
観て、触って、聴いて、食べて感じる
魅惑のペルシャ5000年の美と伝統 

    　

2021年 7月17日（土）～ 11月16日（火）

予約制　TEL.078-231-6633 ダリア アナビアンまで　

      《同時開催》ペルシャ陶器のアナビアン・コレクション展示＆販売100点 

今日にある日本の文化・芸術 書、音楽、演劇、陶芸、食、生活習慣は古来のペルシャより、シルクロードを通って日本に

伝わって来た経緯があります。そんな日本文化の基にもなっているペルシャ（現在のイラン）周辺地域から出土した博

物館級の陶器を展示、貴族や庶民が使っていた陶器を実際に手で触れ、ペルシャ音楽を背景に、陶器の解説をする

講演を行い、ペルシャの茶菓と軽食で古代の香と味を体験する稀な機会を通して、ペルシャの文化を知り、より日本の

文化・芸術の理解を深める機会を設けました。そして、正倉院に伝わった楽器の源流である古代ペルシャ伝統楽器の

演奏録音を背景にペルシャ陶器を撮影し、語りを入れた動画美術館を作成して、展示会開催期間中は会場で上映、

後にインターネットのサイトでも配信します。

ペルシャ陶器をガラス越しで眺めるのではなく、見るだけでは分からない陶器を実際に

手にとり、その質感と重さを体感し、庶民の暮らし振りに思いを馳せます。殆どの古陶

器は破片で出土されており、どのように繋ぎ合わせているかも見抜けるようになります。

さらには本物の陶器と贋作との見分け方も伝えます。

　　　　　　      

催し内容：講演とワークショップ
❖ダリア・アナビアンの講演会               
　初日の7月17日と最終日の11月14日は、スペシャルゲストの講演会　　　　 

❖実際に陶器を手で触れ、
　懇親会でペルシャが香る軽食と茶菓をご賞味いただきます。

  7月17日(土) 13：30開演～17：30 　 　　8月17日(火) 13：30開演～17：30   　
  8月21日(土) 15：30開演～19：30　 　 　9月14日(火) 15：30開演～19：30   　
  9月25日(土) 13：30開演～17：30　  　 10月12日(火) 13：30開演～17：30   
10月23日(土) 15：30開演～19：30　　　11月１６日(火) 15：30開演～19：30

Nippon Iran Cultural Exchange 

会費　        　   1回 3,000円 （講演、演奏、軽食、紅茶・伝統菓子を含む）
　　　　　　　 オンラインライブ配信チケット 1000円×8回　
予約問い合せ 　オフィス DO　080-8949-1766　菊地 宛
　　　　      　 nobilem_mentem@yahoo.co.jp
会場　　　　　 神戸市中央区山本通1-7-11  ドゥマンビル２ＦオフィスDO

【週末ミュージアム】 毎週土曜日・日曜日  全30回限定開催



観て、触って、聴いて、食べて感じる
魅惑のペルシャ5000年の美と伝統 
    　

【 講演とワークショップ 】 

アケメネス朝ペルシャ大帝国（紀元前5世紀）のゾロアスター教で使った様々な器を鑑賞します。和平や婚姻の儀式に

使用され、注がれたワインが同時に二つの蛇口から出るようになっていたものなど、イランで発掘された陶器は５千年

前から17世紀のものまで、ほとんどが杯です。実際に実演して見ていただきます。

Nippon Iran Cultural Exchange 

テーマ　ワインなくしてペルシャなし

プログラム　                   
開場 　　　　　　　　 　　  　　13：30 　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
❖ダリア・アナビアンの講演　    　 14：00
「ワインなくしてペルシャなし」
❖陶器を手で触れる 　　　　　　 15：00
❖スペシャルゲスト鈴木肇の講演　 16：00
「悠々シルクロード」
　　　　　
❖懇親会     　  16：30～17：30 
　ペルシャが香る軽食と茶菓を賞味                       　　　               

スペシャルゲスト
鈴木 肇　
元ＮＨＫシルクロード取材団長
南京大学教授

海のシルクロードでアンフォラを発掘し、イランの様々な

遺跡を取材し、終点のローマに辿り着き、イタリアのラジ

オで「東洋のマルコポーロ」と言われた鈴木肇氏の航海

話を聞きます。

2021年7月17日（土）



観て、触って、聴いて、食べて感じる
魅惑のペルシャ5000年の美と伝統 
    　

酸化コバルトで作られたペルシャ青釉は、12世紀に全盛期を迎え、セルジューク時代のトルコブルーとして輸出されま

した。青釉にも様々な色相があり、コバルト色、瑠璃色、雲ひとつ無い空の色など微妙に異なる癒しのペルシャブルー

を鑑賞します。 

Nippon Iran Cultural Exchange 

テーマ　幻のペルシャブルー

    
開場                                  　 13：30 

❖ダリア・アナビアンの講演　 14：00
「幻のペルシャブルー」
          
❖陶器を手で触れる               15：00
    　   
❖懇親会   　     16：30～17：30 
    ペルシャが香る軽食と茶菓を賞味 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　               

     
開場                                       15：30 

❖ダリア・アナビアンの講演     16：00
「幻のペルシャブルー」
          
❖陶器を手で触れる               17：00
❖懇親会   　     18：30～19：30 
    ペルシャが香る軽食と茶菓を賞味    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　               

2021年8月17日（火）

2021年8月21日（土）

プログラム 

プログラム 

【 講演とワークショップ 】 



奈良三彩、ペルシャ三彩、唐三彩、宋三彩などの焼き物はすべて一つの糸で繋がった姉妹関係にあります。ペルシャと

中国がシルクロードを行き来したことにより、二彩・三彩の釉の技術がお互いに影響し合って様式が発展し、海を渡っ

て日本にもたらされ、正倉院三彩オリジナルが生まれました。ペルシャ一彩の緑釉技術もトルコ商人がベトナムに伝

え、日本に到着して渋い緑の織部焼に発展したのです。

Nippon Iran Cultural Exchange 

テーマ　日本の中のペルシャ そのⅠ 

    
開場                                  　 15：30 

❖ダリア・アナビアンの講演　 16：00
「古陶器に見る日本の中のペルシャ」
          
❖陶器を手で触れる               17：00
    　   
❖懇親会   　　  17：30～18：30 
    ペルシャが香る軽食と茶菓を賞味 
    正倉院三彩を再現された加藤卓夫のお皿で茶菓をいただく   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　               

     
開場                                       13：30 

❖ダリア・アナビアンの講演     14：00
「古陶器に見る日本の中のペルシャ」
          
❖陶器を手で触れる               15：30
❖懇親会   　　  16：30～17：30 
    ペルシャが香る軽食と茶菓を賞味 
    正倉院三彩を再現された加藤卓夫のお皿で茶菓をいただく   　　               

2021年9月14日（火）

2021年9月25日（土）

プログラム 

プログラム 

観て、触って、聴いて、食べて感じる
魅惑のペルシャ5000年の美と伝統 
    　

【 講演とワークショップ 】 



正倉院御物の中で、もっとも遠くから旅してきたのが７世紀の

ササン朝後期ペルシャの円形切子白瑠璃碗、紺瑠璃椀です。日

本の歴史教科書にも載っている貴重なペルシャ・ワイングラス

は、海のシルクロードのヒット作品。レプリカを使って、ワインを

注ぎ、ルビー色の輝きを眺めます。

Nippon Iran Cultural Exchange 

テーマ　日本の中のペルシャ そのⅡ 

    
開場                                  　 13：30 

❖ダリア・アナビアンの講演　 14：00
「ワインなくしてペルシャなし」
          
❖陶器を手で触れる               15：00
    　   
❖懇親会   　　 16：30～17：30 
    ペルシャが香る軽食と茶菓を賞味 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　               

     
開場                                       15：30 

❖ダリア・アナビアンの講演     16：00
「ワインなくしてペルシャなし」
          
❖陶器を手で触れる               17：00
❖懇親会   　　  18：30～19：30 
    ペルシャが香る軽食と茶菓を賞味 

2021年10月12日（火）

2021年10月23日（土）

プログラム 

プログラム 

観て、触って、聴いて、食べて感じる
魅惑のペルシャ5000年の美と伝統 
    　

【 講演とワークショップ 】 



観て、触って、聴いて、食べて感じる
魅惑のペルシャ5000年の美と伝統 
    　

アナビアン・コレクションの12世紀の白地青彩陶器をみると、すでにブルー・アンド・ホワイトの原型が存在しています。

中国で採れる豊かな粘土と瑠璃色のペルシャの青釉の出会いで、中国では染付磁器が大流行。ポルトガルが中国磁

器をべらぼうな値段で鎖国していた日本に輸出したことで、江戸時代にブルー・アンド・ホワイト「南京染付」が生まれ

ました。ブルー・アンド・ホワイトの器で茶菓を。

Nippon Iran Cultural Exchange 

テーマ　17世紀のブルー＆ホワイト 

    
開場                                  　 　13：30 

❖ダリア・アナビアンの講演　　 14：00
「5000年の美と伝統が生み出した17世紀のブルー＆ホワイト」
          
❖陶器を手で触れる             　 15：00

❖スペシャルゲスト 岩倉直人氏によるワークショップ   16：00
    　   
❖懇親会  ペルシャが香る軽食と茶菓を賞味　　　　  17：00～19：30 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　               

2021年11月16日（火）
プログラム 

2021年で30周年を迎える劇団☆流星群の主宰者 岩倉直人氏をゲストとして招き、発声や声、音に関するワークショップ

を開催。ご来場いただいたお客様にも参加、体験していただきながら交流を図ります。また、プラネタリウム投影機を使用し

て、会場にたくさんの星空を映し出し、現在の星空～古来ペルシャの星空を投影、解説します。

星がくっきり見える砂漠の中心にペルシャ大

帝国の都が築かれ、ペルセポリスの神殿は

北北西に２０度ずらして建てられています。

その目的は、反対側に昇る最も明るいシリウ

ス星を崇めるため。同じ角度で建設されてい

るのが飛鳥の都です。世界でも最も美しい星

空が見えるペルシャの夜空を映し出します。

【 講演とワークショップ 】 


