作者不明「二条城」京都 1890 年代 手彩色

Anonymous , Nijo-jo Castle, Kyoto, 1890’
s, hand-colored © Guimet National Museum of Asian Arts.

KYOTOGRAPHIE

京都国際写真祭 秋季特別展

明治150年記念

フランス国立ギメ東洋美術館
「明治」写真コレクション展

近代黎明期の京都
10月21日｜日｜〜12月20日｜木｜
入場無料 ※二条城は入城料金 が 必要です（一般料金 600 円ほか ）

2018.10.21 Sun. ― 12.20 Thu.

KYOTOGRAPHIE Autumn Special Exhibition

Japan On The Move

MEIJI Restoration 150th Anniversary
Guimet National Museum of Asian Arts Photographic Collections

Entrance Free: Except entrance fee for Nijo-jo Castle（¥600 etc.）

二条城・蹴上インクライン・平安神宮 での野外展示

同時開催：虎屋

※平安神宮は 10 月25日から開催

2018.11.1 Thu. ― 12.2 Sun.
入場無料｜Entrance Free 26日（月）休館｜Closed day: 11.26 Mon.

Outdoor exhibition at Nijo-jo Castle, Keage incline and Heian Shrine
*Heian Shrine opens from Oct. 25

京都ギャラリー

虎屋 京都ギャラリーにてオリジナルプリントを展示

Original prints will be exhibited at TORAYA Kyoto Gallery
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Edo to Meiji, from Bakumatsu to the modern era
江戸から明治へ 、幕末から近代へ− FromFollowing
Japan s era of transition along with Kyoto s changing cityscape
移りゆく日本の時代を 、京都の街並みの変遷とともにたどる
—

’

’

世界屈指の文化都市・京都を舞台に開催される、日本でも数

本は新たな時代を迎え、市民の装いから街並みまで、ありと

を感じることでしょう。

少ない国際的なフォトフェスティバル「KYOTOGRAPHIE

あらゆる物事が新しく生まれ変わりました。そんな激動の時

この明治初期の風潮は「文明開化」と呼 ばれています 。日

京都国際写真祭」。国内外 の重要作家の貴重な写真作品

代、京都は 近代都市へと歩を進め市民は新しい文化を受け

本 は 明治以降、さらに敗戦後 においても近代 化＝西洋 化

を、趣きのある歴史的建造物やモダンな近現代建築の空間

入れながらも、同時に「古き良き京都」の維持と存続にも力

を推し進めて参りました 。しかし西洋文明が入る以前の日

に展示 する本写真祭も、回を重ねるごとに好評を 博し第 6

を注ぎました。

本 の文明は 開化していなかったのでしょうか ──私 たちは

本展では、明治期に 撮影された古写真（野外用写真 パネ

この野外展示 が 、日本が 失ってしまった大切なものを再認

ル）を明治ゆかりの京都の名勝地にて展示いたします。近

識 する機会 になればと願っています 。京都 が日本 の文化

回までに約 56 万人の方にご来場いただきました。

2018 年秋、明治150 年を記 念し、フランス国立ギメ東洋

美術館「明治」写真コレクション展「日本が 動いたとき〜近

代黎明期の空気感あふれる古写真に街中で出会うことで、 的中心の一 つとして再び注目を浴びている現在、京都がこ

代黎明期の京都」を開催いたします。

京都の風景の変遷 や、生活様式の移り変わり、そして現代

明治維新を境に、江戸から明治 へ、近世 から近代 へと、日

にも脈々と受け継がれる《伝統と革新が 共存する街・京都》 ないでしょうか 。

れからどこを目指していくかが 、重要 な 意味を持 つのでは

京都 1900 年頃 手彩色

玉村康三郎「時代祭の行進 織田信長に扮した男性」

TAMAMURA Kozaburo, Jidai matsuri parade
（a man dressed as feudal lord Nobunaga ）
,
Kyoto, ca. 1900, hand-colored
© Guimet National Museum of Asian Arts.

作者不明「琵琶湖・大津から京都への疏水」1890 年代 手彩色

Anonymous, Canal from Otsu, Lake Biwa to Kyoto, 1890’s,
hand-colored
© Guimet National Museum of Asian Arts.

KYOTOGRAPHIE International Photography Festival, a
unique showcase for important photographic artists
and collections hosted in historic houses, temples
and early modern public buildings as well as more
contemporary venues scattered throughout Japan ’s
cultural capital, has drawn some 560,000 appreciative
visitors over the last six years.
This autumn 2018, in commemoration of the 150th
anniversary of the Meiji Restoration, we will present
Japan on The Move, a special exhibition of Meiji photographs from the collection of the Musée national des
arts asiatiques Guimet（Guimet National Museum of
Asian Arts）in Paris.

role in Meiji history, staging chance encounters with
scenes of the former Meiji townscape to give a sense of
the changes that have made Kyoto a city where innovation
coexists with tradition.
As the events of the early Meiji years are, often referred
to as bunmei kaika, or“blossoming of civilisation”, one
might ask whether Japanese civilisation did not
blossom prior to Western civilisation ’s arrival upon
these shores. We hope that our outdoor displays will
give pause for thought on what precious things Japan
has lost. And how Kyoto, which is today receiving
renewed attention as a major Japanese cultural centre,
might best move forward.

The Meiji Restorat ion of 1868 was a watershed
moment in Japanese history, marking the end of the
feudal Edo Period and the beginning of the early
modern Meiji Era, a time of multifaceted transition
when the capital moved from Kyoto to Tokyo and the
country opened up to modern Western influences, as
seen in everything from how people dressed to the
very look of the cities. Amidst such radical change,
Kyoto citizens actively embraced this new urban
culture while at the same time striving to uphold and
preserve their beloved“once and forever Kyoto
.
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This exhibition of vintage photos will be presented at
locations throughout Kyoto known 北山
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二条城 秋季特別ライトアップ
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*Last entrance to Nijo-jo Castle 16:00
*Entrance fee for Nijo-jo Castle（¥600 etc.）
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※二条城の入城料金が 必要となります 。
（一般料金 600 円ほか ）
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vary depending on the exhibition.

京都大学
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Encountering works rich with the atmosphere of the times in
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八坂神社

Yasaka Shrine

虎屋 京都ギャラリー
TORAYA Kyoto Gallery

11.1 Thu. ― 12.2 Sun.
10:00 ―17:00

11 月26日（月）休館
Closed day：11.26 Mon
入場無料 Entrance Free
〒602-0911 京都市上京区
一条通烏丸西入広橋殿町400
虎屋菓寮 京都一条店 横
地下鉄烏丸線「今出川」駅
6 番出口から徒歩7分

400 Hirohashidono-cho,
Karasuma Nishi-iru, Ichijo-dori,
Kamigyo-ku, Kyoto, 602-0911
Subway Karasuma Line
“Imadegawa”station 7 min on foot
from exit 6

平安神宮 応天門前庭

Heian Jingu Shrine in front of
the Outen-mon Gate

10.25 Thu. ― 12.20 Thu.
線路に常時展示
There are permanent exhibits on the rail 6:00 ―17:30（Oct.）/ 17:00（Nov. Dec.）

無休 Closed day：None /入場無料 Entrance Free

無休 Closed day：None/入場無料 Entrance Free

CONTACT

※二条城 の入城料金 が 必要となります 。
（一般料金 1200 円ほか ）
*Entrance fee for Nijo-jo Castle（ ¥1200etc. ）

〒606-8443 京都市左京区南禅寺福地町
地下鉄東西線「蹴上」駅 1番出口から徒歩 5 分

〒606-8341 京都市左京区岡崎西天王町 97
地下鉄東西線「東山」駅 1番出口から徒歩 10 分

〒604-8301 京都市中京区
二条通堀川西入二条城町 541
地下鉄東西線「二条城前」駅
1番出口から徒歩 1 分

Nanzenji Fukuchi-cho, Sakyoku,
Kyoto, 606-8443
Subway Tozai Line“ Keage”
station 5 min on foot from exit 1

97 Nishitenno-cho, Okazaki, Sakyo-ku,
Kyoto, 606-8341
Subway Tozai Line“ Higashiyama”station
10 min on foot from exit 1

KYOTOGRAPHIE 事務局
Tel. 075 708 7108
Fax. 075 708 7126
〒602-0898

※二条城への入城は 21:00 まで

/ Last entrance to Nijo-jo Castle 21:00

541, Nijojo-cho, Nijo-dori Horikawa
Nishi iru, Nakagyo-ku, Kyoto, 604-8301
Subway Tozai Line“Nijojo-mae”
station 1 min on foot from exit 1

京都市上京区相国寺門前町 670 番地

www.kyotographie.jp

