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太陽のパルフェ
748円（税込）

よくばりピザトースト

香ばしく焼き上げた厚切りパンに定番具材と5種類の
ソーセージをよくばりトッピング。子供から大人まで
満足できる一品。テイクアウトも可能です。

オリジナルトートバッグ
大 970円、小 760円（税込）

ロルバーンポケット付きメモ L
990円（税込）

今夏発売！有名文具メーカー
「デルフォニクス」とコラボし
たオリジナルノート。数量限定
販売のため、在庫がなくなり次
第販売終了となります。

リピータ続出の岡本太郎美術館
オリジナル商品。マチがあるので
荷物がたっぷり入り、シンプルな
デザインでお仕事や普段使いま
で幅広くご利用いただけます。ふ
るさと納税での購入も可能です。

Take out 778円
Eat In 792円

※イベントの詳細は美術館ホームページをご確認ください。

岡本太郎《樹霊Ⅰ》1999年再制作（原型は1970年）

カフェ店内

ショップ店内

川崎市岡本太郎美術館
〒214-0032 神奈川県川崎市多摩区枡形7-1-5 生田緑地内
TEL：044‒900‒9898　FAX：044‒900‒9966
https://www.taromuseum.jp
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生田緑地入口バス停

専修大学前バス停

東口ビジターセンター
P東口駐車場

P
西口駐車場

西口サテライト

交通案内
●小田急線向ヶ丘遊園駅
－南口から徒歩17分
－南口から市バス3分
（5番のりば・溝口駅南口行・溝19系統（1時間に1～2本））
「生田緑地入口」下車、徒歩8分
－南口からタクシー4分（日本民家園前下車）徒歩5分
－北口から小田急バス10分
（3番のりば・専修大学前行・向10系統（1時間に2～6本））
終点「専修大学前」下車、生田緑地西口園路
（通行可能時間8:00～17:30）を通って徒歩6分
●車利用の場合は、生田緑地東口・西口駐車場（有料）をご利用ください

この施設の運営には
宝くじの収益金の一部が
使われています。川崎市

開館時間
休 館 日

観 覧 料

利用案内
9：30～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日は除く）、祝日の翌日（土曜・日曜は除く）、
年末年始、他に展示替えによる休館日あり
※9月1日から来年1月末日まで休館
展覧会ごとに異なります。

※イベントの詳細は美術館ホームページをご確認ください。

©池上直哉

音あそび♪ かわさきジャズ＠岡本太郎美術館　10月15日（土）
岡本太郎美術館と、かわさきジャズの初のコラボ企画。親子で楽しめるライブ・ワークショップ、
アフリカの楽器体験、キッズドラム演奏体験など楽しいプログラムを開催します。

時間：①10：00～　 ②10：30～
講師：【MKG Band】坂口 勝（Per）、千葉 香織（Key）、岩永 源内（Gt） 
対象：中学生以下（同伴者は2名まで。未就学児は要保護者同伴。）
定員：各回14組　場所：企画展示室
申込：電話受付（9/22 （木）10：00から受付開始）、先着順

時間：〈第2部〉13：00～　〈第3部〉14：00～
講師：川崎ドラム教習所
対象：〈第2部〉中学生以下

（同伴者は2名まで。未就学児は要保護者同伴。）
　　  〈第3部〉小学生、中学生（同伴者は2名まで。）
定員：各回14組　場所：企画展示室
申込：電話受付（9/22 (木) 10：00から受付開始）、先着順

10月29日（土）

美術館でフラワーレッスン  Vol.18

秋色のプリザーブドフラワーやリーフドライなど様々な素材をコラージュのように
貼り付けて、美しい色を織りなす秋をイメージしたフレームアレンジを作りましょう。

講師：重田章子（日比谷花壇認定講師）
時間：①10：30～12：00 ②14：00～15：30
対象：どなたでも（小学校3年以下は保護者同伴）
定員：各回15名　場所：創作アトリエ
料金：材料費2,500円
申込：電話受付9/29（木）10：00から受付開始、先着順

「美しき秋の訪れ～秋色コラージュ～」

①10月22日（土） ②10月23日（日）

KITEN in TARO museum

ダンスワークショップ

10月8日（土）
可愛いグリーンインテリア「コケ玉」をつくろう！栽培しやすい
観葉植物を使って TARO さんにあやかって目玉をつけた「顔」
のコケ玉です。陶器の皿もおつけします。

講師：小山裕行（日比谷花壇認定講師）
時間：①10：30～11：30 ②14：30～15：30
対象：どなたでも（小学校3年以下は保護者同伴）
定員：各回20名
場所：岡本太郎美術館　母の塔下（屋外）
料金：材料費1,600円
申込：電話受付9/16（金）10:00から受付開始、

先着順　※荒天中止

営業時間：11：00～16：00　ラストオーダーは15：30
直通電話：044-900-6155

かわいいコケ玉をつくろう！2022秋

11月3日（木・祝）
KITEN in TARO museum

11月5日（土）※荒天の場合は翌日、11月6日（日）に延期
美術館の仕事の一つとして、作品の保存・管理があります。屋外に
設置されている彫刻の洗浄をすることで、普段は触ることのできな
い作品に触れるとともに、美術館の仕事を体験してみませんか。

講師：黒川弘毅（武蔵野美術大学／有限会社ブロンズスタジオ）
時間：13：00～16：00
対象：どなたでも（小学校3年以下は保護者同伴）
定員：10名　
場所：ガイダンスホール、屋外
料金：無料
申込：電話受付10/21（金）10：00から受付開始、

先着順

TARO作品にふれて・洗って・楽しもう

11月12日（土）

美術館でフラワーレッスン  Vol.19

今年のクリスマスは、雪の聖夜をイメージしたハーフリースアレンジを作ります。
生のグリーンに白やシルバーの飾りをつけて、ホワイトクリスマスを演出しましょう。

講師：重田章子（日比谷花壇認定講師）
時間：①10：30～12：00 ②14：00～15：30
対象：どなたでも（小学校3年以下は保護者同伴）
定員：各回15名　場所：創作アトリエ
料金：材料費2,500円
申込：電話受付10/14（金）10：00から受付開始、

先着順

「～雪降る聖夜のハーフリースアレンジ～」

10月1日（土）

　

秋の花「コスモス」。お花屋さんのラッピング素材で大きなコスモスを作りま
しょう。完成したコスモスと一緒に、秋真っ盛りの生田緑地をお楽しみください。

企画：指定管理者（株）日比谷花壇
時間：11：00～15：00
定員：当日随時、先着順　場所：母の塔下（屋外）
料金：400円（材料費）
対象：どなたでも（小学3年生以下のお子さまは

要保護者同伴、ご一緒に制作にご参加くだ
さい）

お花屋さんの素材でつくる
ラージコスモス

11月13日（日）

　

《坐ることを拒否する椅子》に囲まれた中で、自分だけの
“坐ることを拒否する椅子”を作りましょう。いろいろなデザ
インでたくさん作って、ミニギャラリーにしてみましょう。

時間：10：00～11：30 
対象：どなたでも（小学校3年以下は保護者同伴）
定員：20名　場所：企画展示室
料金：500円
申込：電話受付10/21（金）10：00から受付開始、

先着順

ミニチュア・坐ることを拒否する椅子

11月13日（日）
美術館を飛び出し、自然豊かな生田緑地を散策しながら、太郎
さんがテーマにした“太陽”や“風”や、生田緑地に生きる“植
物”や“動物”をテーマに、みんなで楽しく描きましょう！
時間：13：30～15：30 
対象：どなたでも（小学校3年以下は保護者同伴）
定員：12名　場所：美術館周辺、創作アトリエ
料金：300円
申込：電話受付10/21（金）10：00から受付開始、

先着順
※雨天の場合は、創作アトリエでの制作になります。

青空TAROアトリエ

ー描こう！“太陽・風・植物・動物”ー

11月27日（日）
第24回 TARO賞入選作家の園部惠永子さんと一緒に、描き
たいままに描けない筆（グングニル）を使って、絵を描いてみま
しょう。
講師：園部惠永子（作家）
時間：①10：00～11：30 ②14：00～15：30
対象：3歳～小学生までの子どもとその保護者
定員：各回10組（1組3名まで）　
場所：企画展示室
料金：500円
申込：電話受付11/4（金）10：00から受付開始、先着順
※イベントの詳細は美術館ホームページをご確認ください。

美術館で描こう！

12月4日（日）
イラストレーターの“じゅえき太郎”さんとムシのお話を楽しみ
ながら、オリジナル昆虫を描きましょう！

講師：じゅえき太郎（イラストレーター）
時間：①10：30～12：00 

②14：00～15：30
対象：小学3年生～大人
定員：各回25名　場所：企画展示室
料金：500円
申込：電話受付11/11（金）10：00から

受付開始、先着順

じゅえき太郎さんと、
オリジナル昆虫を描こう！

12月10日（土）

美術館でフラワーレッスン  Vol.20

新年が希望あふれる年になるよう願いを込めて、縁起物の扇をイメージした
アレンジを作りましょう。艶やかな赤やオレンジに白やグリーンをアクセント
使いして、華やかな中にも落ち着いたお正月を演出します。

講師：重田章子（日比谷花壇認定講師）
時間：①10：30～12：00 ②14：00～15：30
対象：どなたでも（小学校3年以下は保護者同伴）
定員：各回15名　場所：創作アトリエ
料金：材料費2,500円
申込：電話受付11/11（金）10：00から受付開始、先着順

「扇の舞～艶やかな扇アレンジ～」

舞踊家・加藤みや子×美術家・金沢健一によるコラボレーション
ワークショップ。11月3日に開催される公演「KITEN in TARO 
museum」の世界に触れながら、加藤みや子ダンススペースの
ダンサーと一緒に体を動かし金沢健一の音の作品を体験してみ
ましょう。

舞踊家・加藤みや子×美術家・金沢健一によるダンス公演「帰
点」の第3弾を当館で開催します！観客は金沢健一の音やマリ
オネットの作品が点在する企画展示室の中をダンサーたちとと
もに移動します。最後にはダンサーたちが一つに集まり、くり広
げるスケール感のあるパフォーマンスが見ごたえあり！

Café＆Shop

カフェテリアTARO
生田緑地の林を抜けて、階段を上がった右手がカフェテリアTAROです。
緑を眺めながらのティータイムをお楽しみください。
※カフェのみのご利用も可能です。

※天候や事情により出店を見合わせる場合がありますので、
　事前にホームページをご確認下さい。

西口広場キッチンカー
母の塔の下では、土曜・日曜・祝日にキッチンカーを出店して大変好評を
頂いております！東口「森のマルシェ」とは少し違ったメニューでリピーター
続出。美術館休館中も営業しますので、ぜひご利用ください！
出店メニュー情報はホームページでご案内いたします。

営業時間：11：00～16：00 
直通電話：050-3728-3992
オンラインショップ：https://taro.shop-pro.jp/

ミュージアムショップ
ミュージアムショップでは、岡本太郎作品をモチーフにしたアクセサリー、
生活雑貨、文具、書籍などたくさんの商品をご用意してみなさまの
お越しをお待ちしています。観覧券なしでお入りいただけます。
※当館オリジナル商品もそろえております。

営業日：休館期間中の土・日・祝日
※2023年1月以降は、次号TAROニュースVol.81または、当館
ホームページにてお知らせいたします。
12月下旬～1月の閑散期は、天候により休業する場合があります。

会期：2023年２月18日（土）～４月16日（日）

第26回岡本太郎現代芸術賞（TARO賞）
The 26th Exhibition of the Taro Okamoto Award for Contemporary Art

時代を創造する者は誰か！
1954年、岡本太郎43歳のときに出版された『今日の芸術』。
この本には、「時代を創造する者は誰か」というサブタイトルがつけられていました。
1996年、岡本太郎没、享年84歳。
その直後、岡本太郎記念現代芸術大賞 （2006年岡本太郎現代芸術賞に改称）、
通称「TARO賞」が創設されました。
彼の遺志を継ぎ、まさに「時代を創造する者は誰か」を問うための賞。今年は第
26回をむかえます。芸術の新しい可能性を探る、「ベラボーな」（太郎がよく使っ
た言葉です）作品をご覧ください。

主　催：公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団・川崎市岡本太郎美術館
審査員：椹木野衣、土方明司、平野暁臣、山下裕二、和多利浩一（50音順）

休館日：月曜日、その他臨時休館あり
観覧料：一般700（560）円、高・大学生・65歳以上500（400）円、中学生以下は無料
※（ ）内は20名以上の団体料金　※常設展もあわせてご覧いただけます。

【会期・会場】
[大阪展] 2022.7.23（土）-10.2（日）

大阪中之島美術館
[東京展] 2022.10.18（火）-12.28（水）

東京都美術館
[愛知展] 2023.1.14（土）-3.14（火）

愛知県美術館

公式サイト　https://taro2022.jp

主催：
[大阪展]　大阪中之島美術館、公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団、川崎市岡本太郎美術館、NHK大阪放送局、NHKエンタープライズ近畿
[東京展]　公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団、川崎市岡本太郎美術館、NHK、NHKプロモーション  
[愛知展 ]　愛知県美術館、公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団、川崎市岡本太郎美術館、NHK名古屋放送局、NHKエンタープライズ中部

協賛：NISSHA、三井住友海上 

第25回岡本太郎現代芸術賞　岡本太郎賞
吉元れい花《The thread is Eros, It’s love！》2022年

カフェ前広場ミニコンサート
美術館は休館ですが、カフェとミュージアムショップは土・日・祝日は営業中。ランチタイムのひとときを素敵な音楽でお楽しみ下さい。地元で頑張るミュージシャンの方を中心にご紹介します。

詳細はホームページでご案内いたします。

日時：10月～12月の第2・4土曜日　11：30～12：30 ※予定場所：カフェテリアTARO前広場

〈第１部〉音あそび♪ 「フリーセッションチャレンジ！」 〈第2部〉〈第3部〉　
音あそび♪「エンジョイ！JAZZドラム体験」

手作りの楽器を作って、ジャズの生演奏&ジャグリングパフォ
ーマンスを間近に体感 !初めてでも楽しく参加できます！

ジャズ生演奏、観覧
開演 11：00
（当日先着40名
開始30分前から開館、
エントランスで受付）

講師：加藤みや子（舞踊家）、加藤みや子ダンススペースダンサー
金沢健一（美術家）

時間：①10：00～　②13：00～（所要時間3時間程度）
対象：①小学6年生まで（未就学児は親子で参加してください）

②中学生以上
定員：①15組　②15名　場所：企画展示室
料金：①小学生以下無料、親子で参加の方は１組1,000円

②一般1,000円、中・高・大学生500円
申込：電話受付9/30（金）10：00から受付開始、先着順

出演：加藤みや子（舞踊家）、加藤みや子ダンススペース他ダンサー
金沢健一（美術家）

時間：①11：00～12：30
②14：30～16：00

場所：企画展示室
料金：一般1,000円、

中・高・大学生500円、
小学生以下無料

※直径約35cm

過去開催の様子

休館中もさまざまなイベントを開催いたします。

企画中

※画像は過去の作例です


