Side Events

アフタヌーンティー

カフェ アルブル

Kew &
Flora Japonica

特別カフェメニューとしてスコーンセット
などがお楽しみいただけます。

期間中の土・日・祝日限定
要予約
［アフタヌーンティーセット］
スコーンなどの軽食、
デザート、
ドリンクが
含まれています。

アフタヌーンティーセット

1セット 4,000円
（※要予約、
1セット2名様目安です）
①11:30〜13:00 ②13:30〜15:30（2部制）各回限定5セット
予約

前日までにお電話にて受け付け。カフェ アルブル TEL088-882-0410

展示館／参加無料

音楽演奏

ピアノとチェロ、
オーボエでイギリスの作曲家の曲を中心に演奏します。
カフェで紅茶を飲んだり、中庭の植物を眺めたりしながらごゆっくりと
お過ごしください。
日時
演奏者

7月21日
（土）
、
22日
（日）①13：00〜 ②14：30〜
寺田達郎（チェロ）
、
﨑本絵里菜（オーボエ）
、
安田結衣子（ピアノ）

英 国 キュー 王 立 植 物 園 収 蔵 画 と F l o r a

J a ponica

二 度と会えない
かもしれない、
オリジ ナ ル

珠 玉の植 物 画たち。
本展では英国キュー王立植物園
が収蔵する18世紀以降に描かれ
た歴史的植物画のほか牧野富太
郎の植物図、
そして現代の日本人
画家が描いた美しい日本の植物
を一堂に展示します。初めて海を
渡ったキュー王立植物園収蔵画
の展示は、
昨年の東京展示に続き
本展が最後となります。

ウォルター・フィッチ  #5693の原画
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［ 特 別 展 観 覧 券 ］※入園料とは別途観覧券が必要です。
前売券

一般 1,400円（入園料720円を含む）

当日券

一般 1,000円（別途入園料720円が必要）小・中・高校生 500円
※未就学児は無料

入園料 一般720円（高校生以下無料）、団体620円（20名以上）、年間入園券
［入園料］
2,880円（1年間有効のフリーパス）※身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦
傷病者手帳・被爆者健康手帳所持者と介護者1名および高知市・高知県長寿手帳所持者は無料

関連イベント
高 知 県 立 牧 野 植 物 園

〒781-8125 高知市五台山4200-6 Tel088-882-2601 www.makino.or.jp
Facebook：MakinoBotanicalGarden Instagram：makinobotanicalgarden

開 園 6 0 周 年 記 念 特 別 展

主催／高知県立牧野植物園開園60周年記念特別展
「Flora

英国キュー王立植物園収蔵画と

英国キュー王立植物園

Flora Japonica フローラ ヤポニカ
2018.6/2 〜 8/5
土

牧野富太郎記念館

日

Japonica」実行委員会、

後援／高知県、高知市、高知県教育委員会、高知市教育委員会、NHK高知放送局、RKC高知放送、
KUTVテレビ高知、KSSさんさんテレビ、
エフエム高知

9:00〜17:00 会期中無休

展示館 企画展示室・植物画ギャラリー
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協力／とさでん交通

植物 画講座

本館 アトリエ実習室／定員 各15名／参加無料

要予約

講演会 1

本館 映像ホール／定員80名

植物園から発信する植物研究
アジアの植物多様性研究で世界をリードするティモシー・
アターリッジ博士とランの保全研究の第一人者遊川知久
博士をゲストに、
当園の研究員とともに講演を行います。
日時

6月3日
（日）10:00〜
（開場9:30）

講師

ティモシー・アターリッジ
（キュー王立植物園）
遊川知久（国立科学博物館）

石川美枝子 キリ

小西美恵子 ホオノキ

植物学のための植物画｛ 経験者向け ｝

講義の後、
キュー王立植物園が発行する
『カーティスのボタニカルマガ

通訳付き

高知県立牧植物園 研究員
※参加無料、
申込不要（直接会場にお越しください）

講演会 2

本館 映像ホール／定員80名

6月16日
（土）10：00〜15：00（12：00〜13：00は昼休憩）

対象

植物画の描画経験者

持ち物

申込

5月16日
（水）9時から受付（先着順）

鉛筆（HB・H・2H）、消しゴム、練ゴム、30㎝定規、
ディバイダー、水彩
用紙（細目、A4サイズ程度）
、
トレーシングペーパー、
ルーペ、
カッター
ナイフ、
水彩絵の具、
パレット、
筆

講師

山中麻須美

Masumi Yamanaka

1987年に陶磁器デザイナーとして渡英。2004年よりパンドラ・セラーズに
師事、植物画を学び2007年よりキュー王立植物園公認植物画家となる。
2010年、英国王立園芸協会（RHS）ボタニカルアートショーにてゴールド
メダル受賞。展示会コーディネーターとしてFlora Japonicaを手掛ける。

■ 水彩画の描き方｛ 一般向け ｝
題材となる植物をじっくりと観察し、
えんぴつで線画を描いたのち、
水彩絵
の具で彩色します。参加者の経験に応じてご指導しますので、初心者の
方でも気軽にご参加いただけます。
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日時

7月15日
（日）
、
16日
（月・祝）各日13：00〜16：00 ※2日間ともご参加ください

対象

一般（高校生以上）

持ち物

鉛筆（HB・H・2H）、消しゴム、練りゴム、
コンパス
（またはディバイダー）

申込

6月6日
（水）9時から受付（先着順）

※絵の具・筆・パレットなどはご用意していますが、
画材をお持ちの方
はご持参ください。
講師

石川美枝子

Mieko Ishikawa

植物画家。植物画講師。植物図鑑等のイラストレーションを描くと
ともに、国内外で作品を発表。英国王立園芸協会RHSコンクールで
ゴールドメダル受賞。
キュー王立植物園などに作品が収蔵される。
英国『ハイグローヴ植物画集』
に作品が掲載される。

■ えんぴつ画の描き方｛ 子ども向け ｝
植物をじっくりと観察し、
えんぴつで線画を描きます。基礎からやさしくご指導
しますので、
植物を初めて描くお子さまでも安心してご参加いただけます。
日時

7月29日
（日）10：00〜15：00（12：00〜13：00は昼休憩）

対象

小学生以上（内容は小学生向けです）

申込

6月6日
（水）9時から受付（先着順）

持ち物

鉛筆（B・HB・H）、消しゴム、練りゴム、
コンパス

日時

6月17日
（日）13：30〜
（開場13：00）

講師

山中麻須美（キュー王立植物園）

キュー王立植 物 園 公 認の植 物 画 家・山 中 麻 須 美さんを講 師に

画の描き方を学んでいただけます。

お迎えし︑
同園所蔵の日本に関係するさまざまなコレクション

についてお話しいただきます︒

ジン』
で描かれる植物画の描き方のポイントなどをふまえ、本格的な植物
日時

遊川知久博士

キューガーデン所 蔵の
日 本コレクション

■

山中麻須美 イチョウ

ティモシー・アターリッジ博士

※参加無料、
申込不要（直接会場にお越しください）

植物標本画デモンストレーション

展示館 カフェ

植物標本画とは、標本をもとに植物の全体像
や花の分解図などを描き、対象とする植物の
分類上の特徴を伝えるものです。
ふだんは目に
する機会の少ない制作するようすを間近で
ご覧いただけます。
日時

7月1日
（日）9：00〜17：00

※参加無料、
申込不要（直接会場にお越しください）
講師

安江尚子 Naoko Yasue

植物標本画家。2005年より山中麻須美氏に師事。
2014年キュー王立植物園で植物標本画・サイエン
ティフィックイラストレーションを学ぶ。2016年『カー
ティスのボタニカルマガジン』
に作品が掲載。2017年
刊行の
『新分類 牧野日本植物図鑑』
に作画で参加。

安江尚子 ヤブコウジ属の一種

※本講座はえんぴつ画を描く講座ですが、
画材をお持ちいただければ、
描いた線画に色を塗っていただくことも可能です。
講師

小西美恵子

植物画家。Kobe植物画会代表、
日本植物画倶楽部会員、
アメリカ
ボタニカルアート協会（ASBA）会員。
キュー王立植物園などに作品が
収蔵される。国立科学博物館主催第3回植物画コンクール文部大臣
奨励賞受賞。
キュー王立植物園クリスタベル・キングに師事。
各講座の予約申込

特別展オリジナルグッズ

特設ショップ
（展示会場）

Mieko Konishi

当園HPの申込フォーム、FAX、入園窓口よりお申し込みください。

ポストカード 各120円
クリアファイルA5サイズ 各270円
KEWハーブティー 540円
KEWフレーバーティー 540円 など
KEWハーブティー／フレーバーティー

