
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

平成 28 年 3 月 

公益財団法人 通信文化協会 

郵政博物館 

 

簡易生命保険誕生 100 年記念・扇面原画展 

-竹内栖鳳から東山魁夷、平山郁夫まで-  

美をあふぐ 華麗なる巨匠たちの扇の世界展 
 

2016 年 4 月 9 日（土）から 6 月 26 日（日）まで開催 

【前期：4 月 9 日～5 月 17 日 後期：5 月 19 日～6 月 26 日】 ※展示替え有り 

（会期中の休館日：4 月 27 日（水）、5 月 18 日（水）、6 月 1 日（水） ） 
 

 

近代日本美術の巨匠たちが描いた、秘蔵の扇の面画を一挙公開。 

 
                                       ① 

公益財団法人 通信文化協会は、郵政博物館 企画展示場において、 

簡易生命保険誕生100年記念・扇面原画展「－竹内栖鳳から東山魁夷、 

平山郁夫まで－ 美をあふぐ 華麗なる巨匠たちの扇の世界」展を 6月 

26日（日）まで開催します。 

 

大正5（1016）年10月に簡易生命保険が創業されてまもなく、逓信省に 

おいて、事業功労者への贈呈用として、美しい日本画が描かれた扇子 

が制作されました。 

その扇面の原画は、竹内栖鳳、土田麦僊から東山魁夷、平山郁夫まで、 

大正から昭和、平成の時代を代表する日本美術界の大家たちによって 

手がけられ、当館にはこのうち 61点の原画が収蔵されています。 

これらの原画は、制作後旧郵政省の倉庫にひっそりと眠っていたため、平成 3（1991）年に披露されるまで、その存在は

ほとんど知られていませんでした。当館でも、コレクションの全作品を展示することは滅多になく、まさに秘蔵のコレクション

といえます。 

 

このたび、簡易生命保険誕生 100 周年の記念の節目として、この極めて貴重なコレクションを前期・後期に分けて一挙公開

するとともに、簡易生命保険事業に関するさまざまな資料をご紹介します。また、ゴールデウウィークには、親子で楽しめるイ

ベントやワークショップも開催いたします。 

 

 このまたとない機会に、近代日本美術の巨匠たちが手がけた美しくも香しき扇の世界をご堪能ください。 
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東山魁夷 ≪青富士≫ 扇面原画 

           平成 6年 

       / 郵政博物館蔵 



本展展示の扇面原画の作家                                            

朝倉攝、荒木十畝、石井柏亭、上村松篁、大山忠作、奥田元宋、奥村厚一、奥村土牛、小倉遊亀、 

片岡球子、加藤晨明、鴨下晁湖、加山又造、川合玉堂、川崎小虎、川端龍子、木村荘八、小杉未醒、 

小林古径、小室翠雲、榊原紫峰、佐藤太清、高間惣七、髙山辰雄、竹内栖鳳、田中以知庵、土田麦僊、 

堂本印象、冨田溪仙、長野草風、西山翠嶂、西山英雄、野田九浦、橋本関雪、橋本明治、濱田台児、 

東山魁夷、樋口富麻呂、平福百穂、平山郁夫、福田平八郎、前田青邨、松林桂月、三岸節子、安田靫彦、 

山内多門、山口華楊、山口蓬春、山村耕花、山元春挙、横山大観  

※期間中、作品は前期 後期に分けて展示します。 

 

 

 

 

 ②                            ③ 

 

 

イベント                                                                

１．初日限定！ 入館者プレゼント  

本展の初日（4月 9日）に博物館にご入場のお客様に、記念品をプレゼントします。 

※数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。  

【日 に ち】  2016年 4月 9日（土） 

  【記念品提供】 一般財団法人簡易保険加入者協会 

２．本展オリジナル記念小型印の押印サービス（予定） 

  期間中、本展オリジナルの記念小型印が登場の予定。 

３．絵手紙教室 

【日 時】 4月 29日（祝金）、5月 7日（土）、6月 5日（日） 

      14:00～15:30 

【定 員】 10名 ※当日整理券を配布します 

【会 場】 郵政博物館多目的スペース 

【料 金】 無料（入場料が別途かかります） 

 【講 師】 日本絵手紙教室公認講師 

 

ゴールデンウィーク・イベント 「博物館で体験！ワークショップ」                                                          

１ 郵政博物館×科学のおねえさん 科学ショー 

【日 時】5月 1日（日） ①13:30～14:30 ②15:30～16:30 

【会 場】郵政博物館多目的スペース 

【料 金】無料（入場料が別途かかります） 

２ スタンプでアクセサリー作り！ 

  ラバースタンプと革を使ってブレスレットを作ります。 

【日 時】 5月 4日（水） 13:00～17:00  ※制作時間は 15分程度です 

【会 場】 郵政博物館多目的スペース 

【料 金】 1,000円（予定）（指導料、材料費込。入場料が別途かかります） 

 【講 師】 有限会社こどものかお 

３ ねんドル岡田ひとみのねんど教室  

◆「５歳以下限定！ねんドル岡田ひとみのねんど教室」 

   5歳以下のお子様と保護者（ペア参加）の初心者向け教室です。 

   ※ご注意：会場には参加者のみご入場できます。見学はできません。 

【日 時】 5月 2日（月） Ⓐ11:00～12:30 Ⓑ14:00～15:30 Ⓒ15:30～16:30 
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②東山魁夷 ≪青富士≫ 
   扇子 平成 6年 

/ 郵政博物館蔵 
   

         
③小倉遊亀 ≪桔梗≫  

扇面原画 平成 3年  
/ 郵政博物館蔵 

         



【定 員】 各回 25組 50名 

【会 場】 郵政博物館多目的スペース 

【料 金】 親子で 2,000円（指導料、材料費 2人分、写真撮影代込み。入場料が別途かかります） 

◆「ねんドル岡田ひとみのハイパーねんど教室」 

   小学生から大人まで参加のちょっぴりむずかしい作品を作る教室です。 

   ※ご注意：会場には参加者のみご入場できます。見学はできません。 

【日 時】 5月 8日（日） Ⓐ11:00～12:30 Ⓑ14:00～15:30 Ⓒ15:30～16:30 

【定 員】 各回 40名 

【会 場】 郵政博物館多目的スペース 

【料 金】 1,700円（指導料、材料費 2人分、写真撮影代込み。入場料が別途かかります） 

  応募方法 

   郵政博物館ホームページ（http://www.postalmuseum.jp/）トップページのお問合せをクリック、 

   お問合せフォームの“ワークショップ参加申込み”をチェックしてからお申込みください。 

   お問合せ内容に教室名と希望時間を必ず入力してください。 

   応募期間は 4月 25日（月）0:00からです。先着順で受け付けます。 

   携帯電話からお申込みされる方は、ドメイン指定受信で「tsushinbunka.org」からのメールを受信できるよう

にしてください。 

４ 郵便のりものチャーム 

  プラ板で郵便配達のバイクや自動車の手作りチャームを作ろう！ 

【日 時】 4月 30日（土）、5月 3日（火）、5月 5日（木）、5月 6日（金）  14:00～16:30   

【会 場】 郵政博物館多目的スペース 

【料 金】 無料（入場料が別途かかります） 

 

 

 

＜簡易生命保険誕生 100 年記念・扇面原画展＞ 

「‐竹内栖鳳から東山魁夷、平山郁夫まで- 美をあふぐ 華麗なる巨匠たちの扇の世界」展 の概要 

【会期】  2016年 4 月 9 日（土）～6 月 26 日（日）  10:00～17:30（入場は 17:00 まで） 
          （前期：4 月 9 日（土）～5 月 17 日（火）、後期：5 月 19 日（木）～6 月 26 日（日））※展示替え有り 
【休館日】   4 月 27 日（水）、5 月 18 日（水）、6 月 1 日（水） 
         ※上記は本展会期中の休館日です。それ以外の休館情報は、当館ＨＰにてご確認ください。 
【主催】   郵政博物館 
【後援等】  <後援>株式会社かんぽ生命、日本郵便株式会社  <協力>一般財団法人簡易保険加入者協会 
【会場】     郵政博物館 企画展示場 
 〒131-8139 東京都墨田区押上 1-1-2  東京スカイツリータウン・ソラマチ 9 階 
【入館料】 大人 300 円、小中高 150 円    ※10 名以上の団体は、大人 250 円/小中高 100 円 

※障がい者手帳をお持ちの方と介助の方は無料 
【展示内容】  
簡易生命保険誕生 100周年を記念して、竹内栖鳳、土田麦僊から東山魁夷、平山郁夫まで、近代日本美術界の巨匠

たちが描いた扇面原画 61点等を前期・後期に分けて展示。 
【アクセス】 

[交通]   東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線 
         京成押上線 都営浅草線：「押上（スカイツリー前）駅」下車すぐ 
         東武スカイツリーライン：「とうきょうスカイツリー駅」下車 

※博物館専用の駐車スペースはございません。公共の交通機関をご利用ください 
[東京スカイツリータウンイーストヤード 9階へのアクセス]  

       エスカレーターまたはエレベーターで8階まで。 
 8階で8-10階専用エレベーターへ乗りかえ、9階で降り右折正面。 
【H P】  http://www.postalmuseum.jp/ 
【TEL（一般）】 TEL 03-6240-4311 
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この他にも、楽しいイベンの開催を予定しています。詳細は決まり次第、郵政博物館 HPにてお知らせ 
します。<郵政博物館 HP>http://www.postalmuseum.jp/ 

 

  

東京スカイツリータウン® 

【プレスリリースに関するお問い合わせ】 
郵政博物館（公益財団法人通信文化協会博物館部） 担当：岩島、冨永 

  ℡：03-6240-4377  Fax:03-3625-2521 

http://www.postalmuseum.jp/


 

 

 

 

 
 

郵政博物館「-美をあふぐ-華麗なる巨匠たちの扇の世界」展 担当宛 

FAX : 03-3625-2521    E-mail：m-iwashima@tsushinbunka.org 
 

 貴社名：                    部署名： 

 ご担当者名： 

 TEL：                     FAX： 

 E-mail： 

 掲載/放映媒体名： 

 掲載/放映予定日：    月    日 
 
 
以下、お申込み内容をチェックしてください。 
 
□画像データ申込み  ご希望の画像の番号をチェックしてください。 
   □１  

東山魁夷 ≪青富士≫ 扇面原画 平成 6年 / 郵政博物館 蔵 
   □２ 
   東山魁夷 ≪青富士≫  扇子  平成 6年 / 郵政博物館 蔵 
□3 

小倉遊亀 ≪桔梗≫  扇面原画  平成 3年 / 郵政博物館 蔵 
 
 
□プレゼント用招待券申込み（5組 10名様） 
 
【画像使用にあたってのご注意】 
＊画像のご使用は、本展紹介を目的とする場合に限らせていただきます。なお、会期後のご使用はご遠慮くだ
さい。 
＊画像ご使用の際は、上記クレジットをご記入ください（青字：割愛可） 
＊画像の加工等はご遠慮ください。 
＊掲載/放映後、見本誌（紙）等のご提供をお願いいたします。 
 
【タイトルについて】 
 タイトル： 簡易生命保険誕生 100 年記念・扇面原画展 「‐竹内栖鳳から東山魁夷、平山郁夫まで-  

美をあふぐ 華麗なる巨匠たちの扇の世界」 （青字：割愛可） 
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広報用画像データ/プレゼント用招待券 
申込書 

 


