淀井敏夫作
「仕事着の青年」
（1935）
／ブロンズ／43.5 48.5 27㎝

「仕事着の青年」
実家の営んでいた製材加工の仕事を手伝う親戚の若者をモデルに制作した胸像。骨格のしっかりとした顔と太い首、ぶあつ
い胸に働く青年のたくましく健康な生命感が宿されている。
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開催中の
企画展

平成25年 4月1日

あさご・森の女流作家展
4月4日㈭〜6月9日㈰

近年女性の活躍は様々な分野で目覚ましいものがあり、
「女子力」
という言葉も生まれ
ています。芸術の世界でも、
コンクールの入選者のうち７割以上が女性という例も珍しい
ことではなく、
絵画部門では特に女性作家の活躍が顕著です。
今回の展示では但馬や、美術館ゆかりの女流作家の作品を一堂に展示し、女性ならで
はの視点で制作された作品をご観覧いただければ幸いです。下記の作家以外にも、当館
コレクションから写真家・織作峰子氏の作品なども展示します。
桜満開の春から新緑の初夏へと移り変わる芸術の森の美しい景色とともに、
ご覧くだ
さい。
《出展作家》

上地
内藤
濱田
栃原

「織」
ワーク
ショップ

拝碩（書）
絹子（版画）
松陽（日本画）
敏子（油彩）

西毛
寺口
松田

淑子（油彩）
敬子（染織）
京子（彫刻）

髙砂 京子（書）
西山まい美（染織）
藤本満里子（染織）

織機がなくても織物は作れる!!

「みずかがみ秋」 西山まい美 作

染織作家・西山まい美さんを講師に迎え、色とりどりの織物に挑
戦します。
○5月26日㈰ 10時〜15時 ○定員10名（先着順）
○参加料2,300円（別途、美術館入館料が必要です。）
○お電話等で美術館へ事前申し込みください。

「舞台袖 出番を待つ」 髙砂京子 作

「祈りの言葉 四季・はる」 内藤絹子 作

アトリエ室

大坂一成

〜子どもたちの詩〜
4月29日

まで開催中

「あさご芸術の森大賞展」、
「あさごアートコンペティション」
でも入賞、入選
を重ねる大坂一成さんの展覧会。
どれもユーモラスな形をしていて、見るもの
を不思議な感覚にいざなう木彫作品です。

「Elephant」
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これからの
企画展
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朝来市出身の二人展〜日本のこころを求めて〜

田中清展−型染版画の世界−
九鬼三郎展−古陶と花−
6月15日㈯〜7月15日

田中清氏は和田山町出身。江戸時代、型染は浮世絵と同じく世
界に類を見ない布染として、完成しました。和紙を柿渋で固めた
「型紙」
を彫ることによって、切り抜いた光が形となり、残していく影
が形となって浮き上がります。
19世 紀 末、欧 米 の 芸 術 家 たち を 驚 か せ たと 言う、日 本 の
「KATAGAMI」に魅了され、田中氏はこの型紙を版画に応用し、
「型
染版画」
を始めました。今回の展示では田中氏の40年以上にわた
る、芸術人生を総覧する展覧会となっています。
自然を愛し、季節
の移ろいを感じる作品です。
九鬼三郎氏（本名：清水廣美氏）
は旧朝来町出身。油彩画で本物
と見まがうほど緻密で美しい花を描く画家として活躍されていま
す。特徴的なのは、桃山や江戸期の貴重な花器や茶碗に花が生け
られているという、写実でありながらも、今日では実現しえない絵を
描かれていること。作られた当時はこうして使われていたかもしれ
ない、
そんな姿を彷彿とさせ、本来の役割に徹した器と、
それに引
き立てられた花の相乗効果による美しさに心を奪われる作品です。
二人の作家による日本人特有の美意識、繊細な感性を呼び起こ
す作品展をぜひご覧ください。

「余部鉄橋」 田中 清 作

オープニングイベント

ミュージアムコンサート＆トーク
6月15日㈯ 15：00〜

■第１部…九鬼桂子 氏コンサート《声楽家（ソプラノ）で九鬼三郎氏の奥様》
■第２部…田中 清 氏トーク
■第３部…九鬼三郎 氏トーク
◎参加料…無料
（但し、別途美術館入館料が必要）

「古信楽に山椿」 九鬼三郎 作

アトリエ室

波多野 泉 彫刻−木と漆−
5月3日

〜6月9日㈰
﹁能ある鷹は﹂

「第3回あさご芸術の森大賞展」
で大賞を受賞された波多野さん
の展覧会。
「乾漆」
という古来より伝わる技法を用いて、悠久の時を
表現しています。
作品の持つ量感と技術の高さにより、作品1点1点が強い存在感
を放っています。
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あさごアートコンペティション（A.A.C.）作品募集
2013年は「あさご芸術の森」に設置する
野外作品を募集します。

応募用紙は５月中旬から配布します。応募締め切りは8月31日㈯必着までです。
朝来市は、明治から昭和前期にかけて活躍した洋画家の白瀧幾之助、和田三造、青山熊治、
また昭和から平成にかけて活躍
した彫刻家の淀井敏夫、木村敏など、美術界に多くの人材を輩出しています。
朝来市では、1994年から2001年開催の
「野外彫刻展 in 多々良木」、2002年から2011年開催の平面及び立体の屋内作品
展「あさご芸術の森大賞展」
と、
これまで全国規模の公募展を企画開催してきました。
これらの公募展をきっかけに、現在、第一
線で活躍する多くの作家の皆さんの活動を支援してきました。
このような歴史を踏まえ、今後はより広範な眼で美術をとらえ、
これから美術界で新しくポジションを得ていく人たちを応援
し、新しい作家を育て、
その成長を支援する役割を担うことを目的に、2012年から新たな公募展「あさごアートコンペティショ
ン」
を開催しています。
2013年は第２回展として、
「あさご芸術の森」
の指定場所に設置する作品を決定するための模型作品を募集します。多くの
皆さんからの新しい感性あふれる力作の応募を期待しています。
＊なお、
「あさごアートコンペティション」
は屋内展示作品展と野外設置作品展を隔年で交互に募集します。
■応募要項
⑴テーマ…「異空間：遊び心・こども心」
⑵応募資格…不問（国籍、経歴、年齢。
グループ制作も可）
⑶応募作品…テーマ、設置場所にふさわしい作品で応募者本人が制作し、所有する未発表の野外設置用作品を模型で応募してください。
（ただ
し、
個展、卒業制作、学校展、
および、個人のブログなどWEB上で発表したものは未発表とみなします。
）
なお、模型応募時に、指定場所に作品を設置した際のイメージ図
（合成写真、
スケッチ等）
を提出いただきます。
①素材不問。
ただし、電源および水を使用しないもので、野外設置の実物作品は、恒久的な野外展示に耐え、人が触れても安全で破損等の危険
性のないものとします。
また頻繁なメンテナンスの必要のないものとします。
②応募用模型サイズは、作品底面の幅、奥行きと高さの合計が120㎝以内で、
人力で安全に2階展示室へ運搬可能なもの。
③実作品サイズは、作品底面が幅（正面）13m×奥行き
（側面）
5m以内のスペースに展示可能な作品。
⑷出品点数…制限なし。
⑸出品料…１点につき5,000円。
ただし25歳以下の応募者（2013年8月31日時点）
については1点につき3,000円。
⑹審査方法…応募された模型作品で審査します。
⑺審査員（敬称略）…山脇一夫（美術評論家・金城大学教授）／山﨑 均（美術評論家・神戸芸術工科大学教授）／織作峰子（写真家・大坂芸術
大学教授）／椿野浩二（平面造形作家・あさご芸術の森美術館運営委員）
／朝来市長
⑻賞…あさご芸術の森大賞・1点／賞金400万円（実作品および台座制作・運搬・設置委託料ならびに模型を含む作品買取賞金）、優秀賞・3点
／賞金20万円、
スポンサー賞・若干／副賞、奨励賞・15点／1万円相当の副賞、入選・20点、特別賞・若干（入賞作家の中から海岸での野外設置
に耐えうる作品を制作可能な作家に、
オーストラリアで行われる国際野外彫刻展
「スカルプチャー・バイ・ザ・シー」
への優先参加を推薦します。
）
⑼受付期間…2013年8月12日㈪〜31日㈯必着※出品料は理由の如何にかかわらず返金できませんので、
ご了承ください。
⑽応募方法…応募についての詳細は下記までお問い合わせください。募集要項および募集用紙をご希望の方は氏名・住所・Eメールアドレスを
明記し、270円切手を同封の下記までお申し込みください。
資料発送は2013年5月中旬以降となります。
■要項請求・問合わせ先
〒679-3423 朝来市多々良木739-3 あさご芸術の森美術館内 あさご芸術の森公募展係 TEL 079-670-4111 FAX 079-670-4113
至和田山

円 山
川

312

大賞作品設置場所略図
大植
病院

至多々良木ダム
播磨ふれあいの家

道の駅あさご

あさご
芸術の森
美術館

多々良木公民館
多々良木

大賞作品設置場所
至姫路

多々良木
みのり館

多々良木ダム

設置予定場所
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募集中!!

あさご芸術の森美術館と同館友の会では、芸術文化活動による地域活性化と元気のある芸術の森づくりを目指し各種の
講座を開催します。
お気軽にご参加ください。

絵画コース

4月14日㈰スタート

絵画コースは油絵を中心に、水彩画など、講師のもとで自由に
作品作りをしています。油彩の道具のない方もお気軽にご参加
ください。
道具の選び方についても指導していただきます。
■と

き…毎月1回 第2日曜日、午前9時30分から開催

■対

象…一般

初回は4月14日㈰
■定員…15名

■受講料…観覧料と300円
■講師…南光和玄氏・椿野浩二氏
（いずれも画家）
■講師から一言…気軽に一度見に来てください。楽しくそれぞれの
ペースにあわせて活動しています。みんなの作品を持ち寄り展覧会
を開催しましょう。

陶芸コース

4月14日㈰スタート

絵画コース

陶芸コースは成型、素焼き、釉薬塗り、本焼きと取り組みます。
自分の作った食器で食事するのは格別です。
3回で1コースです。
■と

き…Aコース／4月14日㈰、
4月21日㈰、
5月12日㈰
Bコース／6月9日㈰、
6月16日㈰、
6月30日㈰
各回午前9時30分から

■対

象…一般

■定員…10名

■受講料…観覧料と1,500円
（3回分）
■講師…吉井直行氏ほか
■講師から一言…大きな作品はできませんが、生活に使う器などを
土をこねて、
自分で作り、使ってみませんか。少人数で効率のいい講
座です。

チャイルドアートキャンプ

5月25日㈯〜26日㈰
夏休み
（7月下旬予定）

陶芸コース

芸術の森に泊まりこんで絵を描いたり、粘土細工をしたり、じっ
くり制作に取り組んでみませんか。
・5月のアートキャンプでは織物と勾玉づくりに取り組みます。
・夏休みのアートキャンプでは夏休みの課題作りに取り組みます。
■と

き…5月25日㈯〜26日㈰正午まで
（※夏休みのアートキャンプは7月下旬頃を予定）

■対

象…小学生

■定員…15名

■費用…5,500円
（宿泊費、
朝食代等含む）
■講師…西山まい美氏ほか
◎募集期間…4月20日㈯〜5月10日㈰
参加申込は「①参加希望の催し名、
②希望者氏名、学年、③住所、連
絡先」を電話、はがき、FAX、又は直接来館してお申し込みくださ
い。先着順になりますので、
定員になり次第受付を終了します。

チャイルドアートキャンプ

ご注意…対象の「一般」は、小学生以上ならどなたでも参加できる講座です。〒679-3423 朝来市多々良木739-3 あさご芸術の森美術館
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−2013年の美術館展覧会予定−
■企画展示室（2F） □アトリエ室（1F） ◆企画展示室＋アトリエ室

■あさご・森の女流作家展

4月4日㈭〜6月9日㈰

芸術の世界でも今後ますます輝きを増し、活躍し続ける女性たち。美術館ゆかり
の女性作家らの作品を展示します。
（本紙２頁参照）

□大坂一成 children’
s poetry〜子どもたちの詩〜

開催中〜4月29日

あさご芸術の森大賞展、
あさごアートコンペティションで入賞、入選している大坂
一成氏の作品展
（本紙２頁参照）

□波多野 泉 彫刻―木と漆

5月3日

〜6月9日㈰

第3回あさご芸術の森大賞展で大賞を受賞した波多野泉氏の作品展（本紙３頁参
照）

◆田中清＆九鬼三郎 朝来市出身の二人展

6月15日㈯〜7月15日

朝来市出身の型染版画家・田中清氏と画家・九鬼三郎氏（本名：清水廣美）の作
品展
（本紙３頁参照）

あさご・森の女流作家展
「柿渋染布カバン」 藤本満里子 作

■交流５周年 朝来・バルビゾン〜過去から未来へ〜7月20日㈯〜9月8日㈰
2008年秋に朝来市とフランス・バルビゾンの芸術文化交流が公式に始まり、5年
が経ちます。古くは生野三巨匠の時代から現代までの交流の経過をたどる記念展
を開催します。

□アートＤＥ遊ぼう

先生たちの作品展

7月20日㈯〜9月8日㈰

毎年恒例の夏のイベント
「アートDE遊ぼう」
。指導にあたる先生たちが、作家とし
て普段作られている作品を、参加される皆さんに知ってもらおうと先生たちの作品
を展示します。

■A．A．C．優秀模型作品展

9月21日㈯〜11月4日

あさごアートコンペティションは隔年で屋内作品と野外設置作品を交互に募集し
ています。今年は
「あさご芸術の森」
に設置する作品を決めるため模型作品を募集
します。
美術館では、
入選、入賞の模型作品を展示します。
（本紙４頁参照）

■全国こども絵画選抜展

11月9日㈯〜12月8日㈰

田中清＆九鬼三郎 朝来市出身の二人展
「国宝・渥美壷に牡丹」 九鬼三郎 作

「ふるさと」
・
「花と緑」
をテーマに全国の小・中学生から絵画作品を募り、入賞・入
選作品100点を紹介する優秀作品展を開催します。作品は県内を巡回します。

□アートホール神戸写真展 子供の世界「愛」12月14日㈯〜12月23日
兵庫県内の小・中学校の先生やOBが撮影したこどもの写真の中から、入選以上
の優秀作品を展示します。

■アート2014干支展

12月14日㈯〜2014年1月19日㈰

2014年の干支「午」
をテーマにした作品展。
「干支絵手紙（年賀状）
コンクール」
も
併せて開催します。
企画展・公募展の詳細な内容については随時チラシ等でお知らせします。

交流５周年 朝来・バルビゾン〜過去から未来へ〜
「バルビゾンの農場」 ニコル・ガンヌ 作

平成25年 4月 1 日
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2012 あさご芸術の森の歩み

1月 5日第11回「干支絵手紙コンクール」審査会。／12日公募展検討委員会。／14

7月、
「南極展」
で竹ノ内隕石を展示

7月、
ダムの風に吹かれてコンサート

11月、澄川喜一氏の作品を設置

12月、A.A.C.表彰式

日美術館友の会館外視察研修。米子市美術館「三沢厚彦Animalsʼ11 in
Yonago」見学。／23日
「朝展」審査会。／28日
「〜朝来からの風〜朝展」開会
（2／26まで）。／29日
「山内コレクション〜近現代美術の名画展」開会（3／20
まで）
。
2月 17日友の会理事会。／26日西方寺寿光雅楽会による「春よこいコンサート」開
催。同日、
「朝展」表彰式。
3月 3日「織作峰子DIMENSIONS」開会（3／20まで）。／24日「密祐快展 虚空を
去来するもの」開会（5／13まで）。同日、
「竹鶴壽男展−白き鳥に託して−シ
リーズ2」開会（4／22まで）。同日、美術館友の会清掃ボランティア。
4月 28日「大畑幸恵展−マダラダマ−」開会（6／3まで）。／27日美術館友の会理
事。
5月 19日「その後20年の軌跡＋NEW！ドッキングアート2013」開会（7／8まで）。
同日、
ドッキングアート作家、大畑幸恵氏によるギャラリートーク開催。同日、美
術館友の会総会。／26日チャイルドアートキャンプ（27日まで）。
6月 3日｢多々良木ダム湖マラソン大会｣開催。同日、ワークショップ「ちゃすりんエ
コバッグをつくろう」開催。／9日
「あさご芸術の森大賞展10年の軌跡」開会（8
／26日まで）。／21日公募展検討委員会。同日、美術館友の会理事会。／24日
美術館友の会館外研修。円山川公苑美術館・伊藤清永美術館見学。
7月 14日「南極展」開催（8／26まで）。同日、柴田鉄治氏によるギャラリートーク開
催。同日、美術館友の会清掃ボランティア。／23日美術館運営委員会。／26日
｢あさご芸術の森アートフェスティバル｣開会（29日まで）。同日、氷の彫刻実演
鑑賞とワークショップ「氷のコップで乾杯！」
（ 27日も）。同日、あさご芸術の森
ウォークラリー（29日まで）。／27日アートDE遊ぼう
（29日まで）。同日、チャイ
ルドアートキャンプ①（28日まで）。／28日チャイルドアートキャンプ②（29日
まで）。
同日、
ダムの風に吹かれてコンサート。
8月 13日柴田鉄治氏によるギャラリートーク。／16日公募展検討委員会。／26日
夏休み図画工作指導会。
9月 1日「そりのあるかたち 澄川喜一展」開会（30日まで）。／2日澄川喜一氏によ
るギャラリートーク開催。／23日公募展検討委員会。
（21日まで）。同日、兵庫県学校厚生会但
10月 6日「織作峰子BOSTON in the time」
馬支部趣味の作品展開会（14日まで）。／11日子ども絵画選抜展審査。／12
日フランス・バルビゾンよりブドゥエル市長来訪（13日まで）／13日チャイルド
アートキャンプ（14日まで）。／15日美術館友の会理事会。／20日
「山崎哲郎
彫刻展 空間への試み−0から∞へ−」開会（12／2まで）。／21日
「A．A．C．」
審査。久保健史作「Rond et rond（Une montagne）」が大賞受賞。／27日
「A．
A．C．優秀作品展」開会（12／2まで）。
11月 11日芸術村とフリーマーケット。／21日澄川喜一氏の作品「おつきさま」を設
置。／23日こども絵画選抜展表彰式。
12月 2日「A．A．C．優秀作品展」表彰式とギャラリートーク。／6日「アートホール神戸
写真公募展こどもの世界“愛”」開会（11日まで）。／8日
「第8回全国こども絵画
選抜展優秀作品展」開会（1／14まで）。／9日兵庫稲美少年少女合唱団クリス
マスコンサート。同日、美術館友の会清掃ボランティア。／15日
「アート2013干
支展」開会（1／14まで）。／21日美術館運営員会。
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朝展絵画部門大賞・森本
クリスマスコンサート

天使の歌声が響く
クリスマスコンサート
12月9日㈪、
あさご芸術の森美術館
の 冬 の 恒 例 行 事ともなっています、
「兵庫稲美少年少女合唱団」によるク
リスマスコンサートを開催しました。
合唱団の指揮、指導は生野町出身の
椿野伸仁さんが務められています。
当日訪れた団員は、電子ピアノの伴
奏にあわせ、ハレルヤコーラス、歓喜
の歌などクリスマスソングを中心に歌
いました。
世界の少年少女たちと共演してい
ると、各地で色々な音楽文化に出会う
ことがあるそうです。
ヨーロッパでは別
の 曲 の 伴 奏 に 合 わ せ て、他 の 曲 を
歌ったりすることがあり、実際に美術
館でも披露いただき名曲と名曲のコ
ラボレーションを堪能しました。

第８回朝展を
開催しました。
朝来市展として毎年開催している
第8回の
「朝展」
を開催しました。
平面、立体、書・画、写真の4部門の
作品を全国公募し、高校生から88歳
まで幅広い世代から203点の応募が

ありました。
1月20日、21日に美術館で審査会
を行い、入賞・入選作品78点が決定し、
1月26日から3月3日まで優秀作品展
を開催しました。
3月2日には表彰式を開催し、多くの
入選、入賞者の方々が出席されました。
おめでとうございました。
今回は高校生からの出品が多く、大
賞や準大賞にも入賞するなど若い世
代の活躍を感じました。
ご応募いただ
いた皆さん、
ありがとうございました。
文化協会賞以上の入賞者と朝来市
内の入選者は次のとおりです。
（敬称
略）
●絵画部門
大 賞…森本 翔（西脇市）
準大賞…水野洋子（姫路市）
奨励賞…平位紘一（朝来市）

翔さん

教育委員会賞…植山春香（多可町）
文化協会賞…石原康次郎（丹波市）
入 選…上村督正（朝来市）
水谷繁博（朝来市）
●書・画部門
大 賞…谷口蘇光（福知山市）
準大賞…松本 葵（朝来市）
教育委員会賞…櫻井蘇風（舞鶴市）
文化協会賞…砂治英美（養父市）
入 選…小野山忠光（朝来市）
安保綾乃（朝来市）
●写真部門
大 賞…白木勇治（福知山市）
準大賞…馬場和正（三田市）
奨励賞…岡本晃一（福知山市）
アンドレイ・ヴェルホフツェフ
（姫路市）
教育委員会賞…家元正志（豊岡市）
文化協会賞…笠置克巳（姫路市）
入 選…伊藤章恭（朝来市）

教育委員会賞…太田垣利鎌（小野市）
文化協会賞…宿南 泉（養父市）
入 選…井上 晃（朝来市）
野崎武司（朝来市）
大森梨紗子（朝来市）
イシハラツヨシ
（朝来市）
●立体部門
大 賞…山根亮二（朝来市）
準大賞…竹村一博（豊岡市）
奨励賞…花城正明（福知山市）

朝展立体部門大賞作品
「絆
（木綱）
Ⅱ」

平成25年 4月 1 日
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前川哲郎（姫路市）
藤原千代（朝来市）
坪井万宙（朝来市）
審査員特別賞…川口弥空（姫路市）
木村あゆみ（朝来市）
野崎武司（朝来市）
入 選…
北垣陽琉（朝来市）／坪田豊實（高砂
市）／丸尾文子（新温泉町）／向井喜
八（鳥取県）／浅野久美子（朝来市）／
森本正美（朝来市）／柳田 基（京都
府）／上地芳江（朝来市）／藤本夏林

グランプリ／藤原昌代さんの作品

干支絵手紙コンクールを
開催しました。
今年の干支絵手紙コンクールには
291通の応募がありました。遠くは鹿
児島県や、富山県、栃木県など、5歳か
ら102歳までの幅広い年齢の皆さん
から応募を頂きました。
ご応募いただ
きました皆さん、
ありがとうございまし
た。
今年の応募作品には干支の
「巳」
の
文字をヘビの姿で表現したものや、大
蛇 の 大ジャンプ など新 年 の 飛 躍を
誓ったものなどユニークな作品が見
られました。
審査は1月5日に行われ、以下のと
おり賞が送られました。入選、入賞さ
れた皆さんおめでとうございました。
●干支絵手紙コンクール受賞者（敬
称略・順不同）
グランプリ…藤原昌代（神戸市）
優秀賞…水越ひとみ
（神戸市）
大坪智菜珠
（奈良県）
奨励賞…川上広志
（岡山県）
北島美千代
（朝来市）

（朝来市）／三木富美子（神戸市）／森
貞和子（岡山県）／川會みゆき（朝来
市）／山部 實・八重子（京都府）／井
上晴雄（豊岡市）／長尾華奈（綾部市）
／田中茜音（綾部市）／松田幸士（綾
部市）／西尾正子（鳥取県）／松原悦
子（明石市）／阪田 博（大阪府）／佐
間みどり
（島根県）／安田林三（朝来
市）／津田 保（伊丹市）

干支絵手紙コンクール
干支が一巡しました。
毎年開催している干支絵手紙コン
クール。第1回目は「午」から募集を開
始し、今年の「巳」
で干支が一巡しまし
た。
これを記念して、12年間、美術館
で保管していた応募作品のうち、入選
入賞作品約300点を展示しました。
また、会場にはこれら十二支をモ
チーフにした絵手紙作品のほか、椿
野浩二さんの掛け軸、松田一戯さん

石割桜を描いた作品

千種達夫展「但馬の風景と
墨彩画紀行」
を開催しました。
朝来市和田山町出身の千種達夫氏
の展覧会を開催しました。千種氏は裁
判官として東京高裁などで活躍する
かたわら、余暇に絵を描き続け、その
画力は同郷の画家和田三造も賞賛す
るほどでした。
展覧会では帰郷時に描かれた風景
や、出張や転勤により行く先々の土地
で描いた作品を紹介しました。
昭和30年頃、盛岡地裁に所長とし
て赴任した際、裁判所構内にある石割
桜に興味を持ち、石の重みに耐えてな
お、毎年花を咲かせる桜を、忍耐強い
岩手の人々に例え、
日々業務にあたる
部下たちを激励しました。東日本大震
災後も石割桜は、変わらず花を咲か
せ被災地の人々を勇気付けています。
会場には盛岡地裁時代の昭和30
年頃と思われる東北沿岸の美しい風
景画とともに、石割桜を描いた作品、
および千種氏が石割桜について調査、
研究した資料などを展示しています。

の木彫、松尾隆さんの姫路張子作品
なども展示しました。
会場には過去の出品者の方々が多
く訪れました。数年ぶりに自作と対面
された皆さんは、懐かしむとともに、来
年の作品はどんなものにしようかと、
早くも制作意欲に燃えているようでし
た。
陸前高田
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スケジュール
ASAGO ART VILLAGE
月

4

5

6

日
開催中

曜

4

木

14

日

21

日

3

金・祝

12

日

25

土

26

日

9

日

15

土

16

日

30

日

14

日

20

土

7
下旬

2013.4
内

平成25年 4月1日

2013.7

容

大坂一成 children’s poetry 〜子どもたちの詩〜
あさご・森の女流作家展
絵画教室
陶芸教室A
陶芸教室A
波多野 泉 彫刻−木と漆
絵画教室
陶芸教室A
チャイルドアートキャンプ
「織」ワークショップ 織機がなくても織物は作れる!!
あさご芸術の森美術館友の会総会（予定）
絵画教室
陶芸教室B
田中清 九鬼三郎 朝来市出身の二人展
声楽家（ソプラノ）九鬼桂子氏によるミュージアムコンサート
田中清氏、
九鬼三郎氏ギャラリートーク
陶芸教室B
陶芸教室B
絵画教室
交流5周年記念 朝来・バルビゾン−過去から未来へ−
チャイルドアートキャンプ
アートDE遊ぼう
ダムの風に吹かれてコンサート

対 象
一 般

期間・時間など
4月29日まで

一

6月9日まで

2

受講生

午前9時30分〜

5

受講生

午前9時30分〜

5

受講生

午前9時30分〜

5

一

6月9日まで

3

受講生

午前9時30分〜

5

受講生

午前9時30分〜

5

受講生

5月26日まで

5

受講生

午前10時〜

2

受講生

午前9時30分〜

5

受講生

午前9時30分〜

5

一

般

7月15日まで

3

一

般

午後3時〜

3

一

般

午後4時〜

3

受講生

午前9時30分〜

5

受講生

午前9時30分〜

5

受講生

午前9時30分〜

5

一

9月8日まで

6

一

般

般

掲載頁
2

般

般

5

受講生
一

般

一

般

あさご芸術の森美術館友の会 館外研修
1月12日㈯、
あさご芸術の森美術館友の会の館外研修に、34名のみなさんが
参加され、香川県の中津万象園丸亀美術館、東山魁夷せとうち美術館を訪問し
ました。
中津万象園丸亀美術館は、朝来市と芸術交流しているバルビゾン派の作家
の作品を所蔵、常設展示している美術館です。中津万象園は、1688年、丸亀藩
の京極氏によって作られた大名庭園で、参加者は絵画、陶芸作品を楽しんだ
後、
見事に整備された庭園を散策しました。

2012年度法人会員のご紹介

2012年度は、
下記の企業の皆さんにあさご芸術の森美術館と友の会の活動を支援していただきました。
ありがとうございました。

¡医療法人 淀井病院 ¡医療法人 俊仁会 大植病院 ¡㈱フレッシュあさご ¡㈲スタジオゲイル
¡㈱クロタニコーポレーション ¡但陽信用金庫 ¡㈱坪内電気 ¡㈲美術梱包ヒグチ（順不同）
〒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

