淀井敏夫作
「競技する少年」
（1935）
／ブロンズ／38 27 35㎝

「競技する少年」
スポーツをするのが好きだった弟をモデルにした作品である。
ギリシャ彫刻には、円盤投げなど競技する男性像が多く残されているが、そのほとんどは全身像である。
この作品では、首から下の部分はつくられていないが、肉体の動勢が大きくねじった顔に集約され、競技する少年の躍動的な
全身像を見る迫力がある。
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第1回

ASAGO ART COMPETITION 2012

初回の大賞は
久保健史さんの
『rond et rond
（une montagne）
』
に決定しました。
昨年全10回をもって終了した
「あさご芸術の森大賞展」
に引き続き、新しい全国公募展「あさごアートコンペティショ
ン」
が今年から始まりました。
今回募集した作品は屋内に展示できる作品とし、
絵画・彫
刻・工芸・書などジャンルを問わない様々な作品が出品さ
れました。全国31都道府県、17歳から82歳まで、160名の
皆さんから応募していただきました。応募していただいた皆
さん、
ありがとうございました。
審査会は10月21日㈰、朝来体育館で行われました。画家
の横尾忠則氏は体調を崩され、残念ながら欠席されました
が、美術評論家の酒井忠康氏、彫刻家の牛尾啓三氏、陶芸

大賞…久保健史 作『rond et rond（une montagne）』
（TRAVERTINO／H52㎝×W84㎝×D74㎝）
＜製作意図＞
作品周辺の空気をつくるものにしたいと思いました。石の質
感と隙間の空間を大切にしながら作品になりました。
そして
心に降る山という言葉が浮かんできました。

家の重松あゆみ氏の3人に、朝来市民を代表して多次市長
が加わり審査しました。
全ての作品は現代アート作品としての視点から審査され、

若さを生かして更なる展開に期待

1次審査では酒井忠康氏の指導のもと、投票で3段階の評

審査員は久保さんの作品を、
「自らの造形感を軽やかに

価を決めながら入選数の倍程度に絞り、2次審査では1次の

表現し、静かな硬さと柔らかさ、内の切り取られた空間と外

結果を受けて入選作品を決定しました。最後に大賞・優秀

の造形との関係性を追究した魅力ある作品で、静かな佇ま

賞・スポンサー賞の作品を決定しました。

いで、
どこか落ち着いたところのある、
とても感じの良い仕

大賞の久保さんは
「あさご芸術の森美術館の展示室に展

上がりになっていました。若さを生かして今後更なる展開を

示されたときに、
この作品がどんな空気を作り出すのか、
と

期待します。」
と審査所感を述べられるとともに、大賞を得た

ても楽しみです。
」
と喜びの声を届けてくれました。

若い久保さんに対する今後の期待を述べられました。
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【あさごアートコンペティション2012入選者】
光山

茂 （茨城県）

藤本イサム （兵庫県）

突然の非日常2012−4
HOLE

安 田 文 夫 （神奈川県）「団地妻」むかしは皆きれいだった

優秀賞…玉木泰行 作『dream』
（アクリル画／H162㎝×W162㎝）

優秀賞…中島愼一 作『風景
（記憶）
』

喜 多 明 理 （奈良県）

怒和のヴィーナス

荒 銀 一 三 （愛知県）

求愛

山 崎 哲 郎 （東京都）

Circle−「天空の城」

伊 庭 広 人 （滋賀県）

展望210

佐 々 裕 治 （愛知県）

積

小 椋 和 明 （兵庫県）

Start From Here

イシハラツヨシ （兵庫県）

瞳孔ひらく

大 坂 一 成 （奈良県）

Castanet

荒 木 孝 典 （兵庫県）

赤の記憶

王

ありえない風景

青 （東京都）

佐藤由季枝 （宮城県）

既にラーメンより長くないか？

中谷

癒着

圭 （大阪府）

優秀賞…三島樹一 作『ちきゅうのたまご−TOKACHI−』

（アクリル画／H130㎝×W162㎝）

但陽信用金庫賞…
古川 樹 作『うさぎ』

明日への架け橋2012

竹泉賞…
村上 力 作『藤本イサムさん』

（木彫・白樺に着色／H16㎝×W160㎝×D170㎝）

地酒但馬賞…
佐々部守征 作『cherry blossoms』

ASAGO ART VILLAGE
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第8回 全国こども絵画選抜展に
2,370点集まる
優秀作品100点を展示します !!
〈会期〉開催中〜1月14日

まで

朝来市はこどもたちの郷土愛や自然を大切に思う気持ちを育もうと
「ふるさと」
・
「花と緑」
をテーマに小学生・中学生を対象
に
「全国こども絵画選抜展」
を毎年開催しています。第8回目となった今回、全国の小・中学校、絵画教室へ向けて募集したとこ
ろ、
北は青森、
南は鹿児島まで19都府県から2,370点の作品が寄せられました。
審査は10月11日㈭に朝来体育館で行われ、大賞をはじめ入選作品100点を決定しました。文部科学大臣賞「花と緑の大賞」
には子供のアトリエ「ひこうせん」
の髙嶋瑠花さん、同じく
「ふるさと大賞」
には養父市立養父中学校の西山千夏さんの作品が選
ばれました。
「おしゃれな先生が手にいっぱいお花を持っている姿が大胆に描かれています。色づかいも画面の構成もすばらしく、作品
全体からは20世紀絵画の巨匠マティスの作品が放つオーラと同じものを漂わせていました。」
と審査員一同、髙嶋さんの作品
を絶賛されました。
西山さんの作品は、
「地元の風景を描かれた作品ですが、せせらぎが聞こえてきそうなスーパーリアリズムと言っても過言で
はないくらい描き込まれています。
この風景に対する作者の想いの深さを感じました。
さらに単に技術が優れているだけでな
く、
この作品は見る者を何となく懐かしいと感じさせる情感に引き込む磁力を醸し出しています。」
と、審査員の高い評価を得ま
した。
11月23日
には、巡回展の会場である生野マインホールで表彰式が行われました。
またこれらの作品は12月8日㈯から1
月14日
まで、
あさご芸術の森美術館で展示されます。

文部科学大臣賞「ふるさと大賞」
『八木川』
西山千夏さん
（養父市立養父中学校２年）

《巡回展》
あさご芸術の森美術館の会期終了後、下記の日程で巡回します。

文部科学大臣賞「花と緑の大賞」
『アトリエの先生』
髙嶋瑠花さん
（子供のアトリエ
「ひこうせん」小学１年）

●会期…平成25年1月17日㈭〜1月22日㈫
●場所…アートホール神戸
※会場の都合により佳作賞以上の作品のみの展示となります。

ASAGO ART VILLAGE

平成24年12月17日

第8回 全国こども絵画選抜展
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受賞者（上位3賞受賞者のみ掲載）
（敬称略）

◆文部科学大臣賞
「花と緑の大賞」…髙嶋瑠花（西宮市・子供のアトリエひこうせん小学1年）
◆文部科学大臣賞
「ふるさと大賞」…西山千夏（養父市・養父中学校2年）
◆兵庫県知事賞…二宮広樹（伊丹市・南小学校4年）／山中菜摘（西脇市・西脇南中学校2年）
◆朝来市長賞…竹原友梨（岡山市・福浜小学校5年）／杉山梨瑚（神戸市・多聞東中学校3年）

授与風景

アトリエの先生と一緒に記念撮影する髙嶋瑠花さん

審査会場の体育館いっぱいに並べられた応募作品

朝来市が「ふるさと景観賞」を制定
朝来市は今年２月に景観法で定める景観行政団体となりました。
これを受けて、様々な取り組みを行っており、竹田城や
生野銀山などの朝来市内の名所から、誰も知らない隠れた絶景ポイントまでを、
こどもたちが描くふるさとの風景を通して発
見、
紹介しようと、
朝来市内の小中学生が描く朝来市内の風景を募集しました。
募集はこども絵画選抜展と並行して行われ、審査会もこども絵画選抜展と同日に行いました。
こども絵画選抜展の入選作
品同様の基準を設定し、絵画としてもレベルの高い作品が選ばれました。
ふるさと景観賞として選ばれた８点の作品は、美術館でも展示しています。
こどもたちの目線で見るふるさとの景色をご堪
能ください。

『竹田城跡』鵤

大智（竹田小学校6年）

『ふるさとの風景』内野

優（梁瀬中学校2年）

ASAGO ART VILLAGE
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3}s2013 干支展
開催中〜2013年1月14日

まで

毎年恒例の
「アート2013干支展」
を開催いたします。
テーマは2013年の干支「巳」。
絵画、彫刻、書、陶芸、張り子など様々な手法を用いて作家が干支を表現します。期間中は作品の販売も行っています。
お気
に入りの作品と一緒に素敵な新年をお迎えください。
【出展者(敬称略・50音順)】
■立 体
大庭和昭／梶谷佳加／久保健史／さかいゆきみ／佐々木紀政／蟬 丸／寺田ひかり／東影智裕／藤本イサム／
松尾 隆／松田一戯／松田京子／松田政斗／光藤 佐／三輪陽子／山本吉信／吉井直行／吉岡武徳
■平 面
上地拝碩／河本絢香／切目あずさ／工藤恵子／小西美佐子／住中進吾／髙砂京子／椿野浩二／塔本賢一／
栃原敏子／中村妃佐子／奈部良子／南光和玄／浜野生久／東影美紀子／平位紘一／藤原正和／藤原 護／
藤原洋次郎／日置恒人／前田華汀／松尾あい子／圓山さやか／渡辺遮莫次郎

松尾

募集

隆 作『干支首振巳』

上地拝碩 作『福を呼ぶ
「み」』

あなたの描いた自慢の年賀状を展示してみませんか？

2013年 干支絵手紙コンクール作品募集

入賞者には素敵なプレゼントを用意しています。ご応募いただいた作品はすべて美術館で展示します。
●締め切り…平成25年1月4日㈮必着

●展覧会会期…平成25年1月6日㈮〜1月14日

■応募規定
①テ ー マ…
「巳」
「ヘビ」、
、
または
「2013年に送る年賀状としてふさわしいもの。」
②応募資格…制限なし ③出品数…1人10点まで ④出品料…無料（ただし送料は応募者負担です。）
⑤応募作品…「ハガキ」
として郵送できるもの。
（横9.0〜10.7㎝縦14.0〜15.4㎝、重さ50g以内）規格外作品は審査対象外とな
ります。
⑥出品申込…ハガキ裏面に作品、表に差出人の住所、氏名、職業、年齢、連絡先（電話番号）
のほか、
「干支コンクール作品」と
朱書きして1月4日㈮
（必着）
までに届くように、郵送してください。
あて先 〒679-3423 兵庫県朝来市多々良木739−3 あさご芸術の森美術館内 干支絵手紙コンクール係
⑦そ の 他…作品は返却しません。
市販の年賀状で応募いただいて結構ですが、必ず
「干支コンクール作品」と朱書きしてください。

ASAGO ART VILLAGE
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〜朝来からの風〜「朝展」
2013
応募締め切りは、2013年1月11日㈮（必着）まで

優秀作品展…2013年1月26日㈯〜3月10日㈰／市内2会場で巡回
〜朝来からの風〜「朝展」
では、絵画、立体、書・画、写真
の4部門の作品を募集しています。多くの皆さんの応募をお
待ちしています。
【朝来からの風
「朝展」2013募集要項】
■応募期間…平成25年1月11日㈮（必着）
まで
■応募資格…日本在住の高校生以上の方（国籍は不問）
■応募点数…1部門につき1点
■出品料…1点につき1,000円（高校・大学生は500円）
■申込方法…応募期限までに出品申込書に必要事項を記
載の上、出品料を添えて、和田山ジュピターホール内芸術文
化課、
またはあさご芸術の森美術館まで持参、
または郵送し
てください。
■作品部門…
◎絵 画／
日本 画、洋 画 などの 平 面 作 品で10号 以 上で、たて
116.7㎝×横116.7㎝以内。額装
◎立 体／
彫塑、工芸作品で、高さ150㎝（台座含む）以内、かつ床
面積2㎡以内、
人力で運搬可能な作品
◎書・画／
書道、水墨画作品で全紙以内。額装及び枠張り、
または
額装。
◎写 真／
写真作品で縦横あわせて140㎝以内。額装又はパネル
張り。
（作品規定の詳細は要項をお取り寄せください。）

■審査員（敬称略）…
絵画…栃原敏子（画家）
山脇佐江子（姫路市立美術館館長）
立体…新谷英子（彫刻家）
坂上義太郎（BBプラザ美術館顧問）
書画…髙砂京子（書家）
写真…織作峰子（写真家・大阪芸術大学教授）
■賞…
◎朝展大賞／各部門1点、副賞50,000円
◎朝展準大賞／各部門1点、副賞30,000円
◎朝展奨励賞／若干名、副賞20,000円
◎朝来市教育委員会賞／各部門1点
◎朝来市文化協会賞／各部門1点
◎入 選／各部門20点程度
■展覧会
あさご芸術の森美術館
1月26日㈯〜3月3日㈰
午前10時〜午後4時30分まで
（水曜休館）
さんとう緑風ホール
3月7日㈭〜3月10日㈰
午前9時〜午後4時30分まで
■募集要項の申し込み・問い合わせ
出品には申込書（募集要項）が必要です。
あさご芸術の森
美術館のホームページからダウンロードするか、郵送希望
の場合は、１４０円切手を貼った返信用封筒を同封の上、
「朝展要項希望」
と書いて美術館へお送りください。
http://www.city.asago.hyogo.jp/0000001912.html

アトリエ室

杉山雅之 展

−歩行視と円筒形−
2013年2月23日㈯〜3月24日㈰
第２回「あさご芸術の森大賞展」
で大賞を受賞した杉山雅之さんの作
品展。
近年取り組んでいる円筒形をテーマにした作品展。
この秋のチャイ
ルドアートキャンプのこどもたちと撮影した映像作品も会場で流れます。
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気分だけでも涼しく!?
真夏の南極展を開催
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第３回日仏自治体交流会議
に参加

平成24年12月17日

バルビゾン市長夫妻が
朝来市を訪問

７月14日㈯〜８月26日㈰まで南極
展を開催しました。会場には、オーロ
ラやペンギンなどの写真パネル、南極
で発見されやすいという隕石などを
展示したほか、
およそ一億年前にでき
た南極の氷も展示しました。
南極の氷は、雨が氷になるのでは
なく、雪が降ったものがそのまま氷に
なることから、空気をたくさん含んだ
氷になります。
このため溶ける時にプ
チプチと空気がはじける音が聞こえま
す。入館者の皆さんには実際に触った

８月27日㈪から31日㈮にかけて、
フランス・シャルトル市を中心に開催
された
「第３回日仏自治体交流会議」
に朝来市も参加し、朝来市長が交流
事例の発表を行いました。
この「日仏自治体交流会議」は、日
仏交流150周年（日仏修好通商条約
締結150年）を記念して、2008年10
月にフランス・ナンシー市で第１回目
が開催されたもので、その後日本とフ
ランスの間で交流を行っている自治
体を中心に、１年おきに開催されてい

８月の朝来市長のバルビゾン訪問
を受けて、10月12日㈮から13日㈯
に、バルビゾン市 長のピエール・ブ
ドゥエル氏が奥様とともに朝来市を訪
問されました。
ブドゥエル市長は、12日㈮の朝、井
戸敏三兵庫県知事を表敬訪問したあ
と、朝来市役所に来訪されました。市
役所３階の会議室で歓迎式典を行
い、
ブドゥエル市長からご挨拶をいた
だきました。
ブドゥエル市長からは、バルビゾン

り、氷の入ったコップに耳を当てても
らったりして、一億年前の空気がはじ
ける音を堪能していただきました。
また、和田山町竹ノ内に落ちた「竹

ます。
今回は朝来市を含め、両国から27
の自治体が参加し、それぞれの自治
体が行っている交流や問題点、今後

の紹介をいただいたあと、
「 朝来市と
の交流はたいへん貴重である。
ついて
は、来年の交流５周年記念の年に朝
来・バルビゾン両市の子供たちが描

ノ内隕石」
も里帰りし、初めて朝来市
で展示しました。竹ノ内隕石は日本で

の事業の予定などについて話し合わ
れました。朝来市はバルビゾン市との

いた絵画などを交換し、展示する展覧
会を行いたい。
また、将来は子供たち

初めて隕石研究が始まったという貴
重な資料で約120年ぶりの里帰りと
なりました。

間で行っている芸術文化交流につい
て発表を行いました。
また、会議に先立ち、８月25日㈯か
ら26日㈰にかけて、交流先のバルビ
ゾンを表敬訪問し、
ミレーのアトリエ

がお互いの市を行き来し、
ホームステ
イができるような交流に発展させてい
きたい」
と展望を語られました。
その後、美術館などを観覧され、展
示室の様子なども視察されたほか、

跡や、
ミレーが「晩鐘」を描いた畑な

13日㈯は、竹田城址への登山や朝来

ど、バルビゾン派ゆかりの場所を見学
しました。さらには、今後の交流につ
いて、子供たちの交流に発展させるこ
となどをバルビゾン市長と協議しまし
た。

市埋蔵文化財センターの観覧のあと、
食文化まつりにも参加され、
日本の屋
台での食事や、和田山虎臥陣太鼓の
演奏などを楽しまれました。

平成24年12月17日

「澄川喜一展
そりのあるかたち」
を開催
9月1日㈯〜30日㈰まで「澄川喜一
展 そりのあるかたち」を開催しまし
た。
澄川氏は東京藝術大学の3回生の
時に出会って以来、淀井敏夫とは深い
繋がりを持たれ、
「 恩師である淀井先
生に恩返しをしたい」
と、美術館全館
を使って、3メートル以上の高さの作
品など33点が並ぶ大規模な展覧会と
なりました。
会場では木彫の代表作をはじめ、
全国で数多く設置されている野外彫
刻を髣髴とさせる石や金属の作品を
展示したほか、
デザイン監修を務めた
東京スカイツリー® の関連パネルや、
東京スカイツリー®の直下に設置した
「TO THE SKY」
の制作、設置の様子を
写した映像も上映しました。
9月2日㈰には澄川氏を迎え
「かた
ちの秘密」
と題してギャラリートークを
開催。淀井先生に、
「日本にはいいも
のがいっぱいあるから、
それを調べな
さい」
と指導を受け、法隆寺など日本
の伝統建築を研究し、利用されている
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秋のチャイルドアート
キャンプ開催

芸術村とフリーマーケット
を開催

10月13日㈯から14日㈰にかけて、
こどもたちが芸術の森に泊り込んで創
作活動を行う、
チャイルドアートキャン
プに10人のこどもたちが参加しました。
今回は来年2月にあさご芸術の森美
術館で個展を予定している彫刻家の
杉山雅之さんを講師として迎えました。
1日目は、2月に展示する映像作品
の撮影をお手伝いしようということで、
撮影に使用する衣装を作ったり、作っ
た衣装を着て映像作品に出演しまし
た。完成作品の上映が待ち遠しいで

11月11日㈰「芸術村とフリーマー
ケット」
を開催しました。
この日は朝か
らあいにくの悪天候でしたが、約500
人の来場者がありました。
芸術村では陶芸・絵画・木工・ガラ
スルーティングなどの体験や実演が
行われました。特設ステージではアン
パンマンショーや、和田山虎臥陣太鼓
の演奏が花を添えました。
アンパンマ
ンショーが始まると、
こどもたちは雨に
も関わらず、手拍子や｢がんばれー｣な
どの声援で盛り上がりました。

すが、その日の晩に、
こどもたちだけ
一足早い上映会を行いました。
2日目は、片目でサランラップの芯
のような円筒を、のぞきながら風景画

雨が本降りになってきたため、２回
目のショーは中止になりましたが、美
術館内のカフェで、
アンパンマンと一
緒に写真撮影会が行われました。

を描くことに挑戦しました。円筒で視
界がある程度さえぎられることによっ

また当日、美術館友の会でチャリ
ティーバザーやあさご鍋のふるまいで

て、
できた作品は不思議な風景ばかり。
山の真ん中に空が見えたり、地平線が
ゆがんでみたり、見えたとおりに描い
たら、
こうなったそうです。

技法を作品作りに活かしていることな
どを語られました。
また「普通のタワーじゃおもしろく
ない」
と、彫刻家ならではの不思議な
かたちについても紹介されました。

9

手のひらに雲と空が見えました。

「東日本大震災義援金」
をお願いした
ところ、17,863円集まりました。
ご協
力いただきました皆さん、ありがとう
ございました。
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10

スケジュール

2012.12

平成24年12月17日

2013.3

ASAGO ART VILLAGE
月

日

曜

開催中

募集中

容

対

象

期間・時間など

掲載頁

全国こども絵画選抜展優秀作品展（あさご芸術の森美術館)

一

般

1月14日まで

4

アート2013干支展

一

般

1月14日まで

6

朝来からの風「朝展」作品募集

一

般

1月11日まで

7

干支絵手紙コンクール 作品募集

一

般

1月4日まで

6

1月14日まで

6

6

日

干支絵手紙コンクール作品展

一

般

12

土

友の会館外研修

会

員

13

日

絵画教室

受講生

17

木

全国こども絵画選抜展優秀作品展（アートホール神戸） 一 般

1月22日まで

4

26

土

朝来からの風「朝展」優秀作品展（あさご芸術の森美術館)

一

般

3月3日まで

7

27

日

コレクション展

一

般

2月17日まで

10

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

23

土

杉山雅之展 −歩行視と円筒形−

一

3月24日まで

7

2

土

朝来からの風
「朝展」表彰式

受賞者

午後2時00分〜

7

7

木

朝来からの風「朝展」優秀作品展（さんとう緑風ホール） 一 般

3月10日まで

7

10

日

絵画教室

午前9時30分〜

1

2

3

内

一

般

般

午前9時30分〜

芸術の森に新しい作品が
設置されました。
9月に企画展「そりのあるかたち」
を開催した、彫刻家の澄川喜一氏から作品を寄贈いただきました。11月21日に、澄川氏の
立会いのもと、美術館玄関前に作品『おつきさま』
を設置しました。
この作品は澄川氏のアトリエの庭に展示してあった作品で、
黒御影石を三日月形に彫り上げた、高さ182㎝、横66㎝、奥行き45㎝の作品です。
澄川氏は企画展の準備の昼食休憩時に、芸術の森を散策し、設置されている作品の素晴らしさと整備された環境に感激さ
れ、
「野外彫刻は、草が生えっぱなしの場所も多いが、全国でもこんなに美しく保たれているところはない。
こういうところなら作
品も大事にしてもらえるし、作品がよく見える。」
と寄贈を提案いただきました。
これから雪が降り、春になれば桜のよく見える場所に設置されています。変わりゆく景色とあいまって作品がどう見えるか楽
しみですね。

【年末年始の美術館】
美術館は12月26日㈬から1月5日㈯まで
休館します。
2013年は1月6日㈰から開館します。

〒679−3423 兵庫県朝来市多々良木739−3
TEL
（079）
670−4111 FAX（079）670−4113
http://www.city.asago.hyogo.jp/
E-mail : art-village@city.asago.hyogo.jp

