淀井敏夫
「画家の像」
（1951年）
／ブロンズ／64.5 49.5 34㎝

「画家の像」
何となく頼りなげにみえる肖像である。よく見ると、少し傾いている。モデルとなっている画家は作者が立教中学の教師を務め
ているときの同僚で、世俗的なことには無頓着、無欲で、ある意味で純粋な生き方をしていた人だった。そうした生き方への共
感からこの像は作られた。ひょうひょうとした感じの中に、よく作者の親しみが込められている。
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平成25年12月17日

第2回

ASAGO ART COMPETITION 2013
帝塚山大学 安井健二ゼミの「Seven Friends」が
大賞作品に決定しました。

大賞…帝塚山大学 安井健二ゼミ「Seven Friends」
（模型素材…発泡ウレタン、アクリル樹脂、木など／模型サイズ…22×20×75㎝）
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
（A.A.C.）
」
が昨年から始まりました。
2回目となる今回は、
あさご芸術の森の指定場所に恒久
設置する作品を選考ことを目的とし、
「異空間：遊び心・こど
も心」
をテーマに模型作品を公募しました。全国19都府県、
21歳から79歳まで、
50人から52点の応募がありました。
審査会を9月22、23両日、
あさご芸術の森美術館で開き
ました。関西地方に様々な被害をもたらした台風18号の接
近により、22日は審査員の写真家・織作峰子氏が深夜に到
着するなどの影響もありましたが、美術評論家・山脇一夫氏

＜制作意図＞
朝来の四季に調和しつつ、主張するような色鮮やかな作品
に仕上げました。幹線道路に沿った長い敷地なので、
ドライ
バーの視界に一瞬入り、7体の連続性を楽しめます。全体に
抽象的なイメージですが、
口だけは具象化し、訪れる人々へ
のメッセージを発するよう、遊び心を取り入れました。

ない快挙となりました。指導した安井健二さんは
「朝来の道
行く人たちにかわいがってもらえるマスコット的な存在にな
れたらうれしい」
と喜んでいました。

思わず近づいて触りたくなる作品

と山崎均氏、織作峰子氏、平面造形作家・椿野浩二氏そして

審査員は、大賞に輝いた作品を
「『異空間：遊び心・こども

朝来市民を代表して多次勝昭市長が加わり審査しました。

心』
というテーマに最もふさわしく、7個のユーモラスな彫刻

審査は、作品の完成度や質の高さといった観点からだけ

が誘いかけてくるようで、思わず近づいて遊びたくなる親し

ではなく、細長い立地で車の行き交う設置場所にふさわし

みをもった作品」
と評し、
「木立を通り抜けた瞬間に突如現

いかどうか、
また、耐久性なども考慮に入れながら行われま

われるカラフルな物体に子どもだけでなく大人たちの心も

した。

ハッとさせる魅力がある。」
と話しています。

大賞は、初出品でしかも大学生グループというこれまでに
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【あさごアートコンペティション2013入選者】

優秀賞・特別賞…杉山雅之「your eyes walk into the sculpture」

™奨励賞
松永
勉 （徳島県） 風の舞
北 川 太 郎 （兵庫県） 風の形
土 井 宏 二 （石川県） to depth, to altitude
白 水 ロ コ （愛知県） あさごの春
松 本 憲 宜 （東京都） Spiral wave
藤井浩一朗 （東京都） もうひとつの風景−天空からのメッセージ−
冨 長 敦 也 （大阪府） COSMIC STONES
™入 選
山口秀太郎 （愛知県） 山は動かない
市 本 健 二 （香川県） 笑い狸くぐり門
長 沼 克 己 （岐阜県） 『あさごの黒船』
和 泉 俊 昭 （愛知県） 窓のあるベンチ
西 村 正 徳 （兵庫県） Blossom Tunnel＝光の花
ムト・ハッカ （広島県） コネル
藤 田 浩 和 （京都府） ひみつ基地
鈴木
生 （静岡県） the Beginning−はじまりのかたちⅠ−
佐 野 耕 平 （京都府） ship of imagination
狗 巻 賢 二 （京都府） pipes and concrete
砂 川 泰 彦 （沖縄県） RAIN STORM 2013
田中
毅 （埼玉県） 天と地の風
中 野 久 輝 （兵庫県） 爆
atelier beaucoup by
Le porte de nuages（雲の上...。
）
takeshi kubo（兵庫県）

優秀賞…大北利根子「聴く」

優秀賞…荻野弘一「滑り台ごっこ」

但陽信用金庫賞…藤本イサム「石の華Ⅱ」

地域特産賞…
帝塚山大学 加藤孝志ゼミ「軌道線上の岩石」

竹泉賞…岩崎順一「Paio Ⅸ」
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第9回 全国こども絵画選抜展に
2,544点集まる
朝来市は子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・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。9回目となった今回、全国の小・中学校、絵画教室から募集したところ、北は青森
南は鹿児島まで22都府県から2,544点の応募がありました。
審査は10月10日㈭に朝来体育館で行われ、大賞をはじめ入選作品109点を決定しました。文部科学大臣賞「花と緑の大賞」
には本多聞中学校の箱崎裕紀さん、
「ふるさと大賞」
には小束山アートスクール（神戸市）
の三宮那月さんの作品が選ばれまし
た。
箱崎さんの作品は
「大木のたたずまいを高い描写力と表現力で描き切った圧倒される作品で、生命と時間の流れを感じさせ
る」
、
また、三宮さんの作品は
「古里の風景に着目し、細部までよく観察して心を込めて丁寧に描いている」
とそれぞれ審査員の
高い評価を得ました。
作品は11月9日㈯から12月8日㈰まで、
あさご芸術の森美術館で展示され、
その後、生野マインホールに巡回し、12月14日
㈯には、
同会場で表彰式が執り行われました。

文部科学大臣賞「花と緑の大賞」
「朝来市 糸井の大カツラ」
箱崎裕紀さん
（神戸市立本多聞中学校2年）

文部科学大臣賞「ふるさと大賞」
「古里の風景」
三宮那月さん
（小束山アートスクール・小学校6年・神戸市）

《巡回展》

●生野マインホール／12月11日（水）〜12月23日（月・祝）
●アートホール神戸／1月16日（木）〜1月21日（火）
※アートホール神戸では会場の都合により佳作賞以上の作品展示となります。
※巡回展は入場無料です。

平成25年12月17日
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兵庫県知事賞「かぶと虫とくわがた」 橋本一輝さん
（豊岡市・府中小学校1年）

兵庫県知事賞「城下の店と龍野城」
盛砂晶仁さん
（たつの市・龍野東中学校3年）

朝来市内の入賞者
◆兵庫県教育委員会賞
福田 栞和
（梁瀬小学校6年）
◆朝来市議会議長賞
鴨谷 貴也
（山口小学校5年）
◆朝来市教育委員会賞
細見 明群
（枚田小学校2年）
◆公益財団法人日本花の会賞
小山 由希
（梁瀬小学校6年）
◆審査員特別賞／栃原賞
石田 唯来
（梁瀬小学校6年）

審査会場

◆佳作賞
安達 太郎
（梁瀬小学校3年）
波多野真悠
（梁瀬小学校6年）

審査風景

＜朝来ふるさと景観賞＞
朝来市は2012年、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、古里・朝来に思いを寄せてもらうために様々な取り組みを
行っています。
同賞はその一つで、竹田城や生野銀山などの朝来市内の名所や、誰
も知らない隠れた絶景ポイントなど、子どもたちが思い描く古里の風景
を通して、
朝来のよさをあらためて発信し、
広く紹介しようと設けました。

「生野銀山湖風景」谷口愛香（生野中学校1年）
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3}s2014 干支展

開催中の
企画展

2014年1月19日㈰まで

場所：2F企画展示室
うま

毎年恒例の
「アート2014干支展」
を開催いたします。
テーマは2014年の干支「午」。絵画、彫刻、書、陶芸、手工芸など様々な
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
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
塔本賢一、藤本イサム、松尾隆、松田一戯、松田京子、松田政斗、光藤佐
山本吉信、吉井直行、吉岡武徳
■平 面
アンドレイ・ヴェルホフツェフ、上原洋浩、笠居ひろし、上地拝碩、切目あずさ
工藤恵子、コウノ真理、小西美佐子、住中進吾、髙砂京子、髙松富士子、寺口敬子
土屋彰男、椿野浩二、栃原敏子、内藤範子、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、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『干支神馬』

浜野生久『旭日』

あなたの描いた自慢の年賀状を展示してみませんか

2014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…2014年1月4日㈯必着

●会期…2014年1月6日㈪〜1月19日㈰

■応募規定
①テ ー マ…
「午」
「馬」
または2014年の年賀状としてふさわしいもの。
②資
⑤作

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）
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。規格外は審査対象外です。

⑥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、郵送してください。
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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三沢厚彦 ANIMALS in ASAGO
2014年3月15日㈯〜5月11日㈰
1Fアトリエ室・2F企画展示室

クスノキを素材に、大胆にノミ跡を
残し、彩色を施した、迫力のある等身
大の動物を彫る彫刻家三沢厚彦氏
の展覧会。

三沢厚彦アーティストトーク

①３月１５日㈯ 13：30〜
②５月１１日㈰ 13：30〜
会 場…あさご芸術の森美術館 展示室
参加費…無料（要入館料） ※事前申込不要
Animal 2013-01

募集

撮影：
加藤 健

〜朝来からの風〜「朝展」
2014
応募締め切りは、2014年1月17日㈮（必着）

優秀作品展…2014年2月1日㈰〜3月9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。
【募集要項】
■締め切り…平成26年1月17日㈮（必着）
■資
格…日本在住の高校生以上の人（国籍は不問）
■点
数…1部門につき1点（複数部門応募可）
■出 品 料…1点につき1,000円（高校生・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か郵送してください。
■作品部門…
◎絵 画／
日本 画、洋 画などの平 面 作 品。10号 以 上で、縦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、人力で運搬可能なもの

募集

◎書・画／
書、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。額装またはパネル張り
■展覧会
あさご芸術の森美術館
2月1日㈰〜3月2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6日㈭〜3月9日㈰
午前9時〜午後4時30分まで
■申し込み・問い合わせ
作品規定の詳細は要項をお取り寄せください。
申込書は、
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/0000000176.html

あさご芸術の森美術館友の会
「会員交流美術展」の出品者募集のお知らせ

友の会の会員相互の交流を図るため
「あさご芸術の森美術館友の会会員交流美術展」
を開催します。会員の皆様の様々な分野での出品
をお待ちしています。短歌や俳句、手芸などでもお気軽にご出展ください。詳しくは美術館までお問い合わせください。
〈展覧会期〉2014年2月15日㈯〜3月2日㈰
〈応募要項〉
◆平面：日本画・油絵・アクリル画・版画・水彩画・水墨画・書・デザイン・タペストリー・写真・俳句・短歌などでオリジナルなもの
（他者が制作
し た作品を模したものなどは対象外です）
作品は複数点出品可。
ただし、1人幅90㎝以内に展示すること
◆立体：彫刻・工芸［陶、染織、
ガラス、人形、
ちぎり絵、木工、竹細工、手芸、編み物、粘土細工ほか］
などでオリジナルなもの
（他者が制作した
作品を模したものなどは対象外です）※ただし生花や盆栽など生物は不可。
高さ150㎝以内、横巾200㎝以内、奥行200㎝以内 ただし、人力で運べるもの
◆出品料：1点につき500円。
ただし、他の出品者の展示・搬出作業などの手伝い可能な人は無料。
◆締め切り：2014年1月31日㈮
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バルビゾン＆朝来
芸術交流5周年記念展を開催
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夏のチャイルドアート
キャンプを開催

平成25年12月17日

芸術村とフリーマーケット
を開催

7月20日㈯〜9月8日㈰、
「バルビゾ
ン・朝来―過去から未来へ―」展を開
催しました。
絵画のバルビゾン派で有名なフラ
ンスのバルビゾン市と朝来市が芸術
交流を始めて今年で5周年となりまし
た。
これまで両市で展覧会を開催した
り、芸術家が相互に訪れ現地制作を
するなど、人的な交流も続けていま
す。今回は両市の子どもたちが描いた
風景作品を送り合い、それぞれで展
示をしました。朝来では美術館でミ

7月25日㈭〜27日㈮に
「チャイルド
アートキャンプ」
を開催しました。
夏のチャイルドアートキャンプは1
泊2日の泊り込みを日にちを分けて2
回開催しました。
参加した約40名の子どもたちは、1
日目は造形作家の小山めぐみさん、
神戸ゆかりの美術館学芸員の田中梨
枝子さんとともに、植物に編み物を着
せる
「大自然の着ぐるみ」に挑戦しま
した。各自カラフルな毛糸を選んで、
指編みの要領で長いマフラー状のも

10月6日㈰、
「 芸術村とフリーマー
ケット」
を開催しました。
芸術村では陶芸の電動ロクロ体験
や、
ガラスの表面を薄く削って模様を
施すグラスルーティング、かづら編み
などの出来る店や、作品の制作実演
や販売する
「芸術村」
と、不用品のリサ
イクルを目的とした「フリーマーケッ
ト」、
あさご鍋や生野ハヤシライスなど
を味わえる食コーナーのほか、関西を
中心に活動しているジャズバンド
「ナ
ディア」によるライブ演奏を実施しま

レーなどのバルビゾン派や生野三巨
匠の作品とともに、バルビゾンの小学
5年生の作品約30点を展示しました。
展覧会の初日には、
「バルビゾン派

のを3〜5本制作し、木に巻きつけて
いきました。
2日目は早朝からクイズに答えなが
ら芸 術 の 森 を 散 策 する「 芸 術 の 森

した。
当日は天候もよく、訪れた約1,000
人の入場者は芸術の秋を満喫しまし
た。
また、美術館友の会でチャリティー

と日本人画家」
と題して豊橋市美術博
物館館長の金原宏行氏の講演とフ

ウォークラリー」や開催中の企画展に
関連して
「バルビゾン派」の基礎知識

バザーやあさご鍋のふるまいで
「東日
本大震災義援金」をお願いしたとこ

ルート奏者の須崎成美氏の演奏を行
いました。

などを答える
「クイズバルビゾン7」に
挑戦。芸術の森の作品やバルビゾン
派の作品について知識を深めました。
最後に
「アートDE遊ぼう」
で作家の
坂本收さんらの指導の下、夏休みの

ろ、39,730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。

宿題などを自由制作で仕上げて帰り
ました。

平成25年12月17日
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あさご芸術の森美術館友の会研修旅行に行ってきました
12月7日㈯、
あさご芸術の森美術館友の会の研修旅行で、30人の参加
者と京都府の
「アサヒビール大山崎山荘美術館」
に行ってきました。
この大山崎山荘美術館は、1900年代に活躍した実業家の加賀正太郎
の別荘を、加賀と深い親交のあったアサヒビール株式会社が京都府・大
山崎町と協力して復元整備を行い、1996年に美術館としてオープンした
もので、英国風の山荘の建物自体も国の有形登録文化財となっています。
当日は収蔵作品である、印象派の巨匠クロード・モネの「睡蓮」や「エト
ルタの断崖」
などの作品を鑑賞したほか、建築家・安藤忠雄が設計した新
館、庭を散策しながら遅い紅葉も楽しみました。
来年度も楽しい研修を計画しますので、多くの皆さんの参加をお待ち
しています。

あさご芸術の森美術館友の会賛助会員のご紹介【医療法人 淀井病院】
淀井敏夫先生は5人兄弟で、若くして17歳で亡くなった姉まさゑ、軍医となり終戦後淀井医院を始めた次男強、父知福の後を継
いで淀井製作所を開業した三男勉、次女千代子です。
まさゑ、敏夫、強の3名は朝来町佐中で生まれました。私の父、淀井強は軍医
として満州や水戸の航空廠での服務の後、副院長としての大阪金岡陸軍病院での勤務時に終戦となり、軍籍追放のためやむなく
開業したようです。
父は真面目に努力する人で、昭和21年淀井医院開院、昭和35年淀井病院、昭和50年には医療法人淀井病院となりましたが、
長年の無理があったためか60歳で急逝いたしました。
その後、昭和62年より私が院長を務めることとなりました。昭和から平成の
時代に移り、高度成長は終わりを告げ核家族、高齢化社会を迎え、介護や福祉サービスの充実が叫ばれるようになり、地域からの
要望もあって平成11年に老人保健施設桑の実を開設、平成17年には旧病院の
施設では新しい医療基準に適合できなくなったため新病院を新築し移転、平成
22年には旧病院跡地に多機能介護福祉施設マルベリーを開設いたしました。
長く通院したり病院に入院し療養を続けておられる方々の、少しでも心の励
ましになればと、伯父が寄贈してくれた作品「海の鳥と少年」が病院や桑の実の
玄関に据えられていて、地域の皆様方にも親しんでいただいております。
これら
の作品を見るにつけても、仲が良かった伯父たち兄弟のことや、
「…いつか私の
作品が、風景の中の作品として溶け込み調和してくれればと願っています。」
と
いう作品に寄せていただいた伯父の言葉を思わずにはおれません。
（院長 淀井省三）
※今後も、
あさご芸術の森美術館を応援いただいています賛助会員様をご紹介していく予定です。

あさご芸術の森美術館友の会

会員の近況

●髙砂会 髙砂京子／来年3月5日㈬〜3月9日㈰、兵庫県立美術館で髙砂会会員展「髙砂流 創の書第九回会員展」
を、
また、2
月8日㈯〜2月23日㈰、姫路・ギャラリールネッサンススクエアで個展「書でアールデコを表現する」
を開催します。2月15日㈯13：
30〜は個展会場でワークショップもします。
●椿野浩二／今年は個展3回を含め、大小12回の作品展がありました。10月の神戸オリエンタルホテルでの個展では3日間で約
3000人のお客さんが来られ、大変でしたが良い経験をさせてもらいました。来年は1月山陽百貨店での郷土作家展からスタート
します。
●平位紘一／8月第36回但馬美術展・兵庫県知事賞。11月京都市立美術館・二紀会展展示。
●藤本満里子／10月あさご芸術の森美術館の「芸術村とフリーマーケット」
でかずら編みワークショップ、11月にはギャラリー四
季彩での東日本大震災チャリティー展に参加しました。微力ながら貢献できたことは自身にとって励みとなりました。機会があれ
ば今後も参加させていただきたいと思います。
●磨野郁子／来年3月11日㈫〜3月16日㈰、京都市美術館で開催される第53回新作家集団展に出品します。
※「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。
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ASAGO ART VILLAGE
月

日

曜

開催中

募集中

1

2

3

内

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（生野マインホール）

一

般

12月23日まで

アート2014干支展

一

般

1月19日まで

6

朝来からの風「朝展」作品募集

一

般

1月17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

干支絵手紙コンクール作品展

一

般

1月14日まで

6

コレクション展
（野外彫刻優秀模型展）

一

般

2月11日まで

4〜5

6

月

12

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

16

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

1月21日まで

4

1

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2日まで

7

9

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

15

土

あさご芸術の森美術館友の会会員展

一

3月2日まで

2

日

朝来からの風
「朝展」表彰式

受賞者

6

木

9

日

15

土

般

般

午後2時00分〜

7

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9日まで

7

絵画教室

受賞者

午前9時30分〜

三沢厚彦 ANIMALS in 朝来

一

般

5月11日まで

7

三沢厚彦氏アーティストトーク

一

般

午後1時30分〜

7

秋のチャイルドアートキャンプ
小さい秋み〜つけたを開催
神戸を拠点に社会とアートをつなぐ様々な芸術・文化活動を行っている
「C.A.P.」から日本画家・井ノ岡里子さん、造形作家・マスダ
マキコさん、糸川知佐さん、音楽家・高橋怜子さんの4人を迎え、10月19、20両日、秋のチャイルドアートキャンプを開催しました。
1日目の午前中は秋を見つけるため、美術館を出て芸術の森を通り、風で散ったばかりの落ち葉や、栗、
どんぐりなどの木の実、枯
れ枝などを採集しながら、
ダムの堰（えん）堤まで登りました。美術館を見下ろしながら
「紅葉」
を歌ったり、木をたたいたり足音など、
いろいろな音を高橋さんと一緒になって録音しました。午後からは採集したものを観察しながら、
ステンシルに挑戦しました。
クリア
ファイルに絵を描き、切り抜いて、布に絵具で色を付けていき、最後にカラフルな糸で縁取りをして仕上げました。
2日目は、段ボールで額縁を作り、前日に作った作品や拾ってきた落ち葉や木の実などを貼り付けて、大きな作品に仕上げました。
できあがった作品は、淀井敏夫の彫刻作品の間に並べ、淀井作品とのコラボレーションを楽しみながら、迎えに来られた保護者の皆
さんに披露しました。参加した子どもたちは、
「いろんな種類の作品を作ることができて楽しかった」
などと感想を述べていました。

【年末年始の美術館】
美術館は12月25日㈬から1月5日㈰まで
休館します。
2014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

