−淀井敏夫記念館−

美術館だより
友の会だより

2016/7
第52号

淀井敏夫「労人と鶏」
（1964 年）／ブロンズ／H80.5×W39×D70 ㎝

「仕事着の労人」
「労人」
のモデルとなった男性は、闘鶏に使う軍鶏（シャモ）
を飼っていた。仕事で鍛え上げた肉体をもつ老人と、

闘うために育て上げられた軍鶏という構図には、余人を近づけない激しい気迫のようなものが漂っている。数多い作品の中で最も
男性的なエネルギーを感じさせる1点です。
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開催中の
企画展

平成28年 7月17日

あさご夏の昆虫展 むしむし大集合!

〈会期〉9月4日㈰まで 〈会場〉
1階アトリエ室・2階企画展示室
あさご芸術の森美術館が昆虫館？ に大変身！
世界一美しいといわれる
「モルフォチョウ」
（標本）や、実物の数百倍もあるリアルな
「ゴホンダイコクコガネ」
（巨大模型）、顔を
極端にクローズアップした迫力満点の
「ヒグラシ」
（写真）
など、美術館内は昆虫作品でいっぱい。知っているようで実はあまり知
られていない昆虫の世界が目の前に広がります。
県立人と自然の博物館と協力して、子どもたちが、
自然の中でいろいろな虫と触れ合い、
その多様性や面白さを体感してもら
おう、
という内容です。
小学生を対象に、
あさご芸術の森周辺で採取した昆虫をじっくり観察しながら絵を描いたり、竹細工で虫を作るワークショッ
プもあり、
美術館の壁面を
「むしむし」
で増殖させていきます。

県立人と
自然の博物館

出張むしむし体験
7月31日㈰

11：00〜15：00

美術館内外で捕まえた虫を観察し、虫の絵を描きます。普段
は気づかない新たな発見ができるかもしれません！
※事前申し込みは不要です。

巨大な
「ゴホンダイコクコガネ」模型

石川公一「昆虫たちの第九」

チャイルドむしむし
アートキャンプ
1班…7月30日㈯〜31日㈰
2班…7月31日㈰〜8月1日㈪

小学生を対象に、芸術の森宿泊施設に1泊し作品づくりに
取り組むプログラムです。県立人と自然の博物館の講師やス
タッフと一緒に昆虫を採集し、観察しながら絵を描きます。完成
した作品は、
夏の昆虫展会場に展示します。
※事前申し込みが必要です。

展示の様子

「モルフォチョウ」
などの標本

平成28年 7月17日
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アートＤＥ遊ぼう！
虫・ムシ・むしを作ろう！

●日 時…7月30日
（土）
〜8月1日
（月）
【当日参加可】
（8月1日は12：00まで）
受付9：30〜16：00
●場 所…美術館彫刻公園特設テント
●料 金…1作品につき1,000円 親子での参加は1,500円（材料代含む）
●講 師…コウノ真理、住中進吾（平面作家）／坂本収（木工作家）／田中善典（陶芸
家）／夛田麻里（ガラス作家）
主に子どもを対象とし、好きな時間に参加でき、1つの作品を仕上げるワークショッ
プです。絵を描くコースと様々な材料や道具を使って立体工作できるコースがありま
す。それぞれ平面作家や造形作家がアドバイスしたり、指導します。
テーマを
「虫・ムシ・むし」
にしたものや、
テーマに限らず、作りたいものを自由に作
ることもできます。虫・ムシ・むしを作ろう！ アートＤＥあそぼう！

チャイルドアートキャンプ
アートに浸って作品を作ろう！

●日 時…①7月30日
（土）9：30〜31日
（日）11：30
②7月31日
（日）9：30〜8月1日
（月）11：30
●場 所…美術館周辺
●定 員…各日程20人（先着順）
●料 金…5,500円（宿泊費・食事代・材料費・保険料含む）
●講 師…県立人と自然の博物館／石川公一（工芸作家）／近藤伸一（昆虫研究家）
小学生を対象にしたアートキャンプです。1班は昆虫を捕まえ、観察した後は昆虫
の絵を描きます。作品はあさご夏の昆虫展で展示します。
2班は昆虫をテーマにした立体作品を作ります。いずれも芸術の森の宿泊施設「播
磨ふれあいの家」
に泊まって、
じっくりと制作に取り組みます。作品づくり、思い出づく
り、友だちづくりをしましょう。

織り体験ワークショップ
手織りをじっくり体験！

３日間本格派コース（小学生高学年から大人まで参加できます）
●日 時…7月30日
（土）
〜8月1日
（月）
9：30〜16：00（8月1日は13：00まで）
●定 員…4人（要予約・先着順）
＋美術館入館料
●料 金…6,000円（材料代含む）
織り機の仕組みを知って、使えるようになろう。
さをり機を使ってマフラー作りをし
ます。※３日間通しで参加いただきます。

1日手織りコース（小学生から大人まで参加できます）

●日 時…7月30日
（土）
〜7月31日
（日）9：30〜16：00
●定 員…各日4人（要予約・先着順）
●料 金…2,500円（材料代含む）
＋美術館入館料
卓上織り機を使って、
テーブルマットまたはミニマフラー作り。

2時間体験コース（小学生から大人まで参加できます）

●日 時…7月30日
（土）
〜8月1日
（月）
10：00〜12：00／13：30〜15：30（8月1日は12：00まで）
●定 員…各回4人（要予約・先着順）
＋美術館入館料
●料 金…1,000円（材料代含む）
いろいろな道具を使って織物体験。
●場 所…美術館１階常設展示室《各コース共通》
●講 師…西山まい美（染織家）
《各コース共通》

4

ASAGO ART VILLAGE

平成28年 7月17日

privé（静かな静寂）の中に…。
クボタケシ展を開催しました
5月14日㈯〜6月26日㈰、1階アトリ
エ室で
「あさご芸術の森美術館作家の
提案シリーズ ver.16 privé（静かな静
寂）の中に…。
クボタケシ展」
を開催し
ました。
クボタケシは、
「 第1回あさごアート
コンペティション2012」
の大賞受賞作
家です。
あさご芸術の森では公開制作

藤原吉志子『「最後の午餐」
に集合した一同』

没後10年藤原吉志子回顧展
を開催しました
5月14日㈯〜6月26日㈰、2階企画
展示室で「没後10年藤原吉志子回顧
展」
を開催しました。
は、淀井
藤原吉志子（1942-2006）
敏夫が審査委員長を務めていた「ロ
ダン大賞展」
で、淀井から
「ロダンと同
じ生命の表出がある」
と励まされ、造
形創作にまい進します。数々のコン
クールで入賞を重ね、各地に作品が

や景観形成への思いと相まって、寓意
（ぐうい）性に富んでいて、見る側に何
らかの物語を想起させてくれます。
今回は、前回展で紹介できなかっ
た未公開作品や、遺族の所蔵作品を
展観し、業績を振り返り、顕彰しました。
また、会期中には夫である藤原亙
氏が来館。展示作品に生前の制作風
景を重ねながら、往時をしのんでいま
した。

や作品設置を行うなど、美術館に深い
縁があります。
クボの作品には大理石を限界まで
刻むことによって生まれる浮遊感と緊
張感があり、大理石の性質などと対話
しながら作品を作っていきます。
また、
石を透過する光の具合により作品に
様々な表情が現われます。
今回は、展覧会初日にギャラリー
トークを行い、制作経緯や方法などを
話していました。
また、会期中はゲリラ
的に公開制作を行い、
日々変化してい
く作品の表情を楽しませてもらいまし
た。

設置されるなど全国的に知られた実
力派の具象彫刻家です。
その後、淀井がつないだ縁により、
あさご芸術の森美術館でワークショッ
プやモニュメント設置などを行ってい
ます。2007年に
「藤原吉志子展」
を企
画しましたが、企画途中の2006年に
急逝、
その後10年がたちます。
没後、
ご遺族から、有名絵画や小説、
俳句、詩など幅広い分野から発想を
得たユーモラスで親しみやすい作品
や、
「9・11同時多発テロ事件」
「コソボ
紛争」
「チェルノブイリ原発事故」など
を題材に社会風刺した作品など120
点の寄贈を受けました。
その作風は、時代を見据えた視点

作品制作風景

ギャラリートークの様子
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芸術村とフリーマーケット
を開催しました
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チャイルドむしむしアート
キャンプを開催しました
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2016年友の会総会を
開催

今年も昨年に引き続き5月に実施し、
当日22日㈰は日差しがたっぷり降り

6月18日㈯〜19日㈰、小学生があ
さご芸術の森に泊まり込んで作品を

5月19日㈯、第18回あさご芸術の
森美術館友の会総会を開催しました。

そそぎ、夏を思わせるような暑い1日
となりました。
また、
「 国際博物館の日」事業の一

制作するチャイルドアートキャンプを
開催しました。
今年は「虫」をテーマにし、朝来市

今回は、会長の水田文夫氏をはじ
め、新たに3人の役員が就任しました。
今後は、美術館友の会の会員を市

環で、美術館を無料開放したことも
あって、1,285人の来場者が芸術作品
に親しんでいました。

在住の昆虫研究家、近藤伸一氏を講
師にしたテーピング石膏による
「空想
の虫」づくりと、県立人と自然の博物

内外から募り、美術館活動支援などを
通じて、
よりよい美術館になるよう協
力することになりました。

恒例の
「芸術村」
では木工芸や陶芸、
かずら編みや革細工の体験・実演が
行われ、不用品のリサイクルを目的と
した
「フリーマーケット」
には17ブース
の出店がありました。
イベントでは朝来市マスコットキャ
ラクターの「ちゃすりん」
と生野高校の
「いくのん」が駆けつけてくれたほか、
市職員デュオ「侍」によるギター野外
ライブで会場を盛り上げ、
「クイズに答
えてお菓子まき」
では美術館にちなん
だ○×クイズの正解による
「菓子争奪
戦」
が繰り広げられました。
「ごちそう村」では、プリン等のス
イーツやから揚げ、焼きそば等の出店

館の八木剛主任研究員とスタッフら
による、
「 虫とりと観察」そして昆虫の
絵を張りつないだ巨大作品作りに取
り組みました。
「空想の虫」作りでは、紙に描いたそ
れぞれの「空想の虫」を、針金を使っ
て立体化し、
それにテーピング石膏を
巻きつけていきました。平面から立体
にすることに苦戦していましたが、素
敵なオリジナルの虫が完成しました。
「虫とりと観察」では県立人と自然
の博物館スタッフの虫の取り方指導
や観察方法のレクチャー後に虫とりに
挑戦しました。夜には多々良木川でホ
タルの乱舞を観察しながら、南谷公園

総会で決定した理事の皆様の役割
は以下の通りです。

がありました。
また、友の会からは義援
金の呼びかけと
「フルーツポンチ」の
提供を行い、暑い日にぴったり! と大
変好評でした。

にライトをともし、昆虫を集めて採集
に挑戦しました。
翌日は、採集した生きた虫を観察し
ながら、画用紙いっぱいに昆虫を描き、

平成28年度友の会理事（敬称略）
会 長…水田 文夫
副会長…大田垣 強
能見 勇八郎
山木 葉末
理 事…東 達生
安保 健一
池野 雅視
加藤 貴之
西垣 憲志
藤本 イサム
益田 久彰
宮田 さと子
会 計…田中 絵莉香
監 事…北村 美樹
宮田 利見

それを切り取って、一枚の紙に貼りつ
け、全員で巨大な昆虫作品を制作し
ました。現在、美術館アトリエ室に展
示しています。

友の会総会の様子
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これからの
企画展

平成28年 7月17日

第5回 あさごアートコンペティション
（A.A.C.）2016

優秀作品展

〈会期〉9月17日㈯〜10月30日㈰ 〈会場〉
2階企画展示室
朝来市では、新しい作家を育て、
その成長を支援したり、
またこれからますます活
躍の場を広げていくきっかけになるよう、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。
奇数回は屋内展示作品、偶数回は屋外設置作品を募集しています。
2016年は、平面や立体など分野にこだわらない「現代アート」の屋内展示作品の
公募で、本展ではその中から受賞・入選に輝いた作品を展示します。ぜひご鑑賞くだ
さい。

募集

2014年大賞作品

三島樹一「生物礼讃」

第5回あさごアートコンペティション2016

現代アート作品募集!!

申込締切…8月20日㈯〔必着〕

さまざまなジャンルの屋内展示の現代アート作品を募集します。新しい感性あふれる力作の応募を期待しています。

●応募規定●
⑴応募資格…国籍、
経歴、
年齢を問いません。
⑵材質・ジャンル…材質、
ジャンルは問いません。応募者本人が制作し、所有する
未発表の館内に展示できる現代アート作品。
《平面または立体（吊り下げ可）》。学
校展、卒業制作、個展、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。
映像作品は不可。
⑶作品サイズなど
（作品サイズは厳正に対処します）
…
①平面受付…額装を含め縦169㎝×横169㎝以内で、凹凸は展示壁面から10㎝
以内。
総重量30㎏以内。
額装はガラス不可、
アクリル可。
②立体受付…台座を含む底面が、幅180㎝×奥行180㎝以内で、高さ300㎝以
内。総重量200㎏以内（吊り下げる部分は、総重量30㎏以内）。
ただし、高さ180
㎝×幅160㎝の審査会場間口（段差あり）から、人力のみで安全に搬入・運搬可
能なもの。
また、美術館2階展示室へ階段を使って安全に人力で、
または、エレ
ベーター（幅75㎝×奥行115㎝×高さ200㎝）
で、作品全体あるいは分割した単
体が搬入できること。
⑷出品点数…平面・立体それぞれ1人1点（平面1点＋立体1点＝計2点の応募
可）
⑸出品料…1点5,000円。
ただし、25歳以下（2016年8月20日時点）
は1点3,000
円。
※応募受け付け終了後、
出品料はどのような理由でも返金できません。
⑹注意事項…
①絵具など乾燥していない作品、腐敗やカビ、悪臭の発生する可能性のある材質
を用いたもの、電動で動くもの、定期的にメンテナンスが必要なものは、受け付け
できません。
②作品や額の裏面は突起物がないようにしてください。
③搬入時や審査時に安全性に問題があり、危険と判断される場合、規格外の作
品は審査対象外とします。
⑺審査員
（敬称略・50音順）
…
植松 奎二
（彫刻家）
牛尾 啓三
（彫刻家）
加藤 種男
（公益社団法人企業メセナ協議会 専務理事）
草薙奈津子
（平塚市美術館館長）
多次 勝昭
（朝来市長）
⑻審査方法…作品は、
すべて
「現代アート」
として審査します。
⑼賞…
大 賞…1点／賞金100万円（買上賞）
優秀賞…3点／賞金15万円
スポンサー賞
但陽信用金庫賞…1点／賞金
竹
泉
賞…1点／副賞
地 域 特 産 賞…1点／副賞

入 選…15点以内／副賞
※賞は該当がない場合もあります。
※賞金の振り込みは、展覧会終了後、約30日を要します。
※入賞・入選後、本規定に沿わないことが判明した場合は、入賞・入選を取り消
します。
⑽審査結果…審査結果通知書Cと美術館ホームページで（2016年9月13日
17:00までに掲載予定）お知らせします。※搬出日までに通知書が届かないとき
はご連絡ください。
⑾著作権…入賞・入選作品の著作権使用は、主催者が行う本展覧会の広報、図
録などの印刷物への掲載を無償で許諾するものとします。
⑿作品の保管…応募作品の取り扱い・保管は主催者が万全を期しますが、作品
の材質、構造上の欠陥または天変地異など、
その他不可抗力による破損について
は責任を負いません。
⒀授賞式…とき…2016年10月30日㈰／場所…あさご芸術の森美術館
⒁展覧会…入賞・入選作品を展示します。
会期…2016年9月17日㈯〜10月30日㈰
会場…あさご芸術の森美術館
⒂その他…優秀賞以上の受賞者には、
「作家の提案シリーズ」
として、
あさご芸術
の森美術館での個展を開催する機会を提供する場合があります。
また、優秀な作
品と制作された作家を、海外での展示や公募展へ推薦することもあります。
⒃応募方法…
⑴受付期間…2016年8月1日㈪〜8月20日㈯必着
⑵応募方法…受付期間中に、応募用紙
（宛名面に52円切手を貼付）
に必要事項を明記し、
さらに82円切手1枚を同封して送付。同時に、下記の方法
で出品料の納入をお願いします。両方の確認ができた時点で、受け付け完了とし
ます。
●現金書留郵便またはご持参の場合
応募用紙と出品料を同封の上、事務局へ送付、
またはご持参ください。
ただし、休
館日
（水曜日と祝日の翌日）
は受け付けできません。
●銀行振り込みの場合
①指定口座へ振り込んでください。
但陽信用金庫 朝来支店 普通 5055874
名義：あさご芸術の森公募展事務局
②応募用紙と振込明細書（コピー可）
および82円切手1枚を同封の上、事務局へ
送付してください。
○問い合わせ先
〒679-3423 兵庫県朝来市多々良木739-3
あさご芸術の森美術館公募展事務局
電話079・670・4111 FAX079・670・4113
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あさご芸

美術館は僕の原点

地域おこし協力隊（奥銀谷地域自治協議会）加藤貴之さん

僕は美術館という場所が大好きです! それは、未知なものと出合えるワクワク感に
あふれているからです。東京で育った僕は、高校生のころに美術館巡りにハマり、毎週
末電車に乗って首都圏のあらゆる美術館へ出かけて行きました。
そんな美術館オタクの僕が気づいたのは、
「別の美術館に行けば、周りには別の町が広がっている。」
という当たり前の事
実でした。
どんなにすばらしい美術館でも、せいぜい滞在するのは1時間か2時間。時間をかけて美術館に来たのに、
とんぼ
返りはもったいない。作品を見た余韻に浸りながら、町を歩くのが僕のスタイルとなりました。
そうしていると今度は、町というものの多様性や、過疎が進む地方の現状というものを目の当たりにすることになります。
そ
んなことがきっかけで、町おこしの仕事に興味を持つことになりました。
だから、美術館という場所は、僕の原点です。
あさご芸術の森は美術館自体の魅力はもちろん、周りの自然環境や里山風景とで織りなす一体感が素晴らしい場所だと
思います。
だから僕がそうしたように、
あさご芸術の森を訪れた方々が多々良木の里山で、
そして朝来市内で楽しい一日を過
ごし、
地域の恵みを受け取ってもらえたらと思います。

あさご芸術の森美術館友の会会員交流美術展

作品募集!!

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開催します。
■会期…2016年10月1日㈯〜10月16日㈰
■出品申し込み…2016年9月16日 ㈮まで
■応募要項…
◇平面：絵画（油彩・アクリル・水彩・ミクスト メディア・版画・水墨など）
・書・デザイン・写真・俳句・短歌などでオリジナルなも
の。展示壁面の横幅が一辺120㎝以内（額を付けたサイズ）
なら複数出品可。上下2段掛け・3段掛けなど展示可。
◇立体：彫刻・工芸（陶・染織・タペストリー・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。生花・盆栽など生物は不可。高さ200cm×横200cm×奥行200cm以内で、人力で運べるものなら複数出
品可。
■出品料…上記サイズ以内 500円。
ただし、直接搬入・搬出ができる出品者で、展示・搬出作業の手伝い可能な人は無料。
※規定の展示サイズを超える作品は受け付けしません。
※オリジナル：制作者の独創性のこと。他者が制作した作品などの模写・模造は著作権侵害になります。制作者の没後50
年間は著作権が保護されています。
※作品の損害保険は個人で掛けること。
■問い合わせ先…あさご芸術の森美術館 友の会事務局 TEL 079-670-4111

あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況
★水野洋子／二紀会支部・姫路市美術家協会所属の菅野桂子さん・足立隆子さん・野々村しのぶさん・水野洋子さんの４人で7月２日〜
７月１０日まで、姫路市書写の里美術工芸館で
「ＫｏＲｅＫａＲａ展2016」
を開催。
★髙砂京子／淡交社から
『ココロをカタチに 高砂流「創の書」文字あそび』
を発売。
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開催中

30

土

あさご夏の昆虫展 むしむし大集合！

内

容

対 象
一 般

期間・時間など
9月4日まで

掲載ページ
2

アートＤＥ遊ぼう! 虫・ムシ・むしを作ろう

受講生

８月１日まで

3

手織りをじっくり体験！ 織体験ワークショップ

受講生

８月１日まで

3

チャイルドむしむしアートキャンプ

受講生

７月３１日まで

3

チャイルドむしむしアートキャンプ

受講生

８月１日まで

3

県立人と自然の博物館「出張むしむし体験」

一

般

午前11時00分〜

2

31

日

17

土

あさごアートコンペティション
（A.A.C.）優秀作品展

一

般

10月30日まで

6

1

土

あさご芸術の森美術館友の会会員交流美術展

一

般

10月16日まで

7

20

木

学校厚生会趣味の作品展

一

般

10月25日まで

22

土

チャイルドアートキャンプ

受講生

10月23日まで

29

土

あさご芸術の森「風と光のページェント」
（予定）

一

般

10月30日まで

西明寺末一展（仮称）

一

般

12月4日まで

30

日

あさごアートコンペティション
（A.A.C.）表彰式

受賞者

時間未定

ヴァイオリンコンサート
（予定）

一

般

時間未定

3

木

第12回 全国こども絵画選抜展2016

一

般

11月27日まで

3

土

アート2017 干支展

一

般

12月25日まで（予定）

アートホール神戸写真展 子供の世界「愛」

一

般

12月25日まで（予定）

7

水

全国こども絵画選抜展2016（生野マインホール）

一

般

12月23日まで

10

土

全国こども絵画選抜展表彰式（生野マインホール）

受賞者

午後2時〜

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

