−淀井敏夫記念館−

美術館だより
友の会だより

2016/4
第51号

淀井敏夫「南の海」
（1980 年）／ブロンズ／25×46×28.5㎝

貝殻の形の美しさにひかれて作られた作品。
どんな小さなものでも、
それ自体が持つ美しさを見出そうとする作者の姿勢がよくう
かがわれる。
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開催中の
企画展

〈会期〉前期

兵庫県美術家同盟
創立70周年記念

平成28年 4月1日

会員あさご巡回展

3月20日㈰〜4月12日㈫／後期 4月14日㈭〜5月8日㈰
〈会場〉1階アトリエ室・2階企画展示室

兵庫県美術家同盟は、県内に在住する画家や彫刻家で構成され、会派を越えた美術組織です。絵画部133人、彫刻部11人
が加盟していて、
本展では、情熱をもって創作に励んだ作品123点を前期、後期に分け、展示します。

これからの
企画展

没後10年 藤原吉志子 回顧展

〈会期〉5月14日㈯〜6月26日㈰ 〈会場〉2階企画展示室
当館玄関前に設置され多くの来訪者を楽しませている
「 最後の午餐 に集合した一同」
の作者、彫刻家・藤原吉志子（1942
−2006）
の展覧会を開催します。
朝来市出身の彫刻家淀井敏夫が審査委員長を務めていたロダン大賞展で
「ロダンと同じ生命の表出がある」
と励ましを受
け、
その後様々なコンクールでの入賞や各地に作品が設置されるなど全国的に活躍しました。当館でのワークショップをはじ
め、
モニュメントの設置などの縁で、2007年に開催した
「藤原吉志子展」
の企画中に亡くなり10年を迎えます。没後に遺族から
当館に有名絵画や小説、俳句、詩などから発想を得たユーモラスで親しみやすい作品から、
「9.11同時多発テロ事件」や「コソ
ボ紛争」
「チェルノブイリ原発事故」
などを題材に、社会を風刺した作品まで120点が寄贈されてました。
個展で紹介していない作品も含め展観し、彼女の功績を回顧します。

「最後の午餐」
に集合した一同／1998年／アルミ・ステンレス／175×1145×125㎝
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作家の提案シリーズver.16

privé
（静かな静寂）
の中に…。
クボタケシ展

〈会期〉5月14日㈯〜6月26日㈰ 〈会場〉1階アトリエ室

「第1回あさごアートコンペティション2013」
で大賞を受賞した彫刻家・クボタケシさんの展覧
会です。
イタリア産大理石などを限界まで刻むことによって生まれる浮遊感と緊張感のある作品をご
覧ください。
消えゆくなかになにか新しい空間があらわれるのではないかとおもう。その光と空間の関係
性は蝶々の習性のようにもおもえました。

クボタケシ

privé（静かな静寂）
2016年／travertino
37×90×44㎝

−2016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

※企画展・公募展の詳細な内容は随時チラシなどでお知らせします。

◆兵庫県美術家同盟創立70周年記念 会員あさご巡回展

3月20日㈰〜5月8日㈰

（左頁参照）

■没後10年 藤原吉志子回顧展

5月14日㈯〜6月26日㈰

（左頁参照）

□作家の提案シリーズver.16 privé (静かな静寂)の中に…。クボタケシ展 5月14日㈯〜6月26日㈰
（上記参照）

◆あさご夏の昆虫展 むしむし大集合

7月2日㈯〜9月4日㈰

昆虫標本の展示や、実物の数百倍もある革製の巨大昆虫などを展示。芸術の森での虫捕りや捕えた虫を絵に描くワーク
ショップなども開催。
さらなる芸術の森の魅力を発見します。

■第5回あさごアートコンペティション（A.A.C.） 優秀作品展

9月17日㈯〜10月30日㈰

奇数回となる今回は屋内に展示できる作品を平面・立体を問わず募集し、現代アートとして審査し、入選・入賞となった作品
を展示します。

□西明寺末一展（仮称）

10月29日㈯〜12月4日㈰

「第7回あさご芸術の森大賞展2008」
で大賞を受賞した画家西明寺末一さんの作品展。

■第12回全国こども絵画選抜展2016 優秀作品展

11月3日㈭〜11月27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 こどもの世界「愛」

12月3日㈯〜12月25日㈰

兵庫県内の小・中学校の教職員やOBが撮影した子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2017 干支展

12月3日㈯〜

2017年の干支
「酉
（とり）」
をテーマにした作品展。

2017年1月〜3月までは、
改修工事のため休館いたします。

※「干支絵手紙（年賀状）
コンクール」、
「朝来からの風〜朝展〜」は、
別会場での実施を予定しています。
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DEVELOPMENT

2015 あさご芸術の森の歩み

1月 5日第15回「干支絵手紙コンクール」審査会／25日「朝展」審査会（26日も）
／31日
「〜朝来からの風〜朝展」開会（3／8まで）

2月 21日「あさご芸術の森美術館友の会会員交流美術展」開会（3／8まで）
3月 8日｢朝展｣表彰式／14日「兵庫県写真作家協会 あさご巡回展」開会（4／
19まで）／22日美術館友の会清掃ボランティア

4月 5日兵庫県写真作家協会写真撮影会／10日美術館友の会理事会／25日
「鎮魂と祈り 平山郁夫展」開会（6／7まで）。平山助成氏による講演会。
4月／平山郁夫展 平山助成氏講演会

5月 9日別府一道氏による作品解説会。美術館友の会総会／17日「芸術村とフ
リーマーケットinあさご」開催

6月 7日｢多々良木ダム湖マラソン大会｣開催される／13日「港町神戸が育んだ
芸術家たち展」開会（7／12まで）／20日チャイルドアートキャンプ（21日ま
で）／26日美術館友の会理事会

7月 7日美術館運営委員会／18日「没後10年 淀井敏夫展」開会（9／6まで）。淀
井由利子氏による講演会。同日、美術館友の会清掃ボランティア／23日｢あ
さご芸術の森アートフェスティバル｣開会（26日まで）。同日、チャイルドアー
トキャンプ①（24日まで）／24日チャイルドアートキャンプ②（25日まで）。同
日、
「アートDE遊ぼう」
（26日まで）。
ワークショップ「織体験（1日体験コース・
7月／淀井敏夫展 子どもたちが観覧

3日間本格派コース）」開催（26日まで）。
あさご芸術の森ウォークラリー開催
（26日まで）

8月 27日チャイルドアートキャンプ（28日まで）
9月 4日美術館友の会理事会／13日「第4回A.A.C.」審査会／19日「A.A.C.優秀
模型作品展」開会（11／8まで）。佐野耕平「space of a mirror」が大賞受賞。
同日、
「椿野浩二展 何かを?求めて」開会（10／18まで）

10月 8日「第11回全国こども絵画選抜展」審査会／22日「兵庫県学校厚生会但馬
支部主催 趣味の作品展」開会（27日まで）／31日
「松岡圭介展 a potential
form」開会（12／6まで）
10月／全国こども絵画選抜展表彰式

11月 1日美術館友の会館外視察研修。MIHO MUSEUM「ニューヨーカーが魅せら
れた美の世界 ジョン・ウェーバー・コレクション」見学／8日
「第4回A.A.C.優
秀模型作品展」表彰式とギャラリートーク／14日
「第11回全国こども絵画選
抜展」開会（12／6日まで）
「アートホール神戸写
12月 12日「アート2015干支展」開会（1／17まで）。14日、
真公募展〜こどもの世界〜“愛”」開会（19日まで）。同日、
「全国こども絵画選
抜展優秀作品展」表彰式／18日美術館運営委員会／19日美術館友の会清
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」開催。同日、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

12月／年末の友の会清掃ボランティア

会理事会
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寄せる
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芸
ご
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あ

写真家

可能性を秘める空間

吉野

晴朗

今まで数十年にわたり日本各地を巡ってきましたが、中でも、
あさご芸術の森美術館は兵庫県中
央の山間部にありながら、数多くの野外彫刻が配置され、面白い空間を見せています。川沿いに点
在する彫刻を散策しながら作品のそばにたたずんでみると、眺めるだけでなく彫刻と一緒に遊ぶ参
加型で、
楽しむことも出来そうな気がしてきました。
今、話題のドローンは身近になりつつあるのに、都会では思うように飛ばすことができませんが、
こ
こ、
あさご芸術の森美術館では地方の特性を生かして、
ドローンで野外彫刻を撮影できそうです。
また、彫刻に人物を演出さ
せるコラボで、
ユーモラス、楽しい表現を撮影でき、
自撮りで自分も参加して遊ぶこともできます。
と、
こんな思案をしていると
「ドローン部門」
「演出部門」
「自撮り部門」
と、
まだ日本中でどこも催されていないと思われる、
ユニークなフォトコンテストが
浮かび上がってきました。
審査員も演劇・美術・写真と多様なジャンルで構成すると、
自然のたたずまいや野外彫刻と遊ぶフェスティバル・フォトコン
テストになりそうです。
あさご芸術の森美術館は、
まだいろいろな可能性を秘めている空間だと思えてなりません。

美術館の芸術講座

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10日㈰スタート

絵画コースは油絵を中心に、水彩画など、講師の指導のもとで自由に描
きます。油彩の道具のない方も参加できます。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
■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（画家）

陶芸コース

5〜7月予定／ 9〜11月予定
せ ゆう ゆうやく

絵画コース

陶芸コースは成形、素焼き、施釉（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。各コースで成形日（４回）
と施釉日
（２回）
があります。成形日と施釉日それぞれに少なくとも一回はご参加くだ
さい。
■と き…Aコース／5月〜7月上旬
Bコース／9月〜11月下旬
各回午前9時30分から正午まで
■定 員…10人
■受講料…観覧料と500円
■講師…小原典穂氏ほか

※絵画、陶芸コースは小学生以上ならどなたでも参加できます。

陶芸コース
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クリスマスコンサートの様子

天使の歌声が響く
クリスマスコンサート
12月19日、
あさご芸術の森美術館
の冬の恒例行事ともなっている、
「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。
当日訪れた団員約30人は、電子ピ
アノの伴奏に合わせ、
「歓喜の歌」
など
クリスマスソングを歌ったほか、身振
り手振りを交え12曲を歌い、来場者を
楽しませてくれました。

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
337通の応募がありました。遠くは北
海道や栃木県などから、
また5歳から
100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。
今年の干支の「申（さる）
」は古くか
ら人間に近い動物として愛されてきま
した。作品には日光東照宮の「三猿」

平成28年 4月1日

干支絵手紙コンクールグランプリ作品

や「サルカニ合戦」
「西遊記」などから
発想を得たものも見られたほか、家族
で温泉に浸かる様子を描いたほのぼ
のとした作品が多く見られました。
審査は1月6日に行われ、以下のと
おり賞が決まりました。
■干支絵手紙コンクール
受賞・入選者（敬称略・順不同）
◎グランプリ…中野 揚大（養父市）
◎優秀賞…藤原るり子（養父市）
野崎 武司（朝来市）
◎奨励賞…大場たかし（豊岡市）
藤原 昌代（神戸市灘区）
今枝 房子（西宮市）
◎審査員特別賞…
大谷 華凛（神戸市垂水区）
上地 芳江（朝来市）
森山 那美（生駒郡三郷町）
森田りゅう（養父市）
◎ユーモア賞…田中ますみ（高槻市）
◎がんばったで賞…
田村 義人（養父市）
◎ほのぼの賞…岸本美智子（朝来市）
◎入選…
杉谷 馨（宮津市）
藤澤

康子（美方郡香美町）

片岡 重和（高槻市）
植田 秀子（姫路市）
脇坂 正義（明石市）
津田 保（伊丹市）
立岩 昭子（神崎郡神河町）
関口 咲耶（足利市）
白瀧かすみ（美方郡香美町）
奥 和江（朝来市）
山田 真優（姫路市）
松尾 泰征（姫路市）
仲村
宗像

稔子（美方郡新温泉町）
政子（朝来市）

西岡きみ代（美方郡香美町）
上垣 妙子（養父市）
谷口あや子（朝来市）
尾花
垣本
平田

優太（朝来市）
和子（宍粟市）
尚志（神戸市）

川會みゆき
（朝来市）
一井ゆづき
（福知山市）
井藤きよの
（朝来市）
安田ふみ子（朝来市）
福本 綾子（朝来市）
小比賀蒼空（養父市）
北山 湧斗（養父市）
角本 勝（相生市）

平成28年 4月 1 日

朝展2016を開催
友の会賞を新設しました。
朝来市展として毎年開催している
「朝展2016」
を開催しました。平面、立
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●立体部門
大 賞…山根

亮二（朝来市）

準大賞…神谷 勝（豊岡市）
奨励賞…竹村 一博（豊岡市）
教育委員会賞…

体、書・画、写真の4部門の作品を全国
公募し、幅広い世代から183点の応募
がありました。

花城 正明（福知山市）
文化協会賞…馬場 鉄雄（加古川市）
友の会賞…中尾 健二（養父市）

1月24日に美術館で審査会を行い、
入賞・入選作品78点が決定し、3月13
日まで優秀作品展を開催しました。

●書・画部門
大 賞…浜田
準大賞…谷川

今年から、朝展に出品する若い作
家を奨励する目的で
「あさご芸術の森
美術館友の会賞」を各部門に新設し
ました。友の会賞受賞者には来年度
の会員資格を授与しました。
入賞者と朝来市内、友の会の入選
者は次のとおりです。
（敬称略）
●絵画部門
こうけつ
大 賞…纐纈 昌代
（堺市）
準大賞…田中 敬二
（大田市）
奨励賞…平位 紘一
（朝来市）
奨励賞…田中たみよ
（京都市）
教育委員会賞…松橋 義雄（西脇市）
文化協会賞…水野 洋子（姫路市）
友の会賞…岸本 有以（姫路市）
入 選…足立 哲郎
（朝来市）

奨励賞…宮垣 綾奈（豊岡市）
教育委員会賞…横田 千佳（神戸市）
文化協会賞…西村 俊光（姫路市）
友の会賞…古川 百華（香美町）
●写真部門
大 賞…横田 市郎（福知山市）
準大賞…山本 一郎（養父市）
奨励賞…白木 勇治（福知山市）
奨励賞…中尾 幸郎（養父市）
教育委員会賞…橘 喜代子（豊岡市）
文化協会賞…岡本 律子（福知山市）
友の会賞…田中 貴（豊岡市）
入 選…伊藤 章泰（朝来市）

彩雲（京丹後市）
玄龍（豊岡市）
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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
33人の会員らが自慢の作品66点
を持ち寄り、2月27日から3月13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、相互の交流を図ろうと3回
目の開催となりました。
椿野会長をはじめ、ボランティアで
駆けつけた会員らも協力して展示作
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。
観覧者の投票による最優秀作品に
は「あさご芸術の森美術館友の会賞」
を贈りました。同賞に選ばれた上地拝
碩さんは友の会館外研修へ、ペアで
招待されます。
また友の会賞受賞作品の投票者の
うち抽選で選ばれた仲古谷さんには
次年度の会員資格と、美術館オリジナ
ルグッズをプレゼントしました。

大森梨紗子
（朝来市）
イシハラツヨシ
（朝来市）
齊藤 妙子
（豊岡市）
アンドレイ ヴェルホフツェフ
（姫路市）

友の会会員交流美術展の展示

友の会会員交流美術展の会場風景

あさご芸術の森美術館友の会会員証の更新のお願い
立体部門大賞「エンドレス、
ポコ、
ぽこ」

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。会員の方には申請用
紙を送付いたしますの、更新手続きをよろしくお願いいたします。

ASAGO ART VILLAGE

8

スケジュール

平成28年 4月1日

2016.4 → 2016.7

ASAGO ART VILLAGE
月

日

曜

開催中

対

象

兵庫県美術家同盟創立７０周年記念 会員あさご巡回展（前期）

一

般

期間・時間など

掲載頁

4月12日まで

2

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

5

14

木

兵庫県美術家同盟創立７０周年記念 会員あさご巡回展（後期）

一

5月8日まで

2

8

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

5

14

土

没後１０年 藤原吉志子回顧展

一

般

6月26日まで

2

作家の提案シリーズver.１６ privé (静かな静寂)の中に…。クボタケシ展

一

般

6月26日まで

3

22

日

芸術村とフリーマーケット

一

般

午前10時〜

12

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

18

土

チャイルドアートキャンプ

小学生

6月19日正午まで

2

土

あさご夏の昆虫展 むしむし大集合

一

般

9月4日まで

人と自然の博物館出張 むしむし体験

一

般

午前11時〜

10

日

絵画教室

受講生

アートDE遊ぼう

一

チャイルドアートキャンプ

小学生

6

7

容

10
4

5

内

下旬

般

5

午前9時30分〜

5

般

あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況

月２回と少ないが長い人生を有終の美を飾れるよ
¡平位紘一… 但馬絵画教室は小生が講師を務める６年前に始めた教室です。
うに、
との思いで始めた。同好の士が集い実を結びつつある。口では語れない足跡を残していくことなのだ。
「ココロをカタチに 文字あそび」
を出版していただきました。美術館のショップにも見本を置いても
¡髙砂京子… 淡交社から
らっています。
この本を通じて
「書くこと」
がもっと身近に、興味をもっていただければ幸いです。

2015年度 法人会員のご紹介
2015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 ¡黒谷㈱
¡㈲スタジオゲイル ¡㈱北村建設 ¡但陽信用金庫 ¡アルピーノ村 ¡㈲美術梱包ヒグチ
¡㈱トータル・アート・サービスHIGUCHI（順不同）

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

