−淀井敏夫記念館−

美術館だより
友の会だより

2016/12
第53号

淀井敏夫「北の砂浜」
（1971年）／ブロンズ／H86×W67×D45㎝

北の国の海で見かけた母子。
この作品でも覆いに穴が空けられているが、
これも頭上に輝く夏の太陽の表現である。
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平成28年12月10日

第5回

ASAGO ART COMPETITION 2016
木子幸恵さんの
「少女R」
が大賞作品に決定しました。
かなりの力量が必要
力作がそろっていて、選外にするのには惜しい作品が多
かった―「第５回あさごアートコンペティション2016」の各
審査員の感想は、ほぼこの一言に集約されます。それぞれ
の講評は同展図録に掲載しています。
ご存じの通り、
このコンペティションは、
これまでに実施し
てきた全国規模の公募展「野外彫刻展 in 多々良木」
（1994
〜2001年）
と
「あさご芸術の森大賞展」
（2002〜11年）
の実
績を踏まえ、
その継続の必要性から、内容も新たに2012年
に立ち上げました。偶数年には、
あさご芸術の森美術館内に
展示する絵画や立体、工芸などの作品を、
また、奇数年は、
多々良木の野外彫刻公園一帯に設置する彫刻作品を交互
に募集しています。
今回は館内展示作品で、24都道府県81人のベテラン作
家や一定水準のハイアマチュアから85点の応募がありまし
た。審査には植松奎二（彫刻家）、牛尾啓三（同）、加藤種男
（公益社団法人企業メセナ協議会専務理事）、草薙奈津子
（平塚市美術館館長）の４氏と朝来市民代表としての多次
勝昭市長が携わり、丁寧かつ厳正な選考の結果、絵画14点
と立体８点の入賞・入選が決まりました。
大賞の賞金は今までと同じ100万円ですが、今回から
「買
い上げ」にしました。対象作品は朝来市の芸術文化財産に
なります。高度経済成長のバブル期に華やかであった高額
の公募展は、景気の衰退とともに次々に姿を消しました。
こ
うした要因や、やはり全国規模ということもあって、前回より
若干応募点数が減ったものの、質的には冒頭のような評価
になったと思われます。
内容的にはモチーフ
（主題）の明確化、表現力や画面構
成力の高まり、
また、技法や素材などの多様化が見られる一
方、社会あるいは自己内面を真摯（しんし）に見つめるまな
ざしが感じられる作品も多くあり、かなりの力量でないと上
位に食い込めないようです。植松奎二氏は
「新しい発見を試
み、新しい意味を持った作品づくりを期待します」
と話して
います。

大賞…木子幸恵「少女R」
＜制作意図＞
可憐な少女の内に潜む、生々しい野性の姿。目を背けたく
なるような醜悪さが、
より一層少女の美しさを引き立てる。

朝来市では、洋画家の白瀧幾之助、和田三造、青山熊治
を、
また、彫刻家では淀井敏夫、木村敏ら美術界に大きな足
跡を残した先人を輩出しています。
こうした文化的背景を踏まえ、朝来市から全国に向けて
発信するこのコンペティションが、進取気鋭の、
また、新たな
活躍の場の広がりを求める作家にとっての、今後の創作活
動の礎となり、
さらなる飛躍のステップとしてお役に立てる
と自負しています。
本展開催にあたり、全但バス（株）、竹泉醸造元田治米
（名）、但陽信用金庫、
（株）
フレッシュあさごの各社に多大な
ご協力をいただきました。
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【あさごアートコンペティション2016入賞・入選者】
™大
™優

秀

賞
賞

™スポンサー賞
但陽信用金庫賞
竹
泉
賞
フレッシュあさご賞
™入
選

優秀賞…矢島史織「Monster #10」

少女R
Monster #10
surface
おさむ

木
矢
奥
高

子 幸 恵（大阪府）
島 史 織（長野県）
田 誠 一（滋賀県）
田
治（兵庫県）

フェティシズム
目目ん戸・森夫くん
Newsong #3
Unexpected portrait
蜃気楼−大地の花
鳥の記憶（Ⅰ）
Heaven
SNOW PAINTING：NO.2016-1
突然の非日常−おちこち2016
遠い記憶
Zipangu Ⅲ（竹田城）
Figure nude Ⅲ
叫び
影法子
大地の化生
らんなぁず
アキヅの島
グル・グル・グル・・・・

村上
力（東京都）
藤 岡 佑 輔（和歌山県）
末 次 弘 明（北海道）
熱田
守（兵庫県）
藤本イサム（兵庫県）
山 口 敏 行（兵庫県）
玉 木 泰 行（兵庫県）
阪 本 幸 円（福井県）
光山
茂（茨城県）
本 原 亮 一（岡山県）
平 登紀夫（富山県）
橋本千恵子（兵庫県）
井 上 あ や（熊本県）
平田
茂（三重県）
大 嶌 貞 男（埼玉県）
田 中 敬 二（島根県）
俣 野 彰 一（千葉県）
竹 村 一 博（兵庫県）
（賞ごとに受付順）

表彰式
10月30日には、あさご芸術の森美術館で「あさごアートコンペ
ティション2016」
の表彰式を行いました。
大賞の木子幸恵さんをはじめ、式典に参加した受賞者らに、多
次市長から賞状と副賞が手渡されました。
また、
その後の一般観覧
者を交えたギャラリートークでは、受賞作家がそれぞれ制作技法
や作品に込めた思いなどを語ると、参加者は熱心に耳を傾けてい
ました。

優秀賞…奥田誠一「surface」

表彰式

優秀賞…高田 治「おさむ」

ギャラリートーク
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第12回 全国こども絵画選抜展に
1,451点集まる
個性・能力を十分出して
国内の小・中学生から募集した
「第12回全国こども絵画選
抜展2016」には1,451点の応募があり、
その中から105点の
入賞・入選が決まりました。審査員は、選考にあたって厳しい
選択を迫られたようですが、惜しくも選にもれた作品の中に
も、入賞・入選とそん色のない、出来のいい作品が数多くあり
ました。審査員は、牛尾啓三（彫刻家）、椿野浩二（造形作家）、
栃原敏子(画家)、西山まい美（染織家）、初田隆（兵庫教育大
学教授・画家）
、
花房完昇（画家）、内藤絹子（画家）
の７氏。
応募のあったすべての作品には、１人ひとりの思いや情感
がこもったモチーフ
（主題＝描きたいもの）が、確かな表現力
で描かれていました。公募展という性格上、描写力の差が問
ふるさと大賞／「２人のステージ田舎道」
われますが、それにもまして、発想や着眼点、題材の面白さ、 西内愛育さん（高知県香南市立野市中学校3年）
技法の工夫などが優劣を分ける要因になってきます。
これら
を踏まえ、子どもたち
（児童・生徒）が持っている個性や能力を十分引き出すよ
うな指導が大切になってきます。
この選抜展には２つの目的があります。
まず、子どもたちのみずみずしい豊か
な感性を育み、
さらに伸ばしていくことです。朝来市が実施する全国規模の公募
展「あさごアートコンペティション」や市民対象の「朝展」
と同じように、
この展覧
会へ出品することで、それぞれが持つ表現力や鑑賞力を高めていくとともに、
芸術・文化に親しみを持ってもらうことに目的の一つがあります。
もう一つは、絵を描くことによって、周りをよく観察し、家族や友人など人と人
とのつながりや、人と自然のかかわりを学んで、
そのときめき、感動を心に刻ん
でほしいと思います。
また、生活している今（時間）
を大切にする、
あるいは、育っ
た古里を思いやる気持ちが芽生えてくれることです。子どもたちが、
自分の立ち
位置をしっかり確認することにつながり、情緒面での安定が得られるといわれ
ています。
朝来市では、本市出身で
「じろはったん」
（日本児童文学者協会新人賞）
で知
られる児童文学作家・森はなを顕彰する文学普及事業を展開しています。
その
一環として、前回展から
「森はなふるさと賞」
と
「森はな交流賞」
を設け、人や草
木花に対する温かい心、優しい気持ちがにじみ出ている作品を選ぶようにしま
した。
この「全国こども絵画選抜展」が、
これからも
「感動と心の豊かさ」
を伝えてい

花と緑の大賞／
「まやケーブル下の桜トンネル」
木下素榎さん
（神戸市立東垂水小学校5年）

くツール
（道具＝方法）
になってくれるものと確信しています。
同展には多くの企業・団体から後援、協賛、特別協力、協力をいただきました。
作品は11月3日㈭から11月27日㈰まで、
あさご芸術の森美術館で展示しました。
この後、生野マインホールとアートホール
神戸で巡回展を開催予定です。

巡回展

●生野マインホール／12月7日㈬〜12月25日㈰
●アートホール神戸／1月12日㈭〜1月17日㈫

※アートホール神戸では会場の都合により入賞以上の作品展示となります。 ※巡回展は入場無料です。
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兵庫県知事賞「鬼」
髙瀬真優さん
（神戸市・小束山アートスクール／小学6年）

兵庫県知事賞「収穫の喜び」
中道怜那さん
（神戸市・小束山アートスクール／中学3年）

朝来市長賞「復興のひまわりの咲く校舎」
吉武純平さん
（西脇市立西脇南中学校2年）

【朝来市内の入賞・入選者】
◆佳作賞
鴨谷

桜／山口小学校1年

◆森はな

ふるさと賞

小野山颯馬／枚田小学校1年
中村

紅陽／大蔵小学校1年

藤原

慈英／生野小学校2年

西垣

姫奈／竹田小学校3年

大林

ゆあ／竹田小学校3年

谷口

嵩瑠／山口小学校3年

岩野

由季／山口小学校5年

岩野

哲／朝来中学校1年

大谷

悠馬／朝来中学校3年

朝来市長賞「蜜から見つめてみた」
阿部泉人さん
（宮城県山元町立坂元小学校6年）

＜森はな賞＞

朝来市では、朝来市出身の児童文学作家森はな文学普及事業を展開しています。
「全国こども絵画選抜展」
をきっかけとして、一人でも多くの皆さんに、人や自然、ふるさとをいとおしむ
心であふれた森はな作品に触れていただけることを期待して、前回から
「森はな 交流賞」
と
「森はな ふるさ
と賞」の２つの賞を設けています。

◆入選
渡辺

陽妃／大蔵小学校1年

清水

諒／生野小学校4年

佐々木友香／和田山中学校3年
（順不同）

「ふるさとの七夕」石井祐斗
（宮城県・山元町立山下第一小学校4年）

審査会場の朝来体育館いっぱいに並べられた応募作品

審査風景

「ききょうとお花たち」小林美智
（兵庫県・加古川市立加古川小学校2年）
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アート2017干支展

〈会期〉2016年12月3日㈯〜25日㈰／2017年1月2日㈪〜5日㈭
〈会場〉2階企画展示室

え と

とり

毎年恒例の
「アート2017干支展」
を開催しています。
テーマは2017年の干支「酉」。絵画、彫刻、書、工芸など様々な手法を用
いて作家がバラエティ豊かに干支を表現します。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
安保ゆき子、梶谷佳加、さかいゆきみ、佐々木紀政、柴田節郎、杉本たけ子、蟬丸、寺田ひかり、中尾健二
藤本イサム、松尾 哲、松田一戯、松田京子、松田政斗、山本吉信、吉岡武徳
■平 面
上地拝碩、切目あずさ、コウノ真理、小西美佐子、酒井ひさお
榊原メグミ、島田真衣、住中進吾、髙砂京子、髙松富士子、土屋彰男
椿野浩二、塔本賢一
栃原敏子、内藤範子
南光和玄、東影美紀子
平位紘一、藤原 護
藤原洋次郎、
Ｐen2
前田華汀、松尾あい子

寺田ひかり
「干支

募集

酉」

東影美紀子「野原を届けに」

あなたの自慢の年賀状をお寄せください。

2017 干支絵手紙コンクール 作品募集!!

ご応募いただいた作品をすべて美術館で展示します。入選者には素敵なプレゼントも用意しています。
●締め切り…2017年1月4日㈬必着

●会期…2017年1月7日㈯〜1月15日㈰

●会場…生野マインホール

■応募規定
①テ ー マ…
「酉」
「鶏」
または2017年の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（送料は応募者負担）
「ハガキ」
として郵送できる形状のもの。重さは50g以内。
ハガキ本体の切り抜
⑤応募作品…横9.0〜10.7㎝、縦14.0〜15.4㎝。
き、
過度な貼り付けなどは不可。規格外作品は審査対象外となります。
⑥出品申し込み…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）
を明記し、
「干支絵手紙コン
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、送付してください。
あて先 〒679−3423 兵庫県朝来市多々良木739番地3 あさご芸術の森美術館 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もかまいません、必ず
「干支絵手紙コンクール作品」
と朱書きしてください。

平成28年12月10日
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〜朝来からの風〜

朝展

応募締め切りは、2017年1月9日㈪
（必着）まで
【優秀作品展】

あさご芸術の森美術館
2017年2月1日㈬〜2月12日㈰
〜朝来からの風〜
「朝展」2017では、絵画、立体・工芸、書・画、写真の4部門の作品を募集しています。

【〜朝来からの風〜
「朝展」
2017募集要項】
■応募期間…2017年1月9日㈪（必着）
まで
■応募資格…日本在住の高校生以上
■応募点数…1部門につき1点
■出品料…1点につき1,000円（大学生・高校生は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 。1 0 号 以 上 で 、1 辺
1 1 6 . 7 ㎝ 以 内 。額 装（ 5 ㎝ 以 内 ）し、吊り金 具とひ
もを 取り付 けること。
◎立体・工芸
彫塑、工芸作品。高さ150㎝（台座含む）以内で、床面
積2㎡以内。
人力で運搬可能な作品。
◎書・画
書、篆刻、水墨画などで全紙以内。額装、枠張り、
または
軸装。
◎写 真
写真作品で縦横合わせて140㎝ 以内。額装またはパネ
ル張り。
※作品規定の詳細は募集要項で確認してください。
■審査員
（敬称略）
絵画…岸野裕人
（姫路市立美術館館長）
烏頭尾寧朗
（画家）

立体・工芸…友定聖雄（ガラス工芸作家・神戸芸術工科
大学教授）
書・画…髙砂京子（書家）
写真…畑 祥雄（写真家・関西学院大学教授）
吉野晴朗（写真家）
■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
◎さんとう緑風ホール
2月1日㈬〜2月12日㈰
午前9時〜午後4時30分まで
※最終日は表彰式のため午後3時まで。
※今年は、
あさご芸術の森美術館での展示はありません。
■募集要項の取り寄せ・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。
朝来市ホームページ
http://www.city.asago.hyogo.jp
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トピックスと各地の催し
あさご夏の昆虫展
ゆめはく号がやってきた

秋のチャイルドアートキャンプ
キャンドル作りに挑戦！

光と風のページェント
動と静の幻想世界

「むしむし大集合!」
では、実際に虫
と触れ合える企画として、県立人と自

10月29日と30日に
「光と風のペー
ジェント」を開催しました。
ロウソクの

然の博物館の「ゆめはく号」が美術館
を訪れました。最初は虫に緊張した子
どもたちも次第に虫と触れ合い、普段

炎のゆらめきを誘う風と、音と光を融
合させたイベントで、約3000個のキャ
ンドルがあさご芸術の森美術館を幻
想的な空間へと誘いまいた。

見られない、大型かぶと虫に目を輝か
せていました。
館内では、世界一美しいと言われる
「モルフォチョウ」
（標本）やゴホンダイ
コクの 巨 大 模 型 を 展 示しました 。
3,321人の入館者がありました。

アートDE遊ぼう
道具に悪戦苦闘
今年も
「アートDE遊ぼう」
を開催し、
こどもたちの夏休みの1ページとして
作品作りに取り組みました。親子で楽
しみながら制作している子どもたち
や、普段使うことのない道具に悪戦苦
闘しながらも、講師の助言を受け、自
分の思い描く作品ができ、満足そうな
笑顔を浮かべる様子を見ることがで
きました。
のべ150人が参加しました。

10月22、23両日、
「秋のチャイルド
アートキャンプ」
を開催しました。
1日目の午前中は、平面造形作家・椿
野浩二さんの指導で陶芸に挑戦しま
した。
テーマは来年の干支「酉（とり）」
で、それぞれ色々な表情の「酉・鶏・ト
リ」が出来上がりました。今回は焼き
上げたのち、12月からの「アート干支
展」に展示します。午後からは、光と音
のイベント
「光と風のページェント」に
使うキャンドル作りに挑戦しました。奉
書紙と木を使いキャンドルのシェード
絵を作成しました。初めて使うドリル

29日はキャンドルの炎が灯る美術
館野外彫刻庭園に、突如として、ムー
ビングライトを使った光が音に合わせ
て様々な色に変化するショーを実施、
キャンドルの「静」
と光の「動」を演出
しました。また、あさご芸術の森美術
館友の会による大鍋のバザーもあり、
温かい豚汁が大好評でした。
30日はアトリエ室で開催した、松下

に苦戦しながらもそれぞれが素敵な
キャンドルを完成させました。
2日目は高木愛郁さんの指導でけ

敏幸レクチャー&コンサートで、
バロッ
ク音楽の荘厳な余韻に浸った後、美
術館の玄関を出ると目の前に、
ロウソ

しごむハンコ作りをしました。中には
カッターを使い慣れていない子どもも
いましたが、後半には自分の思い通り

クの炎が作る幻想的な「静寂」空間が
広がり、来場者を再び非日常へと誘い
ました。

のけしごむハンコに仕上がっていまし
た。最後は前日に作ったキャンドルに
自分の名前のけしごむ落款（らっか

今回用意したキャンドル・シェード
の絵には市内の園児や小学生らが
作ったキャンドル絵486点と篠山の出

ん）
を押して完成させました。

張ワークショップで参加者が作った作

平成28年12月10日

品185点が会場を彩り、子どもの作品
を探す家族連れが多くみられ、
「あっ
たよ〜!」
とうれしそうな声が聞かれま
した。
また、会期中は、あさご芸術の森の
野外彫刻作品がライトアップされ、普
段とは違った表情をみせていました。
今回、
「 生野ルートダルジャン」
と
「光と風のページェント」が初めて連
携しました。
ルートダルジャンへは、
コウノ真理
さん、住中進吾さん、夛田麻里さん、田
中喜典さんと宮本洋平さんが参加し、
生野購買会で作品を展示しました。
光と風のページェントには、ルート
ダルジャンから滑川みささんが参加
し、鏡とキャンドルを使った作品で、空
間演出をしていました。

松下敏幸レクチャー＆
コンサート
『音を伝える』
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さ、そして、真に良質な音とは何か、そ
の良音を創るための製作とは何かな

スターカラーで人気キャラクターや風
景など思い思いに描きました。

どを解説。
後半では、
その松下さんが製作した
ヴァイオリンとチェロを実際にプロの

奉書は美術館に持ち帰るため、参
加した子どもたちへの土産として「オ
リジナル缶バッジ作り」を実施しまし

演奏家が演奏し、時代背景にある音
楽の発展を感じさせるような、人の奏
でる
「声」
と楽器が奏でる
「音」
で、来場

た。奉書とは別に7㎝ほどの円形用紙
に名前や花などを描き込み、
プレス機
を自身で押して製作。ほとんどが初め

者を魅了しました。

ての体験とあって、自分の絵がマジッ
ク
（手品）
のように缶バッジに仕上がる
様子を不思議そうな面持ちで見入っ

「風と光と音のページェント」
ワークショップ参加
伝統的な町屋を舞台に現代アート
を展開する
「丹波篠山・まちなみアー
トフェスティバル2016」」が前期9月
17日
（土）〜19日
（月・祝）、後期21日
（水）〜25日
（日）の日程で開かれまし
た。約80作家が絵画、立体、映像など
それぞれの分野でアートシーンを展
開しました。
あさご芸術の森美術館は、兵庫県
が主唱する
「アートde 元気ネットワー
ク ひょうご」
のメンバーとして同フェス
ティバルを応援するため、前期に「あ
さごに届けるアートキャンドル」
のワー
クショップを行いました。
同ワークショップは、10月29日
（土）
30日（日）、美術館を中心に芸術の森
周辺で繰り広げる
「風と光と音のペー

ていました。
手にした子どもたちは満面の笑み
を浮かべ「見てみて」
と自慢そうに親
に見せ、早速、胸に付けてもらってい
ました。
同フェスティバルには、あさごのほ
か、公募展木彫フォークアートおお
や、下町芸術祭／新長田、龍野アート
プロジェクト、西宮船坂ビエンナーレ
なども出展しました。

「くっつ木プロジェクト」
で
魅力発信

一般的には「誰が、何を演奏する
か」
という点に着目される演奏会に、

ジェント」会場に飾るキャンドル容器
（ガラスびん）の絵付けをしてもらう企

弦楽器製作者の視点を加えることに
よって、音楽を違った角度から味わえ
るコンサートとなりました。
前半のレクチャーでは朝来市出身

画。
雨が降ったり止んだりのあいにくの
天気でしたが、2日間でのべ185人の
親子連れやカップルなどが、
こちらが

兵庫県内の美術館や博物館などの
魅力を広く発信する
「ひょうごミュージ
アムフェア 2016」が10月1、2両日、神
戸市中央区のハーバーランド・スペー

の松下敏幸氏が30年にわたり弦楽器
製作を続けて学んだこと、人の手によ
る仕事＝「ものづくり」の価値、人が人

用意した所定の奉書にクレパスやポ

スシアターで開催されました。
県博物館協会に加盟する142館・
園のうち104施設が参加し、独自の

へと伝統を受け継いでいくことの大切

ワークショップや資料展示を通して積
極的なPR活動を行いました。
あさご芸術の森美術館は、昨年の、
彫刻家・冨長敦也さんによる大理石を
磨く
「Love Stone Project Kobe−
Asago」に続いての出展となりました。
今回の「くっつ木プロジェクト」は、円
や楕円、三角、四角、ハート、三日月な
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は「あさごさんの前回の素材は石、今
回は木。それぞれが自由な発想で楽

が開催されました。
この展覧会は友の会の椿野浩二氏

しめ、面白い企画。自館のイベントに
使わせてほしい」などと評価していま
した。

らが発起人となり、震災復興支援を目
的に2011年から開催しています。開
催期間中の売り上げの一部や、来場

リクガメに実際に触る神戸市立須
磨海浜水族園、二胡などの楽器を体
験できる民音音楽博物館、古代ロー

者から直接募金のあった義援金を被
災地復興に役立てます。
今回も趣旨に賛同する作家ら12人

どいろいろな形に切られた小さな木
片に、
クレヨンやポスターカラーなど
で絵付けをし、木の幹、枝に見立てた

マの衣装を試着する県立美術館など
の多様な体験イベントが楽しめると
あって、同フェアは1日目1,000人、2日

が集い、絵画や陶芸、写真、柿渋染め
や木彫、
アクセサリーなど多彩な作品
が並びました。作品を見ながらお気に

心棒に接着剤で貼り合わせ、大きな
木に“育てる”内容。同プロジェクトは、
昨年の「神戸ビエンナーレ2015」の
会場で行い、大きな反響があったた

目2,200人の入場者があり、成功裏に
終了しました。

入りの作品を購入し、
また出品作家と
芸術談義を楽しんでいました。
開催期間中は約200人の来場があ
り、来場者の募金と作品売上げの一

め、同ミュージアムフェアでの実施を
決めました。講師は造形作家・コウノ
真理さん、陶芸家・田中喜典さん、
ガラ
ス作家・夛田麻里さんの3人。
「くっつ木−」
は、参加者が木片を自
分で選ぶとことから始まり、
どんな色
を塗るか絵を描くか、
どこに貼り付け
るかなど、子どもたちが自身の意思で
木の幹・枝を増殖させていきます。2日
間で300人を超え、すくすくと大木に
成長しました。他館・園の担当者から

部を合わせて50,000円が義援金とな
りました。

ギャラリー四季彩で
「2016
震災復興チャリティー展」
11月11日〜13日、ギャラリー四季
彩で「2016震災復興チャリティー展」

館長おすすめミステリー

天野節子 著「烙印」
（2010年・幻冬舎刊）

400年前の遭難事故が時を超え結実／養父市も舞台に殺人事件
知っている地名や地域特産品などが登場すると、描写された情景把握が容易になり、
ストーリーにスーッと入っていける。
この「烙印」には、関宮、和田山、石田、豊岡、円山川、国道312号など身近な地名や、
「蛇紋岩米」
「鮎のささやき」などが登場
し、
これらがアクセントになり、
400年の時を経て結実する長編ミステリーに仕上がった。
江戸初期、房総（千葉県）沖でスペイン大型商船サン・フランススコ号が遭難した。物語は
ここから動き始め、養父市で発見された30年前の白骨体、
そして先ごろ東京都内の公園で
起きた自殺偽装殺人事件へとつながる。
警視庁捜査一課戸田克巳刑事は、東京で絞殺された被害者の身元を調べるうち、被害者
の出身地養父市でも落石現場から白骨化した遺体が発見されたことを知る。2つの事件に
関連はあるのか−戸田刑事は、養父署近藤雅彦刑事とともに捜査を進め、一冊の女性
ファッション雑誌「麗麗」
を手掛かりに、容疑者として進取気鋭のカメラマン鈴木太郎を割り
出す。
阪神・淡路大震災などもからめた構成力は十分で、400年前の海難事故との接点や、表題
の
「烙印」
とは、が読み進むにつれ浮き上がってくる。
養父市では、
この
「烙印」
のドラマ化を推し進めようと、
ロケ誘致などを働きかけたそうだ。
「烙印」
は、2012年刊の幻冬舎文庫版もある。
天野節子 著「烙印」
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Meeting〜友

の会のページ〜

あさご芸術の森美術館友の会・
雑記
森に寄せる
あさご芸術の

地域に広く開かれた美術館

地域おこし協力隊

篠 原 諒 太

芸術大学に通っているとき
「美術館へ行け」
と言われ、名画とされる展覧会に足を運び、
さも知っているような顔で説明書きを
読んでいました。水平垂直がピシッと整えられ壁にならぶ絵画などから感じる
「規律正しい空気」
から抜け出し、一緒に行った友
人と
「なんとなくあの絵が好き」
という浅い内容の話が案外楽しみの一つでした。
ある日の授業で、現在ではパソコンでも定番の
「ドロップシャドウ」
という文字や図形などの背景に影をつけ立体感を出す技法
が、
もともと絵画の技法であったことを知りました。
この頃から、
よく分からなかった
「芸術」
への身の寄せ方が、人の手から生まれ

た
「技術」
や
「考え方」
へ向くようになりました。作品に“自分から”目を向けてみようと感じてから、美術館が好きになりました。
東京でしばらく働いてからご縁があり、朝来市に移住することになりま
した。朝来市は自然豊かではっきりとした四季はどれも美しく、
その環境
の中にある美術館に気が向くと足を運んでいます。
「あさご芸術の森美術館」
の魅力は、展示内容が、小さいお子さんに
も分かりやすいものが多く、夏休みの宿題の手助けになる展示や、
フ
リーマーケットの開催など地域に広く開かれた美術館であるということだ
と思います。作品の意図や作者の考えに思いをはせるという魅力もあり
ますが、誰でも気軽に作品に触れることができる美術館が身近にあると
芸術村とフリーマーケットの様子
いうのは素敵なことではないでしょうか。

あさご芸術の森美術館友の会
会員交流美術展を開催しました。

友の会の会員相互の交流を図るため、10月1日〜16日に
「あさご芸術の森
美術館友の会 会員交流展」
を開催しました。絵画や立体、写真など21人の
会員から36点の出品があり、来場者投票による
「友の会賞」
には水野洋子さ
んの
「黙想」
が選ばれました。

あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況
★椿野浩二／沖縄の作家・桑江良健氏と、40年前のパリでの出会いを通して初めての2人展をギャラリー汗愛（朝来市）
で
開催しました。
お互い、
元気で作家活動が出来ている事を喜び合いました。
★藤本イサム／長年、
お世話になっている熊本のギャラリーが、今回の地震で甚大な被害を受けました。
「触感で伝わるもの」
をテーマに石彫、木彫、椅子、
テーブルなど楽しい個展を行い、地元の人たちや知人とのアートコミュ
ニケーションを深めてきました。
復興支援のためにも今後も個展を開催できたらと思います。
★磨野郁子／新作家小品展を10月18日〜23日に同時代ギャラリー
（京都市）
で開催しました。

また、第62回全関西美術展
（10月14日〜26日／大阪市立美術館）
で、洋画と彫刻部門で入選しました。

222222222222222222222222222222222222222

「美術館だより・友の会だより」
で会員の皆さんの近況を紹介していきます。
「個展を開催した」
「個展をこれから開催する」
「公募展・コンクールで入選・入賞した」
「今こんな作品を作っている」
「この前みた○○展がよかった」
など身近な活動、話題
を掲載します。
「美術館だより・友の会だより」
は3、7、12月の年3回発行しています。次回、3月号では1月から6月までの情報
を募集します。
ぜひ情報をお寄せください。
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2017.3

ASAGO ART VILLAGE
月

12

日

曜

開催中

内

容

対

象

アート2017 干支展

一

般

期間・時間など
12月3日〜25日
1月2日〜5日

アートホール神戸写真展 子供の世界「愛」

一

般

12月25日まで

全国こども絵画選抜展

一

般

12月25日まで

4

朝来からの風「朝展」作品募集

一

般

1月9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

一

般

3月17日まで

一

巡回展（生野マインホール）

掲載ページ

6

募集中

1

6

金

あさご芸術の森美術館

改修工事のため休館

7

土

干支絵手紙コンクール作品展
（生野マインホール）

般

1月15日まで

6

12

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17日まで

6

1

水

朝来からの風「朝展」優秀作品展（さんとう緑風ホール）

一

2月12日まで

7

12

日

朝来からの風
「朝展」表彰式（さんとう緑風ホール）

受賞者

午後3時〜

7

18

土

円空展

一

5月7日まで

般

2

3

般

和田山高等学校 就業体験
10月18日と20日に、和田山高等学校1年生の田中綾音さ
んが、
あさご芸術の森美術館へ就業体験の一環として来館し
ました。
受付業務や展示業務など、美術館の様々な仕事にチャレ
ンジしてくれました。田中さんは
「この二日間の体験で学んだ
ことを将来に役立てたい」
と話していました。

【年末年始の美術館と改修工事に伴う休館のお知らせ】

年末年始の美術館は12月26日㈪から1月1日㈰まで休館します。
また、2017年の1月6日㈮から3月17日㈮までは、美術館の改修工事のため休館します。

関宮
八鹿氷ノ山IC

江原
八鹿

出石 但東
312

養父
和田山

大屋

に い

あさご芸術の森美術館

〒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.lg.jp

北近畿

福崎IC

山陽自動車道
姫路東IC
姫路
姫路バイパス

山東IC

播但連絡道

山崎IC

新井
朝来IC

福知山
9

和田山IC

29

舞鶴若狭
自動車道

9

美方

豊岡道

福知山IC

春日IC

三田

中国自動車道
吉川JCT
三木JCT
垂水JCT
第二神明

京都

綾部

神戸
JCT
神戸
阪神高速

吹田JCT

大阪

