
ARTWORKS 
OF ALL KINDS !

2017年2月25日［土］─5月28日［日］
会期中無休│開館時間：10:00 –18 :00（入館は17: 30まで）

観覧料：一般950円（760円）／大学生650円（520円）　　
●高校生以下または18才未満・丸亀市内に在住の65才以上・各種障害者手帳をお持ちの方は無料
●（　）内は前売り及び20名以上の団体料金 ●同時開催常設展「猪熊弦一郎展  じつにいろいろ描きました」観覧料含む

主催：丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、公益財団法人ミモカ美術振興財団

Sat 25 February – Sun 28 May 2017
Hours: 10 :00 –18:00 (Admission until 30 minutes before closing time) 
Admission: Adults ¥950 / Students (college, university) ¥650 / Children (0 years to highschool) free
*Ticket valid for admission to the permanent collection.
Organized by Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art, The MIMOCA Foundation

MIMOCAコレクション

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art

開館25周年記念│25th Anniversary Exhibition

上：小金沢健人《題名不明》2009年©Takehito Koganezawa
右：中川幸夫《魔の山》1989年（再制作2001年）©中川幸夫
下：須田悦弘《雑草》2006年
©Yoshihiro Suda / Courtesy of Gallery Koyanagi 

じつはいろいろ
あるんです！

MIMOCA’S 
COLLECTION 



丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（MIMOCA）は1991年11月の開館以来、猪熊弦一郎（1902 -1993）

の画業の顕彰、今に生きる私たちの心に響く現代の優れた美術の紹介、という二つの方針のもと展覧

会を開催しています。この理念に基づき25年間にわたって活動を続けるうちに、猪熊の作品や、開催し
た展覧会に関わる作家の作品を寄贈・寄託されるようになりました。このことにより、開館時、猪熊本人

から寄贈された作品でなりたったコレクションが、ますます充実してきています。収蔵された各作家の

代表作や、飛躍するきっかけとなった作品の数 は々魅力的で、それぞれの作家の現在につながる制作

としても興味深いものです。また、展覧会出品が縁となってコレクションに加わった作品を一挙公開

することによって現代美術館としての当館の活動を知っていただき、これからも美術を楽しむ場として、
MIMOCAによりいっそう親しんでもらいたいと思います。
優れた作品の数々でありながら、まとまってご紹介する機会がなかった当館コレクションを開館25周
年を記念して公開いたします。ぜひご覧ください。

アクセス

鉄道（JR） 丸亀駅下車、南口より徒歩１分

 東京駅─（新幹線で約3時間20分）─岡山駅─（松山または高知方面行特急で約40分）─丸亀駅

 新大阪駅 ─（新幹線で約45分）─岡山駅 ─（松山または高知方面行特急で約40分）─丸亀駅

 博多駅─（新幹線で約1時間40分）─岡山駅 ─（松山または高知方面行特急で約40分）─丸亀駅

 高松駅 ─（予讃線快速で約30分）─丸亀駅

飛行機 羽田空港─高松空港　約1時間25分

 成田空港─高松空港　約1時間40分

 高松空港 ─（タクシー約40分／乗合タクシー約50分*1／リムジンバス約75分*2）─丸亀

 *1 高松空港シャトル便（１名片道1 ,700円／搭乗前日正午までの予約制／東讃交通0877 -22 -1112）

 *2 丸亀・坂出・空港リムジンバス（1名片道1, 200円／琴参バス株式会社http://www.kotosan.co.jp）

高速バス 東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡より直通運行

車 本州方面から  ［瀬戸大橋経由］瀬戸中央自動車道 坂出北 ICより約15分

   ［神戸淡路鳴門道経由］高松自動車道 坂出ICより約15分

 四国内の高速道路から 高松自動車道　坂出IC・善通寺 ICより約15分

 ※ JR丸亀駅前地下駐車場・2時間無料（当館1階受付で駐車券をご提示ください）

［同時開催常設展］
猪熊弦一郎展  じつにいろいろ描きました
2017年2月25日［土］─5月28日［日］
会期中無休

［次回開催企画展］
志賀理江子展  ブラインドデート
2017年6月10日［土］─9月3日［日］

［25 th Anniversary Exhibition］ MIMOCA’s Collection: Artworks of All Kinds!
Since its founding in November 1991, Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art (MIMOCA) 
has held exhibitions on the basis of two missions̶ to cast light on the painting career of Genichiro Inokuma 
(1902 -1993) and to present excellent works of contemporary art that resonate with today’s viewers. During its 
25 years of activities to these ends, MIMOCA has received donations and deposits of Genichiro Inokuma works 
and works by the artists featured in its exhibitions. In this way, MIMOCA’s collection, originally formed of works 
donated by Inokuma for the museum’s founding, has grown in size and scope. The many pieces now in the 
collection, which include the collected artists’ most representative and ambitious works, are not only fascinating 
to see but also hold deep interest for their relevance to the artists’ present-day activities. By displaying, together in 
one venue, artworks that were collected by the museum in connection with their appearance in its exhibitions, 
we hope to familiarize visitors with MIMOCA’s activities and enhance their enjoyment of MIMOCA as a place 
for art encounters.
In celebrating its 25 th anniversary, MIMOCA delights in presenting its collection, which although containing 
many excellent works has never been shown in its entirety to the public. 

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

公益財団法人ミモカ美術振興財団

〒763 -0022香川県丸亀市浜町80-1（JR丸亀駅前）

Marugame Genichiro-Inokuma 
Museum of Contemporary Art, 
The MIMOCA Foundation
80 -1 Hama-machi, Marugame-shi, 
Kagawa 763 -0022 JAPAN
TEL: 0877-24 -7755│URL: http://mimoca.org

［関連プログラム］
キュレターズ・トーク
本展担当キュレーター（松村円）が展覧会をご案内します。
日時：会期中の日曜日 14 :00－（他の関連プログラム開催時を除きます）

参加料：無料（ただし展覧会チケットが必要です）

申込み：不要（1階受付前にお集まりください）

● この他にも関連プログラムを予定しています。
 決まり次第、当館ウェブサイトでお知らせします。

前売券販売場所［丸亀］
あーとらんどギャラリー 0877-24 -0927│オークラホテル丸亀 23-2222│おみやげSHOPミュー 22 -2400│きままや 22 -9361

Access

By JR Train 1 min. walk from Marugame Sta.

  3.5 hours from Tokyo to Okayama by Shinkansen / 45min. from Shin-Osaka 
 to Okayama by Shinkansen /100 min. from Hakata to Okayama by Shinkansen, 
 and 40 min. by Limited Express from Okayama to Marugame.

 30 min. from Takamatsu to Marugame by Rapid Express.

By Airplane  85 min. from Tokyo (Haneda) International Airport / 
 100 min. from Narita International Airport to Takamatsu Airport.
 Then, 40 min. by taxi / 75 min. by limousine bus from Takamatsu Airport to Marugame.

By Car 15 min. from Sakaide-Kita interchange on the Seto Chuo Expressway.

 15 min. from Sakaide interchange / Zentsuji interchange on the Takamatsu Expressway.

 *Two hours free parking at the JR Marugame Sta. underground facility. 

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art

1 鈴木理策《Étude 10, F-5》2010年©Risaku Suzuki
2 野口里佳《ロケットの丘 ＃4》2001年©Rika Noguchi
3 やなぎみわ《寓話シリーズ 眠り姫》2004年©Miwa Yanagi
4 ホンマタカシ《Together: Wildlife Corridors in Los Angeles》
 2008年©Takashi Homma
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