わ たし 林 芙 美 子
一度お出掛けになりませんか

没後60年記念

山ノ内に刻まれた足跡

リンゴも沢山求めてあります…
（1945年1月16日

疎開先の山ノ内町角間温泉から

川端康成あて書簡より）

作家林芙美子（1903〜1951）は、戦争が深刻化した1944〜1945年にかけて、
山ノ内町上林温泉、つづいて角間温泉に疎開しました。ベストセラーの『放浪記』
（1930年）や晩年の名作『浮雲』など、社会の隅に生きる庶民を慈しむように描いた
作品を次々と発表した流行作家は、疎開先で日々なにを思い、どのように過ごして
いたのでしょうか。都会からはるばる来た作家の姿を、町の人々は鮮明に記憶
していました。
本展では、林芙美子文学館（角間温泉）のご協力のもと、昨年、没後60年を

執筆中の林芙美子 Ⓒ林福江

むかえた林芙美子の山ノ内町に散りばめられた足跡を追います。原稿や色紙のみならず、絵画も得意とした林芙美子の
自画像や、貴重な贈呈品、装飾品も展示いたします。さらに、山ノ内町に疎開
していた著名な文化人が町に残した作品、同時代の初版本などが一堂に
会します。

Hayashi Fumiko (1903~1951) Japanese novelist
Many of Fumiko Hayashiʼs works revolve around the theme of the masses living in
the corner of society. One of her best-known works is Hōrōki (translated into English
as "Vagabond's Diary"). Her activities during her refuge to our Yamanouchi-town
(1944~1945) at the tail end of the Second World War remain vividly in the memories
of the townspeople. We are happy to present our new exhibit focused on her lasting
regacy in our town ― paintings, articles, clothes, accessories, etc. ― along with the
existing works of other refuges.
林芙美子 《角間風景》 新宿歴史博物館蔵

展覧会関係イベント
◆座談会「林芙美子 ―― 角間でのすがた」
黒鳥正人（林芙美子文学館館長）、山本秀麿（画家）
日時：5 月 26 日（土）14:00~
会場：2 階展示室
料金：参加無料（要入館料）
◆「音楽のあるギャラリートーク」
展覧会の見どころのご紹介
あわせて林芙美子の時代の音楽を楽しみませんか ?
日時：6 月 2 日（土）14:00~15:00
会場：2 階展示室
料金：参加無料（要入館料）

魯迅から贈られたと伝えられる腕輪 個人蔵

◆ワークショップ「着物のはぎれで鯉のぼりをつくろう !」
日時：5 月 12 日（土） 14:00~15:30
講師：アオキタカエ（クラフトデザイナー〔ヤンネ 須坂市〕）
会場：1 階ロビー
料金：参加無料（要入館料） ※要申込
山ノ内町立

SHIGA KOGEN ROMAN MUSEUM

志賀高原ロマン美術館

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町平穏1465（上林温泉）
1465 Hirao,Yamanouchi-machi,Shimotakai-gun,Nagano,381-0401,JAPAN
TEL：0269-33-8855 FAX：0269-33-8825 URL：http://www.s-roman.sakura.ne.jp/

林芙美子の書 林芙美子文学館蔵

設計：黒川紀章建築都市設計事務所

没後 60 年記念

新宿歴史博物館蔵

山ノ内に刻まれた足跡
Her lasting regacy in Yamanouchi

山ノ内町立

山ノ内を訪れた文化人
− 伊東 深水

川端 康成

中島 清之

竹久 夢二

棟方 志功

ほか −

SHIGA KOGEN ROMAN MUSEUM

志 賀 高 原 ロ マン美術館

４. 21（Sat）−６. 24（Sun）

2012 .

開館時間 Hours ／ 9：00 〜 17：00（入館は16：30まで Admission is until 16：30）
休館日 Closed ／ 木曜日 Thursdays（ただし５月３日は開館。Except May ３）
入館料 Entrance Fee ／ 大人 Adults ￥500（￥450）
小中学生 Elementary & Junior School Children ￥300（￥250）
※（

）内は20名以上の団体料金（Groups of over 20 people）

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町平穏1465（上林温泉）
1465 Hirao,Yamanouchi-machi,Shimotakai-gun,Nagano,381-0401,JAPAN
TEL：0269-33-8855 FAX：0269-33-8825 URL：http://www.s-roman.sakura.ne.jp/
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志賀高原ロマン美術館
Shiga Kogen Roman Museum

レストランクリスタルテラス
Restaurant Crystal Terrace

■長野新幹線長野駅から、
長野電鉄湯田中駅下車、
志賀高原方面行バスにて
上林（かんばやし）
下車、徒歩1分。
または駅からタクシーにて8分。
■上信越自動車道、信州中野 I.C.から
国道292号線（志賀中野線）経由15分。
駐車場60台。

疎開中の林芙美子と泰
山ノ内町角間温泉 1944年
Ⓒ林福江
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林芙美子 《自画像》1932、3年頃

