淀井敏夫作
「青年」
（1935）
／ブロンズ／39.5 18.5 21.5㎝

「青年」
写実とは単にモデルを写しとるのではなく、
そこにモデルの内面性までも引き出すことである。静かな性格だったという弟をモ
デルにしたこの作品には、
その内面性が見事に表現されている。
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開催中の
企画展

平成26年 4月1日

三沢厚彦
ANIMALS in ASAGO
5月11日㈰まで開催中

2階アトリエ再現コーナー

2階企画展示室

2階企画展示室

1階アトリエ室

三沢厚彦は、動物をモチーフに樟（くすのき）
を素材とした、木彫作品「ANIMALS」
シリーズが高く評価され、現在最も注目を
集めている彫刻家の1人です。
三沢は動物に対する人々の抱くリアリティと、実際の動物のリアリティとの境界の領域に興味があると言います。
リアルな鑿
痕（のみあと）
を残しつつ、油絵具で丹念に色彩を施された、等身大の
「ANIMALS」
は強い存在感をもって、私たちにさまざまな
ことを語りかけてくれます。
あさご芸術の森にやってきた
「ANIMALS」。
どうぞ彫刻と向き合うことの醍醐味を体験してください。

三沢厚彦アーティストトーク

三沢厚彦さん本人が、展示室を回りながら、作品につい
て語ってくれます。

５月１１日㈰ 13：30〜
会 場…あさご芸術の森美術館展示室
聴講無料（ただし入館料が必要です）

■おしらせ

三沢厚彦展は、一般の入館料が下記のとおりとなりま

す。
一般500円（団体450円）→ 一般800円（団体700円）
あさご芸術の森美術館友の会の会員は、期間中2回ま
で無料でご覧いただけます。
会員証を必ずご提示下さい。
※大学・高校生、
中学・小学生料金に変更はありません。

三沢厚彦さんアーティストトーク

ASAGO ART VILLAGE
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これからの
企画展
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人間賛歌

新谷英子 彫刻の世界展
5月24日㈯〜7月13日㈰／２階企画展示室
新谷英子は「生きる喜び」
「人間愛」
をモチーフに、
「環境と調和」
を意識しなが
ら、主に女性像を中心にした大小の具象彫刻やレリーフなどを制作、神戸市内の
公園や商業施設などにも設置されています。個展を重ね精力的な創作活動を続
ける一方で、短期大学での長きにわたる指導や青少年育成の美術教育にも尽力
しました。
しかし、阪神・淡路大震災で自宅が倒壊し、家族を失うという悲劇に見舞われ、
また新谷氏自身の作品も大きな損失を受けました。
その全滅状態の自宅から救
出された作品やデッサンなどを展示し、東日本大震災で被災された皆さんの心情
に心を寄せ、
自らを重ね合わせる新谷氏のこれまでの仕事ぶりを紹介します。
新谷氏は神戸市生まれ。父英夫、兄琇紀（ゆうき）、姉澤子と家族4人そろって彫
刻家。1965年に京都市美術大学（現京都市立芸術大学）彫刻科を卒業し、
アメリ
カやドイツ、
イタリアなどで研鑽を積みました。1977年「神戸市文化奨励賞」
を、
また父・兄に次いで2011年に
「兵庫県文化賞」
を受賞しました。現在はひょうご芸
術文化振興会議委員、神戸女子短期大学名誉教授。主な作品に
「灯」
（神戸文化
ホール）、
「アラベスク」
（神戸地下街）
などがあります。

「オーロラ」1975年／ブロンズ／75 40㎝

「トルソ」
2012年／ガラス／5.5 10 6㎝

「陽だまり」2002年／ブロンズ／44 63 20㎝

アトリエ室

5月24日㈯〜6月29日㈰／1階アトリエ室
公益財団法人こうべ市民福祉振興協会が、兵庫県内の芸術表現活動に
取り組むハンディのある人たちを対象に作品を募集し、
その中から選ばれ
た12名の作品約60点を紹介します。いずれもストレートな表現で、心打た
れます。
但馬では初の巡回展となります。

黒井夏樹
「風」

「明かり」1964年ごろ
鉄／37 25 15㎝
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−2014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

◆三沢厚彦 ANIMALS in ASAGO

開催中〜５月１１日㈰

樟（くすのき）
を素材に、
クマやワニなど大きなものから、
ヤモリやカエルなど小さ
な動物まで、等身大の姿で彫り上げる
「ANIMALS」
で、今最も注目を集めている彫
刻家三沢厚彦の展覧会です。
（本紙2頁参照）

□こころのアート展

5月24日㈯〜6月29日㈰

県内で芸術活動に取り組む、
ハンディのある12作家の展覧会。
（本紙3頁参照）

■人間賛歌

新谷英子彫刻展

5月24日㈯〜7月13日㈰

神戸市在住の彫刻家新谷英子の展覧会。女性像を中心にした具象彫刻を制作
するほか、神戸市の公園や商業施設などに作品を設置するなど活躍し、2011年に
は兵庫県文化賞を受賞しています。
（本紙3頁参照）

□映像トリックアート（仮）

三沢厚彦 ANIMALS in ASAGO
「Bird 2013-01」
（撮影：加藤 健）

7月5日㈯〜9月15日

CG映像などを駆使した不思議な世界が広がる参加型アート展です。

■東郷青児絵画と彫刻展

7月19日㈯〜9月23日

美人画で有名な東郷青児の展覧会。東郷は淀井敏夫と同じ二科会で理事長を務
めています。晩年に彫刻を始めた際には淀井が道具一式を揃えたり、
アドバイスす
るなど親しい付き合いがありました。
また東郷の作品からは、東郷と淀井双方がお
互いに影響を受けていたことが見えてきます。

□北島遊展（仮称）

9月20日㈯〜10月19日㈰

あさご芸術の森大賞展2010で優秀賞を受賞した画家北島遊の作品展。

■あさごアートコンペティション（A.A.C.）優秀作品展 10月4日㈯〜11月9日㈰

人間賛歌 新谷英子 彫刻の世界展

第3回のA.A.C.は絵画、彫刻、書、写真などジャンルを問わず、屋内に展示できる 「風音」1985年ごろ／ブロンズ／100 40 33㎝
作品を募集します。現代アート作品として審査され、入賞・入選した作品を展示しま
す。

■全国こども絵画選抜展

11月15日㈯〜12月7日㈰

「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です。作品は神戸などに巡回します。

□アートホール神戸写真展―子供の世界「愛」12月13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2015干支展
えと

12月13日㈯〜2015年1月18日㈰

ひつじ

2015年の干支「未」
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などでお知らせします。

東郷青児 絵画と彫刻展
「望郷」1959年

平成26年 4月1日
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DEVELOPMENT

2013 あさご芸術の森の歩み

1月 5日第13回「干支絵手紙コンクール」審査会／12日美術館友の会館外視察

5月 織ワークショップ

6月 田中清展−型染版画の世界−

7月 ダムの風に吹かれてコンサート

11月 第2回A.A.C.表彰式

研修。中津万象園・丸亀美術館「バルビゾン派ミレー・コロー」、東山魁夷瀬戸
内美術館見学／21日
「朝展」審査会／26日
「〜朝来からの風〜朝展」開会（3
／3まで）
2月 23日「杉山雅之展−歩行視と円筒形−」開会（3／24まで）
3月 2日｢朝展｣表彰式／9日「千種達夫展 但馬の風景と墨彩画紀行」開会（31日
まで）／24日美術館友の会清掃ボランティア／30日「大坂一成 childrenʼs
poetry〜子どもたちの詩〜」開会（4／29まで）
（6／9まで）／26日美術館友の会理事会
4月 4日「あさご・森の女流作家展」
5月 3日「波多野泉 彫刻−木と漆」開会（6／9まで）／18日美術館友の会主催
ワークショップ「オリジナルグッズづくり」開催。美術館友の会総会／25日チャ
イルドアートキャンプ（26日まで）／26日
「織 ワークショップ 織機がなくて
も織物は作れる！
！」
2日｢多々良木ダム湖マラソン大会｣実施。
ワークショップ「オリジナルキーホ
6月
ルダーをつくろう！」開催／3日トライやるウィークで4日間、朝中生3名が美術
館業務を学ぶ（7日まで）／15日
「田中清展−型染版画の世界−」
「九鬼三郎
展−古陶と花−」開会（7／15まで）。田中清氏、九鬼三郎氏によるギャラリー
トーク、佐藤達男氏ギター演奏、九鬼桂子氏ソプラノコンサート／28日美術
館友の会理事会
7月 4日美術館運営委員会／20日「交流5周年記念 バルビゾン＆朝来−過去
から未来へ−」
（9／8まで）。金原宏行氏のギャラリートーク
「バルビゾン派と
日本人画家」。須﨑成美氏のフルート演奏で、
オープニングイベント。
「アート
DE遊ぼう！ 先生たちの展覧会」開会（9／8まで）。美術館友の会清掃ボラン
ティア／25日｢あさご芸術の森アートフェスティバル｣開会（28日まで）。
「あさ
ご芸術の森ウォークラリー」開催（28日まで）。チャイルドアートキャンプ①
（26日まで）／26日チャイルドアートキャンプ②（27日まで）。
「アートDE遊ぼ
う」
（28日まで）。
ワークショップ「織体験（体験・1日・3日間本格派コース）」
（28
日まで）。
27日ダムの風に吹かれてコンサート
8月 11日夏休み図画工作指導会
9月 14日「織作峰子写真展 スイス・ユングフラウの光と風」開会（10／20まで）
／15日
「第2回A.A.C.」審査会（16日も）。帝塚山大学安井健二ゼミ作「Seven
Friends」が大賞受賞／21日
「第2回A.A.C.優秀模型作品展」開会（11／4ま
で）
10月 6日「芸術村とフリーマーケットinあさご」開催／10日第9回全国こども絵画選
抜展審査会／19日チャイルドアートキャンプ（20日まで）／24日
「兵庫県学
校厚生会但馬支部 趣味の作品展」開会（29日まで）
11月 2日「吉田利栄写真展 竹田城の四季」開会（12／8まで）／4日「第2回A.A.C.
優秀模型作品展」表彰式とギャラリートーク／9日
「全国こども絵画選抜展優
秀作品展」開会（12／8まで）
12月 5日美術館運営委員会／7日美術館友の会館外視察研修。アサヒビール大山
崎山荘美術館でモネの「睡蓮」見学／14日
「アートホール神戸写真公募展こ
どもの世界“愛”」開会（23日まで）。
「アート2014干支展」開会（1／19まで）。
「全国こども絵画選抜展優秀作品展」表彰式／15日兵庫稲美少年少女合唱
団クリスマスコンサート。美術館友の会清掃ボランティア。美術館友の会主催
ワークショップ
「オリジナル消しゴムづくり」
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その美しさにいつも圧倒される
ほうふつ

（公財）兵庫県芸術文化協会理事長

木村光利

それ自体が一つの巨大な芸術作品を髣髴とさせる美しい岩積みの多々良木ダム。
その真下にあ
る
「あさご芸術の森美術館」
。
その光景を目にするだけで、私はその美しさにいつも圧倒されてしま
う。
これを目にするだけでも、
ここに来る価値があるのではないかとさえ思う。
また、
美術館の内、
外には、朝来が生んだ偉大な彫刻家淀井敏夫氏の軽やかで流動的な彫刻たち
が、
ダムの持つ構造美に、人間の手がつくるアートの柔らかな美を与え、両者が人間には聞こえぬ言
葉を仲良く交わし合っているように私には感じられる。
さらに、美術館の外縁をなす森のあちこちに、現代を生きる彫刻家たちの作品群が、芸術の森の光や風や木々と調和しつ
つ個性を輝かせている。
つまりは、森そのものが、
そこにあるすべてとともに広大な美術館を形作っている。
その爽快さ、
その
開放感。
そんな
「あさご芸術の森美術館」
の有様を、
ゴジラや大魔神ならぬ美の女神「アフロディテ」が、
ダムの堤体からぬっと顔を
出し、微笑みながら見下ろしている。
そんな図を、私はこの美術館にやってくるたびに、想像してしまうのだ。

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 俊仁会 大植病院」

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

日本の精神科医療はここ10数年の間に飛躍的に進歩し、精神障害者の治療の可能性が直視され、
よい環境で適切な治
療を受けると、多くの方が早期に回復され、社会復帰できることがわかってきました。
大植病院も、昭和55年に理事長大植正俊が、緑に囲まれたこの多々良木の自然に魅せられ、当初100床で開設いたしま
した。翌年には168床に、昭和60年には250床に増床、平成7年には認知症治療にもいち早く取り組んできました。入院患者
さんのアメニティをできる限り改善すると共に、精神作業療法をはじめとするリハビリテーションを充実し、患者さんの回復
を促進し可能性を伸ばし、自立を促し、社会復帰されることを目指しています。
また、デイ・ケア、訪問はじめ、在宅支援メ
そろ

ニューも鋭意揃えつつあります。

うれ

「おはようございます」
「おはよう」
「あっ、
なんか嬉しそう！」
「えっ、わかる？」朝日の光の中で始まった患者さんとの会話。
「あ
えん
のね、今朝起きた時に見えた景色がね…」
と多々良木ダムの堰堤に向かった窓辺で、季節の変化の発見を生き生きと話して
くれる患者さん。
「ごく自然に私の心が患者さんの心に反応する」。いつもそういう私でありたいと職員一同努めています。
総看護長 西本 祥子
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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13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いたします。
■と

き…毎月1回 第2日曜日、午前9時30分から
初回は4月13日㈰

■対

象…一般

■定員…15人

■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
のペースに合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。
絵画コース

陶芸コース

6月8日㈰スタート

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…6月8、15、29日 いずれも日曜日。
各回午前9時30分から

※今年度は春に1コース、秋に2コースの開催予定です。
■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（陶芸家）
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、
自分で作り、使ってみるのは楽しいです。

チャイルドアートキャンプ

陶芸コース

６月中旬予定／７月下旬予定

芸術の森に泊まり込んで絵を描いたり、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。
■と

き…６月中旬と７月下旬に予定

■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…未定
◎募集期間…未定
■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。

参加申し込みは「①催し名②氏名・学年③住所・連絡先」を電話、
はがき、FAXまたは直接来館してお申し込みください。先着順で
定員になり次第受け付けを終了します。

チャイルドアートキャンプ
「秋を見つけよう」

■申し込みは…〒679 - 3423 朝来市多々良木739- 3 あさご芸術の森美術館 ☎079- 670-4111
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井上
●立体部門

晃（朝来市）

大 賞…佐々裕治（愛知県）
準大賞…山根亮二（朝来市）
奨励賞…宮崎 萌（姫路市）
●書・画部門
大 賞…小島眞理子（朝来市）
準大賞…上垣妙子（養父市）
奨励賞…松本 葵（京都市）
森 久瑠実（舞鶴町）
教育委員会賞…安見直子（福知山市）
文化協会賞…横田千佳（神戸市）
2013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15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、指導は朝来市生野町
出身の椿野伸仁さんで
「ヨーロッパの
教会で歌っている時と同じ響き方を
する、美術館の音響も気に入っていま
す。毎年、雪や、
もみの木の照明効果
も楽しみ」
と毎年この日を心待ちにし
ているようです。
当日訪れた団員は、電子ピアノの伴
奏に合わせ、ハレルヤコーラス、歓喜
の歌などクリスマスソングを英語をは
じめ数カ国語の原語の歌詞で歌いま
した。
アンコールでは、美術館へのバ
スの移動中に練習したという新作ジ
ブリ映画の主題歌「ひこうき雲」
で会
場を沸かせました。

第9回朝展を
開催しました
朝来市展として親しまれている第9
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183点の応募がありました。
1月25日、26日に美術館で審査会
を行い、
入賞・入選作品75点が決定し、
2月1日から3月2日まで優秀作品展を
開催しました。
審査員は
「（今年はどの部門も）総じ
しん し
てレベルが高く、制作に対する真摯な
姿勢が感じられる」
と回を重ねるごと
に上達する出品者の普段の努力と、
ま

●写真部門
大 賞…大内節子（福知山市）
準大賞…黒坂清乃（豊岡市）
奨励賞…田中照晃（豊岡市）
中井勝之（朝来市）
教育委員会賞…大地洋次郎
（福知山市）
文化協会賞…岡本律子（福知山市）
入 選…篠岡修治（朝来市）
細見政樹（朝来市）

た次回以降の作品に期待を寄せてい
ました。
3月2日には表彰式を開催し、多くの
入賞、入選者が出席しました。おめで
とうございました。
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…栩山 孝（宝塚市）
準大賞…アンドレイ・ヴェルホフツェフ
（姫路市）
奨励賞…安田文夫（神奈川県）
友田史江（豊岡市）
教育委員会賞…水野洋子（姫路市）
（朝来市）
文化協会賞…イシハラツヨシ
入

選…大森梨紗子（朝来市）
平位紘一（朝来市）

書・画部門大賞の小島さん 表彰式にて
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ほのぼの賞…谷垣遥果（豊岡市）
うまいで賞…岸本美智子（朝来市）
がんばったで賞…池尻胡桃（姫路市）
あじわい賞…津田 保（伊丹市）
美術館長賞…田中茜音（京都府）
入選…岡田正行（朝来市）／北垣陽菜
（朝来市）／杉谷 優（西宮市）／西岡
きみ代（香美町）／西尾正子（鳥取県）
／野崎武司（朝来市）／阪田 博（大
阪府）／足立心優（京都府）／伊達俊
也（朝来市）／藤原澄子（朝来市）／永
井里奈（豊岡市）／重本三千代（稲美
町）／垰 文子（広島県）／川上広志

グランプリ／柳田福籠さんの作品
え

と

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
310通の応募がありました。遠くは広
島県や北海道など、4歳から103歳ま
での幅広い年齢の皆さんから応募を
いただきました。
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力強い馬の絵
や、
「馬」
の象形文字、
また
「うまくいく」
など新年の希望を願ったものなどユ
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。入賞、入選さ
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…柳田福籠
（京都市）
優秀賞…西岡節子
（神戸市）
天田愛美
（姫路市）
奨励賞…丸尾カヨ
（温泉町）
浅野久美子
（朝来市）
森本正美
（朝来市）
ユーモア賞…森貞和子
（岡山県）

（岡山県）／今枝房子（西宮市）／後藤
大翔（姫路市）／太田嘉樹（京都府）／
平田尚志（朝来市）／上地芳江（朝来
市）／三浦大斗（朝来市）／児島初美
（神河町）／西垣康友紀（養父市）／田
村義人（養父市）／田村由美（養父市）
／岡田美恵子（稲美町）／安井映真
（奈良県）／安田林三（朝来市）／下山
凌平（栃木県）／大西司馬（朝来市）
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あさご芸術の森美術館友の会
会員交流美術展を開催
展覧会は33人の会員らが自慢の作
品を持ち寄り、2月15日から3月2日ま
で美術館アトリエ室で開催しました。
あさご芸術の森美術館友の会会員の
日ごろの創作活動の成果を披露する
とともに、相互の交流を図ることを目
的にしています。
椿野会長をはじめ、ボランティアで
駆けつけた会員ら約10人も協力して
展示作業などを行い、手作りで温かみ
のある展示会場が完成しました。

会員交流美術展の様子

2014年度新規会員募集中!!
あさご芸術の森美術館友の会は、美術を愛好し、美術館活動を通じて楽しむ人の集まりで、会
員の交流を深めるとともに、美術館の元気な活動を支援するこを目的に組織されています。
会員になりますとさまざまな優待が受けられますので、ぜひご入会ください。
また2013年度の
会員の皆様も更新ください。みなさんのご加入をお待ちしています。
■友の会の特典
・美術館の入館料が無料です。常設展、企画展ともに無料ですが、特別展は年2回まで無料
・会員の同伴者は、団体料金で入館できます
・友の会の主催事業や特別コンサートは割引料金で入場できます
・美術館の事業や友の会行事に関する情報が届きます
■友の会の活動
・美術館見学、鑑賞の旅 ・コンサートなどイベントの開催 ・会報の発行
・美術館事業への協力、支援活動 ・講演会、研修会の開催など
■年会費
¡一般…2,000円 ¡賛助会員(法人会員)…30,000円
〈申込方法〉
直接来館して申し込むか、住所、氏名、年齢、連絡先をご記入の上、現金書留で下記まで郵送く
ださい。入会手続きが終了しますと会員証を発行します。
〒679-3423 兵庫県朝来市多々良木739-3 あさご芸術の森美術館友の会係
☎079-670-4111

あさご芸術の森美術館友の会会員証の更新のお願い

あさご芸術の森美術館友の会の会員証は、毎年4月に更新となります。昨年度まで会員の方に
は申請用紙を送付いたしますので、更新手続きをお願いいたします。

ASAGO ART VILLAGE
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スケジュール
ASAGO ART VILLAGE
月

4

日
開催中

曜

13

日

11

日

24

土

8

日

15

日

29

日

5

土

13

日

19

土

5

6

7

下旬
下旬

2014.4
内

平成26年 4月1日

2014.7

容

三沢厚彦 ANIMALS in ASAGO
絵画教室
三沢厚彦アーティストトーク
あさご芸術の森美術館友の会総会（予定）
人間賛歌 新谷英子 彫刻の世界展
こころのアート展
絵画教室
陶芸教室A
陶芸教室A
陶芸教室A
映像トリックアート展（仮称）
絵画教室
東郷青児 絵画と彫刻展
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
5月11日まで

受講生

午前9時30分〜

7

一

般

午後1時30分〜

2

一

般

一

般

7月13日まで

3

一

般

6月29日まで

3

受講生

午前9時30分〜

7

受講生

午前9時30分〜

7

受講生

午前9時30分〜

7

受講生

午前9時30分〜

7

一

9月15日まで

4

受講生

午前9時30分〜

7

一

般

9月23日まで

4

一

般

一

般

般

掲載頁
2

2013年度法人会員のご紹介
2013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 ¡㈱クロタニコーポレーション
¡㈲スタジオゲイル ¡但陽信用金庫 ¡㈱坪内電気 ¡㈲美術梱包ヒグチ ¡㈲北村建設 ¡アルピーノ村（順不同）

あさご芸術の森美術館友の会

会員の活動報告

¡椿野浩二／第１回あさご芸術の森友の会 会員交流美術展を開催しました。出品してくださった会員の皆さん、
ありがとうござ
いました。次回もよろしくお願いします。美術に限らず、詩や俳句などの作品も待っています。多くの会員の皆さんの出品をお待
ちします。
¡衣川逵子／会員になって、美術館によく行くようになり、掃除にも参加したりして楽しんでいます。最近、上地拝碩先生に書を
習ったり、昔、私の母がやっていたのを思い出しながら先生のお母様にちぎり絵を習っています。作品は我が家の玄関に飾って
楽しんでいます。
¡平位紘一／昨年、神戸二紀展に出展しました。S100号の作品は、以前なら神戸まで軽トラに積んで運んでいましたが、最近は
齢も重ね、万一を考えて郵送することにしています。梱包や送料がかさみ大変です。
アーティストに限らず但馬の住人は強く生
きねばなりません。
たまにパソコンで絵を描くくらい
¡森田貴弘／最近はパソコンをしたり、家で電子工作をしています。絵はほとんど描いていなく、
です。昔、見たシンディシャーマンの写真展が面白かった。

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.hyogo.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

