淀井敏夫
「法隆寺金堂炎上」
（1969年）
／ブロンズ／97 84.5 35㎝

「法隆寺金堂炎上」
何回となく訪れて親しんだ法隆寺金堂が焼失したニュースに衝撃を受けてつくられた作品。向かって右側から炎が吹き出して
いる。その恐ろしい光景を見守る僧や村人たち。その中の一人の頭上にも炎が見え、炎の先端から鳥が飛びたっている。こうした
舞台劇を見るような手法の彫刻は、これまでほとんどなかったと言ってよい。歴史的な文化遺産が失われてゆく恐れと悲しみ
が、
あえて実験的な作品をつくらせたのであろう。
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第3回

ASAGO ART COMPETITION 2014

三島樹一さんの
「生物礼讃」
が大賞作品に決定

大賞…三島樹一「生物礼讃」
全国公募展
「あさごアートコンペティション
（以下A.A.C.）」
は
募集回数の奇数回は屋内展示作品、偶数回は屋外設置の
ための模型作品を募集しています。
3回目の今回は、屋内展示作品を公募しました。全国26
都府県、19歳から80歳まで114人、118点の応募がありま
した。
審査会を9月20、21両日、朝来体育館で開きました。美術
家・松谷武判氏、平塚市美術館館長・草薙奈津子氏、彫刻
家・牛尾啓三氏、陶芸家・重松あゆみ氏、
さらに朝来市民を
代表して多次勝昭市長が加わり審査しました。
初日は118点から入選作品22点を決め、2日目に大賞以
下入賞作品を選定。合計8次にわたっての丁寧な審査が行
われました。
三島樹一さん（千葉県）は受賞に際し
「2年前の第1回展
で優秀賞をもらい、元気づいた。
このテーマで作り始めるの
が遅かったので、がむしゃらに作っている状態です。
この先
も脱皮を繰り返しながらまい進していきたいです。朝来には
生野銀山があり、銀箔（ぱく）
を作品に使用したのは初めて
で、
この作品が大賞を受賞したことに、縁を感じています」
と

＜制作意図＞
ま

か

摩訶不思議なことは、地球上にたくさんあるけれど、生命を
持つことについてもそうである。
ことに、種というものを考え
れば、
この固体は化石と思えるが、機会を得たら発芽する。何
気ないようだが太古から繰り返された種の存続と進化。
これ
とりこ

が想像の虜となったフォルム。地球のたまごです。

喜びの声を語っています。
三島さんはあさご芸術の森大賞展の最終回（2011年）
に
入選、第1回A.A.C.（2012年）
で優秀賞受賞、そして今回大
賞を受賞しました。出品するたびに完成度を増し、今後の活
躍が期待されます。

審査所感
審査員は「4つの銀箔が貼られた豆の木彫がステンレス
の台上にうやうやしく置かれ、発芽、生命の誕生などを暗示
させ、やがて子葉となる豆の隙間の色彩へと視線を誘う。
シ
ンボリックな色彩と構成が丹精にまとまって完成度の高い
作品」
と話しています。

平成26年12月17日
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【あさごアートコンペティション2014入賞・入選者】
賞

生物礼讃

三 島 樹 一 （千葉県）

賞

となり合うため池のシルエット

馬 場 隆 夫 （兵庫県）

原野

山 口 賛 治 （京都府）

艶やか

木 子 幸 恵 （大阪府）

™大
™優

秀

™スポンサー賞
但陽信用金庫賞 ユラギ

平田

竹

光の雨

西 村 正 徳 （兵庫県）

泉

賞

地 域 特 産 賞
™入

優秀賞…馬場隆夫「となり合うため池のシルエット」

選

茂 （三重県）

視界 COW

東 影 智 裕 （東京都）

DYLAN

村上

HOLE−あっ！−

藤本イサム （兵庫県）

追憶

但 馬 豊 川 （兵庫県）

WORK Ⅰ（nude）

橋本千恵子 （兵庫県）

UNTITLED 14−09

玉 木 泰 行 （兵庫県）

conﬁdential talk

鈴木ほのみ （岐阜県）

3.11開 運 招 福（3月12日）

中 村 研 作 （兵庫県）

ゆらゆら

上 杉 道 子 （東京都）

めぐるちゃん

古川

cherry blossoms 2

佐々部守征 （東京都）

ゴールへ急げ

増 田 大 輝 （大阪府）

向かい合う二つの表情

友 井 隆 之 （大阪府）

力 （東京都）

樹 （大阪府）

決意の方向

佐 野 耕 平 （京都府）

№73 間合いの一例

タナカ ヤスオ （東京都）

スカスカ

宇都宮佐織 （大阪府）
（賞ごとに受付順）

優秀賞…山口賛治「原野」

但陽信用金庫賞…平田 茂「ユラギ」

優秀賞…木子幸恵「艶やか」

竹泉賞…西村正徳「光の雨」 地域特産賞…東影智裕「視界COW」

ASAGO ART VILLAGE
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第10回 全国こども絵画選抜展に
2,304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。10回目となっ
た今回、全国の小・中学校、絵画教室
に募集をかけ、北は青森、南は鹿児島
まで16府県から2,304点の応募があ
りました。
審査は10月9日㈭に朝来体育館で
行われ、大賞をはじめ入賞・入選作品
103点が決定しました。文部科学大臣
賞「ふるさと大賞」には神戸市・本多
聞中学校1年生の黒崎晴登さん、
「花
と緑の大賞」には同・小束山アートス
クールの多田義博（小学校2年）
さん
の作品が選ばれました。黒崎さんの作
ち
品は
「精緻なタッチで丁寧に描き込ま
れ、息詰まるような緊張感が生まれて
かか
いる。
そこにユーモラスな表情の案山
し
子を配置したことで、心和ませるポイ
ントとなっている」
。多田さんの作品は
「つくしを大きく描くことで、見つけた
時の喜びの大きさが表れている。周り
の蝶や雲の動き、子どもたちの表情も
生きている」
とそれぞれ審査員の高い
評価を得ました。

ふるさと大賞／「かかしのいるぼくのふる里」
黒崎晴登さん
（神戸市立本多聞中学校1年）

作品は11月15日㈯から12月7日㈰
まで、
あさご芸術の森美術館で展示さ
れ、
その後、12月13日㈯には、巡回展
の会場である生野マインホールで表
彰式が執り行われました。

花と緑の大賞／「みんなでつくしをみつけたよ」
多田義博さん
（神戸市・小束山アートスクール・小学校２年）

巡回展

●生野マインホール／12月10日㈬〜12月23日火
●アートホール神戸／ 1月15日㈭〜1月20日㈫

※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。

ASAGO ART VILLAGE

平成26年12月17日
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朝来市内の入賞・入選者
◆優秀賞
足立

美咲

枚田小学校1年

荻野

剛

生野小学校4年

◆朝来ふるさと景観賞
藤原

誉礼

生野小学校4年

上田

正広

生野小学校5年

小谷

梨緒

梁瀬中学校2年

上仲

葉音

和田山中学校2年

藤原

有花

生野中学校3年

福井湖乃美

生野中学校3年

◆入選
長松

和奏

枚田小学校1年

足立結里花

山口小学校1年

今石

竹田小学校4年

花歩

（賞ごとに順不同）

兵庫県知事賞「銀河の滝」
坂部日菜さん
（愛知県知立市・竜北中学校1年）

兵庫県知事賞「にらみ鯛」
高橋生成さん
（明石市・魚住小学校6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

審査の様子

＜朝来ふるさと景観賞＞

朝来市では１昨年、景観法で定める景観行政団体となったことを受
けて、
様々な取り組みを行っています。
同賞はその１つで、竹田城跡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ふるさと

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
られました。
今回は、寺やハスの花の浮かぶ池、木々の間から見た町並みなどが
選ばれました。
「生野瓦のお寺」藤原有花（生野中学校3年）

ASAGO ART VILLAGE
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アート2015干支展

開催中の
企画展

2015 年1月18日㈰まで 場所：2F企画展示室
え と

ひつじ

毎年恒例の
「アート2015干支展」
を開催します。
テーマは2015年の干支「未」。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
梶谷佳加、さかいゆきみ、佐々木紀政、杉本たけ子、蟬丸、寺田ひかり、東影智裕、藤本イサム、松尾
松田京子、松田政斗、山本吉信、吉岡武徳
■平 面

隆、松田一戯、

アンドレイ・ヴェルホフツェフ、池野紗如美、上原洋浩、笠居ひろし、金澤麻由子、上地拝碩、切目あずさ、工藤恵子、
コウノ真理、小西美佐子、島田真衣、住中進吾、髙砂京子、高瀬栞菜、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、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、
Pen²、前田華汀、松尾あい子、圓山さやか、渡辺遮莫次郎

梶谷佳加「未」

募集

前田華汀「夢見る羊」

あなたの描いた自慢の年賀状を展示してみませんか?

2015 干支絵手紙コンクール 作品募集!!

ご応募いただいた作品は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…2015年1月4日㈰必着

●会期…2015年1月6日㈫〜1月18日㈰

■応募規定
①テ ー マ…
「未」
「羊」
または2015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（ただし送料は応募者負担です）
「ハガキ」
として郵送できる形状もの。
（ただし重さは50g以内まで可。ハガキ
⑤応募作品…横9.0〜10.7㎝、縦14.0〜15.4㎝。
本体の切り抜き、
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出品申込…ハガキ裏面に作品、表面に差出人の住所、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。

ASAGO ART VILLAGE
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〜朝来からの風〜

募集

2015
応募締め切りは、
2015年1月16日㈮（必着）まで
優秀作品展…2015年1月31日㈯〜3月15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。
皆さんの応募をお待ちしています。

【朝来からの風「朝展」
2015募集要項】
■応募期間…2015年1月16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 で 1 0 号 以 上 、1 辺
116.7㎝以内。額装し吊り金具とひもを取り付ける
こと。
◎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、篆刻、水墨画などで全紙以内。額装、枠張り、
または
軸装。
◎写 真
写真作品で縦横あわせて140㎝以内。額装またはパネ
ル張り。
■審査員
（敬称略）
絵画…初田
池上

寿
（造形作家）
司
（西宮市大谷記念美術館学芸員）

立体…小倉 健（陶芸家）
出原 均（兵庫県立美術館常設展・コレクション
収集管理グループリーダー）
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31日㈯〜 3月8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12日㈭〜 3月15日㈰
午前9時〜午後4時30分まで
■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/0000001912.html
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美術館開館15周年を記念して
東郷青児展を開催

ASAGO ART VILLAGE

大きなハートの石彫作品が
芸術の森に登場

平成25年12月17日

夏のチャイルドアート
キャンプを実施

7月19日㈯〜9月23日火、
「 東郷
青児 絵画と彫刻」展を開催しまし
た。
東郷青児は、朝来市出身の彫刻家
淀井敏夫と同じ美術団体「二科会」の
理事長をつとめ、第二次大戦中に解
散した同会の戦後の再建に尽力して
います。
洗練されたタッチで描かれた美人
画を描いた画家として知られた東郷
ですが、晩年に淀井が彫刻台など彫
塑道具一式を用意し、
アドバイスをも

7月26日㈯〜27日㈰、彫刻家冨長
敦也さんと一緒にハート型の石を制
作する
「Love stone Project」
を開催し
ました。同プロジェクトは世界中の人
たちと一緒にハート型の石を磨こうと
いうものです。
26日早朝に冨長さんが高さ50㎝幅
100㎝奥行200㎝の巨大な石ととも
に到着。荒削りされたハート型の石
を、紙やすりで磨いていきます。紙や
すりは水を掛けながら目の粗いもの
からだんだんと細かいものに変えて

7月24日㈭〜26日㈯、にチャイルド
アートキャンプを実施しました。
例年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回開催しています。
参加した約40名の子どもたちは、1
日目はデジタルカメラを使ってコマ撮
りアニメ−ション制作に挑戦しました。
粘土で人や動物などを作り、少しづつ
動かしたり、粘土を足したり削ったりし
ては、1コマずつ撮影を繰り返しまし
た。最後に撮った画像を続けることで

らうなどして彫刻作品をつくっていま
す。
東郷には、淀井の作品に影響を受
けたと見られる作品がある一方で、淀

いきながら仕上げていきます。
午前中は「チャイルドアートキャン
プ」に参加していた子どもたちが中心
になって磨き、夜は「ダムの風に吹か

作品が完成しました。
2日目は「アートDE遊ぼう」
で、作家
の指導の下、夏休みの宿題などを自
由 制 作で仕 上 げたり、L o ve s t o n e

井は東郷の作品を
「画家の彫刻」
と表
現し、
ピカソの彫刻を引き合いに出

れてコンサート」の観客らも曲間など
に参加しました。

Projectに参加しました。

し、彫刻家の制作方法との違いを語っ
たり、彫刻の常識を覆す東郷の発想
に少なからず影響を受けたようです。
初日には、作品を借用した東郷青
児記念損保ジャパン日本興亜美術館

仕上がった作品は9月上旬まで展
示しました。
また、2015年に山口県宇
部市の冨長さんの展覧会にも出品さ
れます。
冨長さんは、阪神淡路大震災20年

主任学芸員の中島啓子氏を迎え、東

を記念した新長田アートプロジェクト

郷芸術について詳しく解説していた
だきました。

に、
あさご芸術の森美術館からの推薦
アーティストとして参加します。1月17
日には震災の起きた5時46分から神
戸長田の大正筋商店街で、ハートの
石を磨きます。

平成26年12月17日
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藤原正和さんの展示室の様子

初めての参加型映像アート展
を開催

芸術村とフリーマーケット
を開催

生野ルートダルジャン芸術祭
2014が開催

7月19日㈯〜9月15日月「あさご
の森で光と影のピクニック」展を開催
しました。
この展覧会では壁面や画面
に映像を投影したものに、鑑賞者が参
加することで完成する作品などを展
示しました。
真っ暗な壁面にボタンを押すこと
で花火玉があがり、
ターンテーブルを
回せば花火が音を立てて開くといっ
たものや、幅10mの森が描かれた大
きな画面の前に立つと自分の姿が森
の中に映り、
そこでジャンプすると、数

10月6日㈰、芸術村とフリーマー
ケットを開催しました。陶芸の電動ロ
クロや、
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
編みなどの体験や、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」、
あさご鍋やスイーツを味わえる食
コーナーのほか、
サンテレビで放映中
のアニメ
「メダカのコタロー」
ショーを
開催しました。演じてくれた
「メダカの
コタロー劇団」は、アニメの声優たち

11月1日㈯〜9日㈰まで朝来市生
野地域で「Route（ ルート）dʼargent
（ダルジャン）
（ ＝銀の道）芸術祭」が
開催されました。全国屈指の鉱山町と
して発展した生野町の町並みが国の
重要文化的景観に選定されたことを
受け、その独特の文化や近代化産業
遺産を全国に発信していくことを目的
に開催されました。
同芸術祭では近代化産業遺産でも
ある旧購買会をはじめ、甲社宅や生
野クラブ、井筒屋などで、作品展示を

十種類の動物たちが現れるといった
もの。そのほかにもまるで自分が絵本
の中の登場人物になったような感覚
になる作品などを紹介しました。

がコスチュームや着ぐるみで演じ、子
どもたちに環境保全などをわかりやす
く訴えました。
当日は天候もよく訪れた約1,100人

したほか、坑道内でのダンスイベント
や、詩吟を詠む詩会なども実施されま
した。
美術館友の会会員の上地拝碩さ

8月2日には、
この展覧会を企画し
た原久子さん、映像作家の小岩亮太

の入場者は芸術の秋を満喫しました。
また、福知山市・篠山市豪雨災害被災

ん、藤原正和さんも芸術祭に招待出
品されました。

さん、金澤麻由子さんを迎えてアー
ティストトークを開きました。金澤さん
は「テーマは、家族や家庭。映像を絵
の具の一つととらえて制作している」。
小岩さんは「人と人との関係が疎遠に

者 へ の 義 援 金 を 募 っ た と ころ 、
54,469円が集まり、寄金しました。あ
りがとうございました。

なりがちな現代だが、科学技術で人と
人のつながりをめざしたい」
と話しま
した。一見、相反するようですが、両名
とも作品を通して訴えるものが共通し
ていることに意外性を感じるトーク
ショーでした。

上地拝碩さんの展示室の様子
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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

あさご芸術の森美術館友の会館外研修
「あべのハルカス」に行ってきました。
12月6日㈰、
あさご芸術の森美術館友の会館外研修で、今年オープンしたばか
りの「あべのハルカス」へ行きました。出発時は雪が降っていましたが、南へ行く
ごとに天気は良くなりました。
あべのハルカスの60階、地上300メートルの全面ガラス張り展望台を観覧。遠
くにある大阪城もはっきりと見て取れる好天の中ゆったりとした時間を過ごしま
した。
その後16階のあべのハルカス美術館で、学芸アシスタントの前田麻奈実さん
から事前レクチャーを受けた後、開催中の「光と色のドラマ 新印象派」展を鑑賞
しました。
印象派後期から、新印象派、
フォービズムの誕生までに活躍した作家らの作品
を展示するとともに、新印象派が研究していた12色相環を用いた色彩表現技法
などが詳しく解説されていました。

あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況
★清瀬一光／10月24日〜26日個展を開催しました。養父文化祭の依頼により、書、篆刻、遊書等を出展しました。
★椿野浩二／今年度も友の会交流展を開催します。多くの会員のみなさんの作品をよろしく!
★磨野郁子／開館30周年記念第10回全国公募西脇市サムホール大賞展11月16日〜12月14日
（西脇市岡之山美術館）
に
入選しました。
第54回新作家集団展12月16日〜12月21日
（京都市美術館別館）
に出品しました。
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月、7月、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。

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
友の会の会員相互の交流を図るため、昨年に続き
「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。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、手芸なども応募可能です。
あさご芸術の森美術
館の友の会会員であれば誰でも出品できます。現在会員でない
方も入会すれば出品することができます。詳しくは1月6日㈫以
降に美術館までお問い合わせください。
〈展覧会会期〉 2015年2月21日㈯〜3月8日㈰

平成26年12月17日
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Voice
森に寄せる
あさご芸術の

芸術を所有するということ

美術家

杉 山 知 子

初めて朝来を訪れたのは去年の初夏だった。
あさご芸術の森美術館を目指して神戸から車で約
１時間半。
山間のしずかな村に降り立ち、一気に旅に出たような気分になった。
国道から美術館へとつながる道に入ると、
あっちにも、
こっちにもと民家に混じって現代彫刻が現
れる。
きれいに整備された公園に場を設けられて展示されている作品と違い、
ある意味ありのままな
のが面白いと思った。
しかし、
ここに住む人々にとってどんな存在なのかが気になった。作品に興味を持って愛するどうかによって、
それら立体
物は作品にもなるし、放置されたただの大きなゴミにもなる。
美術館での展示も同じく、いくらすばらしいといわれる作品を並べても、観客に伝わらなければ感動は得られない。
ただ与
えられた鑑賞の仕方ではなく、人それぞれが自分の感性で作品を観ることができたら、芸術はより身近なものとなり、
それぞ
れの価値観を広げる手段にもなる。
巨大なダムの壁を背景に持つ、
ユニークな朝来の美術館は大きな器とは言えないが、
その分ここに住む人々にとって密
接な場所になり得ると思う。
きっと沿道の作品も大切な宝物になるはずだ。

2014年度 あさご芸術の森美術館友の会会員募集中!!
あさご芸術の森美術館友の会で、一緒に活動しませんか?

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と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。
■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
ただし、
10月以降に入会の場合は、それぞれ半額となります。

更新時期は2015年３月末です。
〈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
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スケジュール

2014.12

平成26年12月17日

2015.3

ASAGO ART VILLAGE
月

日

曜

内

容

対

象

一

般

1月18日まで

一

般

12月23日まで

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

4

朝来からの風「朝展」作品募集

一

般

1月16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

般

1月18日まで

6

アート2015干支展
アートホール神戸写真展

開催中

募集中

1

2

3

子供の世界「愛」

期間・時間など

掲載頁

6

6

火

干支絵手紙コンクール作品展

一

11

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

15

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20日まで

4

31

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8日まで

7

8

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

21

土

あさご芸術の森美術館友の会 会員交流美術展

一

3月8日まで

8

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

朝来からの風
「朝展」表彰式

受賞者

午後2時00分〜

7

12

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15日まで

7

14

土

兵庫県写真作家協会展

一

般

4月19日まで

般

般

10

新たに淀井作品を収蔵しました
10月10日㈮、
あさご芸術の森美術館に収蔵されていなかった淀
井敏夫作「若きアテネ」や淀井敏夫の長女淀井彩子さんの絵画な
ど計5点の作品の寄贈を受けました。
今回寄贈いただいたのは三重県桑名市にある学習塾「アテネ会
館」
。桑名駅周辺の区画整理に伴い、建物の撤去が決まり、外壁に
設置されていた
「若きアテネ」の行き先を探していました。塾の創
始者が淀井先生と戦友で、
アテネを含めその他の淀井作品も塾生
の寄附を募って、淀井先生本人から購入したという経緯もあり、
「淀
井記念館が出身地にあるのならそこに寄贈したい」
と、朝来市への
寄贈を決められました。
2015年は淀井先生が亡くなって10年が経ち、記念展を計画し
若きアテネ

ています。
そこで寄贈された作品などを紹介いたします。

関宮
八鹿氷ノ山IC

江原
八鹿

出石 但東
312

養父
和田山

大屋

【年末年始の美術館】

あさご芸術の森美術館
山崎IC

〒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

美術館は12月24日㈬から
1月5日㈪まで休館します。
2015年は1月6日㈫から
開館します。

に い

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

