芸作家、ルネ・ラリックの作品を展示する
箱根ラリック美術館は、2012年3月で開館7周年を迎えます。

特別企画概要
ルネ・ラリック(1860 -1945)が得意としたのは、自然の花、美しい女性だけで
はありません。大空を自由に飛び回る鳥たちも、数多く作品に登場させました。
ジュエリー作品では、七宝やオパールを使って、ハクチョウやクジャクの美し
い羽を生き生きと描きました。ハヤブサやイヌワシなどスピード自慢の鳥たちは、
ガラスのカーマスコットとして、ラリックに命を吹き込まれています。まるで、
鳥たちが作品の中で自由に飛び回っているかのようです。
今回の特別企画では、鳥をモチーフにしたラリックの作品をバードカービング
作品や鳥のイラストなどと共に展示します。そこに生きた鳥がいるかのように錯
覚してしまう、精緻に作られたバードカービング。鳥の動きの微妙な瞬間を見事
にとらえたイラストレーション。ラリックの鳥たちと寄り添うと、いまにも作品

ルネ・ラリック作
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から抜け出して、会話を交わしはじめそう。美術館の中でバードウォッチングが
楽しめるような世界です。
さらに、毎週日曜日に開催する「バードウォッチング・ツアー」では、箱根の
鳥のスペシャリストが、美術館周辺を案内します。タイミングが合えば、
ラリック作品に登場する野鳥にも出会えるかもしれません。美術館の庭には、
チェーンソーで彫刻した鳥のオブジェも並びます。また、鳥のおもちゃ作りや
バードカービング教室など、子供から大人まで楽しめるワークショップも盛り
だくさんです。
豊かな自然に囲まれた箱根ラリック美術館で、美術鑑賞を超えてアウトドア
な体験をした気分に浸れる特別企画です。
ルネ・ラリック作
ペンダント
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期

間

2012年4月28日（土）〜9月30日（日）

会

場

箱根ラリック美術館 （常設展示室・企画展示室）

出展作品

ルネ･ラリック作
櫛「孔雀」 ―

本
本邦初公開

ペンダント「二羽の白鳥」
香水瓶「三羽のツバメ」

など70数点

※水上清一作 バードカービング作品、齋藤壽作 イラストレーション作品、各約20点

協

力

一 般 財 団 法 人 自然 公 園 財 団（箱 根 ビジターセンター）､ N P O 法 人
ウッドボイス、小 田 原 邸 園 交 流 館 清 閑 亭、神 奈 川 県 立 生 命 の 星・
地球博物館、公益財団法人 日本野鳥の会、財団法人 日本鳥類保護
連盟、財団法人 山階鳥類研究所、齋藤壽､水上清一（五十音順、敬称略）

ルネ・ラリック作
香水瓶「三羽のツバメ」1920年

ラリック作品に肉迫するバードカービングと
鳥のイラストレーション
自然の植物や生物を、研ぎ澄まされた観察眼で描き出した
ルネ・ラリック。今回、彼の鳥作品と対峙するのは、今にも
飛びたちそうなバードカービング作品と、究極なレベルまで
描き込まれた鳥のイラストレーションです。意外な組み合わ
せが、みごとなハーモニーを奏でます。

←右から
ルネ・ラリック作
カーマスコット
「ハヤブサ」1925年
カーマスコット
「孔雀の頭」1928年
水上清一作
バードカービング
「菜の花にホオジロ」

→齋藤 壽 作
水彩画「カワセミ」

美術館の外へ飛び出せ！ スペシャル・ミュージアム・ツアー
定期的に開催しているミュージアム・ツアー（毎週火曜と金曜11時から30分
間）。今回はこれに加えて、館内の作品解説だけでなく、美術館棟の外へ出て楽
しむ「バードウォッチング・ツアー」を用意しました。「箱根ビジターセンター」
の鳥のスペシャリスト上妻信夫氏が、いつもと違う視点から案内します。
こう づま

開 催 日

毎週日曜日

午前10時〜12時、午後13時30分〜15時30分

所要時間

約2時間 （荒天の場合は中止）

参加費用

無料

対象年齢

子供から大人まで（小学生以下は保護者同伴）

↑ミュージアム・ツアー
→鳥の巣箱を美術館の庭に設置！
野鳥を招き入れます。

子供が楽しめるワークショップ 「作って遊ぶ鳥のおもちゃ」
昨年の「ラリック先生と遊ぼう！虫の自由研究」で大人気だったワークショッ
プを今年も開催。羽ばたく鳥のおもちゃ作りやパズルなど、子供だけでなく、大
人も夢中になれる盛りだくさんの内容です。

開 催 日

4月28日（土）〜5月６日（日）、 7月20日（金）〜9月2日（日）

参加費用

無料

対象年齢

５才くらいから
↑ワークショップの作品（イメージ）
「ツバメの紙飛行機」

バードカービング教室 「木で作ろう！ 小さいカワセミ」
木片から削り出して小さいカワセミを作る、バードカービングの入門編。小学5
年生くらいなら、ひとりでも最後まで制作することができます。材料だけでなく道
具類も用意してありますので、手ぶらで参加可能。カワセミ作りの他、当日はバー
ドカービング作家、水上清一氏による制作実演や作品解説も随時行います。

開 催 日

5月3日（木・祝）、6月17日（日）、7月30日（月）、31日（火）、
8月22日（水）、23日（木）
各日午前10時〜12時、午後13時30分〜15時30分

所要時間

約2時間

参加費用

1,000 円（予定）

対象年齢

小学生から大人まで（小学生以下は保護者同伴）

↑バードカービング教室の様子
→教室でつくる作品

鳥をテーマにスペシャルメニューが登場･･･カフェレストラン「ＬＹＳ（リス）」
カフェレストラン「ＬＹＳ」は、箱根ならではのカジュアル・フレンチが味わ
えるレストラン。オープンテラスではグリーンの芝生や自生した木々が一望で
き、開放的な気分で食事やカフェを愉しむことができます。
今回のイベントに合わせて、鳥に関連したスペシャルメニューを用意しまし
た。「皿の上の春」は、鳥の巣と卵をモチーフにしたオードブル。竹の子、ウド
などの春野菜と鶏肉を茹でて皿に敷き、この上に半熟の卵フライをのせたヘルシ

オードブル「皿の上の春」

ーな一品。ワインを飲みながら食べると、さらに味わい深い美味しさに。
また、“チーズの巣”という意味の「ニ・ド・フロマージュ」も、巣の中にある卵
に見立てた、かわいいデザインのスイーツ。卵の形をしたレアチーズケーキの中
には、アプリコットとオレンジのソースが隠されています。一口食べると程良い
甘さのチーズケーキと酸味のあるソースが、口の中で広がります。巣の部分は、
カダイフという麺状の生地。しっとりしたチーズケーキに、サクサクの麺……
２種類の食感を同時に味わえるのも魅力のひとつです。
子供も大人もワクワクしながら食べられる、目にも楽しいメニューです。
スイーツ「ニ・ド・フロマージュ」

可愛い鳥の巣や鳥モチーフのグッズがたくさん ･･･ショップ
「ＰＡＳＳＡＧＥ」
雑貨のセレクトショップ「ＰＡＳＳＡＧＥ（パッサージュ）」では、特別企画
展の関連グッズを販売します。おすすめは、小鳥のパーツと巣を組み合わせて作
る、オリジナルのインテリア小物。まず、大小２〜３種類中から好きな鳥の巣を
選びます。そこに、好みの小鳥をのせて、足のワイヤーで固定するだけ。自由に
アレンジできるのが魅力です。さらに鳥柄アイテムのコーナーでは、クリアファ
イル、クリップ、ブックカバーなどのステーショナリーを用意。旅の思い出に最
適です。

組み合わせて作る鳥の巣

鳥パーツも登場。人気のジェルキャンドル作り･･･ショップ「ＰＡＳＳＡＧＥ」
セレクトショップ「ＰＡＳＳＡＧＥ（パッサージュ）」の2階では、鳥のパーツ
を入れて作る「ジェルキャンドル」のクラフト体験を実施。カラーサンドで土台
を作り、好きな鳥などのパーツを選び、ジェルを流し込むだけで、オリジナル
キャンドルの出来上り！ 家族で、友達同士で気軽にチャレンジできます。

ジェルキャンドル料金

1,000円、1,200円（基本料金）
＋パーツ（1個210円〜）
※器の形によって料金が異なります

所要時間

約30分

ジェルキャンドル体験

施設概要
施設名称

箱根ラリック美術館（LALIQUE MUSEUM, HAKONE）

所在地

〒250−0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原186番1
FAX：0460−84−2271
TEL ：0460−84−2255
URL：www.lalique-museum.com

開館日

2005年3月19日（土）

営業時間

午前9時〜午後5時（入館は午後4時半まで）

営業日

年中無休（展示替のため臨時休館あり）

美術館入館料

大人 1,500円
高校生、大学生、シニア（65歳以上） 1,300円
小学生、中学生 800円
※2010年4月29日(木・祝)より、レストラン、ショップ、庭園の入場は無料になりました

施設内容

敷地総面積 13,004.50㎡
美術館棟 2,601.30㎡
ミュージアム・ゲート 70.78㎡
特別展示 オリエント急行サロンカー
カフェレストラン・LYS 1,083.45㎡ 店内100席
ショップ・パッサージュ 827.93㎡
庭園（池、小川、蝶の森）
1日300円

テラス100席

専用駐車場

第一駐車場（100台）

第二駐車場（100台）

無料

アクセス

電車・バスをご利用の場合
■箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より、箱根登山バス「湖尻・桃源台」行きにて約30分
「仙石案内所前」下車すぐ
■小田急箱根高速バス「新宿駅」より約120分「箱根仙石案内所」下車すぐ
■箱根施設めぐりバス「箱根ラリック美術館」下車すぐ
■小田急箱根高速バス羽田線「羽田空港」より「横浜駅東口バスターミナル（そごう横浜店）」
「御殿場駅」経由約150〜165分 「箱根仙石案内所」下車すぐ
車をご利用の場合
■東名御殿場I.C.より乙女峠経由、仙石原まで約20分

設計・施工

鹿島建設株式会社、株式会社丹青社

事業主
本社所在地
代表者

株式会社 ル・ミューゼ ハタ
東京都中央区銀座4丁目4番5号
代表取締役 簱 功泰

本件及び取材等に関するお問い合わせ先
箱根ラリック美術館ＰＲ担当：株式会社小田急エージェンシー
貴誌
（紙）
・貴番組にてご掲載いただく際の読者からのお問い合わせ先
箱根ラリック美術館

tel：03−3344−5988
tel：0460−84−2255

