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令和 3 年６月１５日 

 

2021 年度 観峰館 夏季企画展 開催概要（プレスリリース） 

 

 

1. 展覧会名称 

夏季企画展「何紹基－清朝巨匠の書－」 

 

2. 概要 

清朝が衰退に向かう嘉慶・道光・咸豊・同治の四代を生きた何紹基（1799～1873）は、傑

出した書家として知られています。その書は、同じく激動の時期に活躍した唐の顔真卿（709

～785）に学び、さらに篆隷の要素を加味したもので、とくに独特のうねりと躍動感が特徴

的な行書は、今なお多くの人を惹きつけてやまないものです。 

観峰館は、初期から全盛期、そして晩年まで約 20 件の何紹基作品を収蔵しており、ここ

までまとまったコレクションは、他に例を見ません。本展では、館蔵何紹基作品を通じて、

その魅力に迫ります。 

 

3. 主催 

公益財団法人 日本習字教育財団 観峰館 

〒529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町 136 

TEL：0748-48-4141 FAX：0748-48-5475 

 

4. 会場 

 新館 特別展示室 

 

5. 会期 

 2021 年 6 月 19 日（土）～8 月 29 日（日） 

 休館日：月曜日（祝日の場合は翌日） 

 

6. 開館時間 

 10：00～17：00（入館は 16：00 まで） 

 

7. 入館料 

一般：500 円 高校生・学生：300 円 中学生以下：無料 

 

 



2021 年度 観峰館夏季企画展 開催概要（プレスリリース） 

2 

 

8. 関連イベント 

ソーシャルディスタンス（互いに距離）をとり、参加者の皆さまにはマスク着用・手指の

消毒・検温にご協力いただいたうえで実施します。中止や延期をする場合があります、詳し

くは観峰館ホームページでご確認ください。 

 

①土曜講座「何紹基の学書」 

日 時：6 月 26 日（土）13 時 00 分～14 時 00 分 

担 当：瀨川 敬也（観峰館 学芸員） 

参加費：入館料（一般 500 円）が必要です 

会 場：書院展示室 正庁 

定 員：２０名（要予約）。定員になり次第締め切ります。 

 

 

②学芸員によるギャラリートーク 

日 時：7 月 11 日（日）13 時 30 分～14 時 10 分 

担 当：瀨川 敬也（観峰館 学芸員） 

参加費：入館料（一般 500 円）が必要です 

会 場：新館 特別展示室 

定 員：２０名（要予約）。定員になり次第締め切ります。 

 

 

③学芸員によるギャラリートーク 

日 時：8 月 8 日（日）13 時 30 分～14 時 10 分 

担 当：瀨川 敬也（観峰館 学芸員） 

参加費：入館料（一般 500 円）が必要です 

会 場：新館 特別展示室 

定 員：２０名（要予約）。定員になり次第締め切ります。 

 

 

④土曜講座「何紹基書法の変遷」 

日 時：8 月 21 日（土）13 時 00 分～14 時 00 分 

担 当：瀨川 敬也（観峰館 学芸員） 

参加費：入館料（一般 500 円）が必要です 

会 場：書院展示室 正庁 

定 員：２０名（要予約）。定員になり次第締め切ります。 
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9. 主な出品作品 

  

 

 

 

10. 同時開催 夏季平常展 

①寺子屋で学ぼう！（本館 4 階展示室） 

観峰館が所蔵する和本・教科書コレクションは、江戸時代から明治・大正時代に使用され

た習字教育資料を中心に、全国各地で出版され、活用されたものです。また、観峰館の在る

東近江市は、寺子屋などの教育機関における文字教育が盛んであった地域として知られて

います。 

この展覧会では、寺子屋で使用された、さまざまな「往来物」を紹介するとともに、その

書物がたどった歴史についても紐解いていきます。特集として、「往来物」の代表である「庭

訓往来」の全所蔵品を一堂に展示します。 

 

②中国絵画 春の絵・めでたい絵（本館 5 階展示室） 

観峰館が所蔵する中国書画から、「臨書」と「倣画」を中心に取り上げます。 

手本を写す「臨書」と先人の画風に倣う「倣画」は、中国書画の学習方法として、また表

現手段として、古くから行われてきました。本展では、観峰コレクションの中から近代中国

の書家・画家による「臨書」と「倣画」をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

何紹基 

「庚子銷夏記語四屏」 

清時代後期 

何紹基 

「論米元章天馬賦軸」 

清時代後期 

何紹基 

「典冊楷書対聯」 

清時代後期 
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11. 同時開催イベント 

①観峰館フォトコンテスト 

 期 間 ：6 月 19 日（土）～8 月 29 日（日）（夏季展開催中） 

 応募方法：「#（ハッシュタグ）観峰館フォトコンテスト」をつけて Instagram に投稿。 

 ※賞品／参加特典があります。詳しくは観峰館ホームページをご確認ください。 

 

②夏休み子ども博物館 

 期 間：7 月 12 日（水）～8 月 29 日（日） 

 小学生以下を対象とした「夏休み子ども博物館」として、下記３つのイベントを行います。 

 

a.クイズラリー 

対 象：小学生 

 参加費：無料※①は参加予約が必要です。 

①観峰館へ来て挑戦！ 

※館内をクイズシートを持って観覧しながらクイズに答えます（記入式）。 

②インターネットで挑戦！ 

※「バーチャル観峰館」を利用した、来館不要のクイズラリーです。「バーチャル観峰館」

については、本プレスリリース「13. 「バーチャル観峰館」について」をご覧ください。 

 

b. 博物館 de 紙しばい 

日 時： 

 ①7 月 29 日（木）10：30～11：30 

 ②8 月 6 日（金）10：30～11：30 

 ③8 月 14 日（土）10：30～11：30 

 対 象：小学生以下の児童（必ず保護者同伴でお願いします） 

 参加費：無料※参加予約が必要です。 

 定 員：各回 3 組まで 

 

c. 動画講座 

 YouTube で簡単な拓本の採り方を解説した動画を公開します。 
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12. 関連 URL 

ホームページ：https://kampokan.com/ 

Facebook：https://www.facebook.com/KampoMuseum 

Instagram：https://www.instagram.com/kampo_museum/ 

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCjST61ncMR26_oHEBV3217A 

 

 

 

 

ホームページ    Facebook      Instagram      YouTube 

 

13. 「バーチャル観峰館」について 

 観峰館では、インターネット上で展覧会をご覧いただける「バーチャル観峰館」を公開し

ています。 

 新型コロナウイルス感染が収束しない現在、来館が困難な方々も多くいらっしゃいます。

実際に来館することは出来なくても、仮想空間で展示を楽しんで頂くことを目的として、

「バーチャル観峰館」は誕生しました。 

 夏季企画展「何紹基－清朝巨匠の書－」も、現実の展示とあわせ、6 月 19 日（土）から

「バーチャル観峰館」でご覧いただくことが出来ます。また、常設展示についても VR でご

覧いただくことが出来ます。ぜひご利用ください。 

 

「バーチャル観峰館」は左記 QR コードからご覧ください。 

 

 

 

14. 展覧会担当者 

公益財団法人 日本習字教育財団 観峰館 

 学芸員 瀨川 敬也（せがわ たかや） 

〒529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町 136 

TEL：0748-48-4141 FAX：0748-48-5475 

Mail：kampokan@nihon-shuji.or.jp 

 

※「バーチャル観峰館」についての取材・お問い合わせは、Zoom／電話取材でも対応いた

します。観峰館までお気軽にお問い合わせください。 

 

以上 

https://kampokan.com/
https://www.facebook.com/KampoMuseum
https://www.instagram.com/kampo_museum/
https://www.youtube.com/channel/UCjST61ncMR26_oHEBV3217A

