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−淀井敏夫記念館−

美術館だより
友の会だより

淀井敏夫「若きアテネ」
（1965 年）／ブロンズ／143×40×6 ㎝

三重県桑名市の学習塾アテネ会館から、淀井敏夫「若きアテネ」
（1965年）
を含め5点の作品を昨年10月に寄贈いただき、同作
品を今年9月25日、
美術館玄関側の外壁に設置しました。
アテネは学問、芸術、
また正義のために戦う女神でもあります。性質上兜（かぶと）
は冠（かむ）
らずにむしろ肩に置き、女神に関係
が深いオリーブの若木を持たせ、
これからオリーブが実るような充実と、平和を象徴させました。
そして近くではなく遠い将来を見渡
すような姿勢をとらせています。

（淀井敏夫「アテネ会館」
での除幕式あいさつより抜粋）
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第4回

ASAGO ART COMPETITION 2015
佐野耕平さんの
「space of a mirror」
が
大賞作品に決定しました。
全国公募展「あさごアートコンペティション
（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
めの作品を募集しています。
4回目の今回は、
あさご芸術の森の指定場所に設置する
ため、その模型作品を公募しました。20都府県、23歳から
78歳まで42人、
44点の応募がありました。
審査会を9月13日、
あさご芸術の森美術館で開きました。
写真家・織作峰子氏、美術評論家・木下直之氏、平面造形作
家・椿野浩二氏、美術評論家山﨑均氏、
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。
審査は各審査員の投票によって作品としてのよさを重視
し過半数の票が入ったものを入選作品とし、24点の作品を
決定しました。入賞作品は実物設置した後のことも考えな
がらの審査となりました。投票を繰り返して絞り込んでいき、
大賞作品を決める際にはすべての資料を吟味し、協議した
後、最終投票によって決まりました。
これまでに野外に恒久
設置の実績がないという点も、若手作家の育成という本公
募展のテーマに合致し、若い感性があさご芸術の森に新た
な風を吹き込んでくれることを願っての受賞となりました。
大賞作品は来年3月末までにあさご芸術の森に高さ4

あさご芸術の森大賞
佐野耕平「space of a mirror」

メートルの実物大となってお目見えします。

なった作品「space of a mirror」は、新しく、ユニークさを感

＜制作意図＞
日々の生活をくり返してゆく中で、自分は何に向かって

進んでゆくのだろうかと自問をする。1つ 1つ重ねた時間

が、周囲の景色や介在する思いを内包しながら、独自の空

間と広がりをもって存在してくれることを願って制作した
作品です。

審査所感
多くの作品がどこかで見たような感じがする中、大賞と
じた。
この作品は、募集テーマの「異空間」に呼応するとともに、
メタリックで目立ち、
あさご芸術の森のイメージをまた斬新
な印象に変化させていくものである。野外彫刻の新しい可
能性を示す作品であり、人が触れていきたくなるような魅力
がある。特に小学生くらいの子どもたちに親しんでもらいた
い。
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【あさごアートコンペティション2015入賞・入選者】

優秀賞・特別賞…松永

勉「ニョキニョキのはじまり」

佐 野 耕 平 （京都府）
™あさご芸術の森大賞 space of a mirror
松永
勉 （徳島県）
™優 秀 賞 ・ 特 別 賞 ニョキニョキのはじまり
荻 野 弘 一 （新潟県）
™優
秀
賞 とうりゃんせ
藤井浩一朗 （東京都）
もうひとつの風景
™スポンサー賞
増 野 智 紀 （京都府）
但陽信用金庫賞 森
仲田
守 （千葉県）
竹
泉
賞 ささえる
居 上 真 人 （徳島県）
地 域 特 産 賞 しっかりつかまってろよ
信ヶ原良和 （京都府）
™奨
励
賞 Circle of a dance
早 川 榮 二 （千葉県）
生き物の力−ﬁgtree
北 川 太 郎 （兵庫県）
™入
選 時空ピラミッド
和 泉 俊 昭 （愛知県）
内空8面体
白 井 翔 平 （東京都）
こっちかな？
大北利根子 （神奈川県）
聴く−2015
友 井 隆 之 （大阪府）
心の窓から覗く景色
加 藤 恵 利 （愛知県）
いっしょにあそぼ
西 村 正 徳 （兵庫県）
Blossom Box＝光の花
平田
茂 （三重県）
ASAGOへ
藤本イサム （兵庫県）
GULLIVER'S TOY
富 永 一 真 （大阪府）
タタズムモノ
クボタケシ （兵庫県）
モンテローザの十字架
周 藤 豊 治 （島根県）
上を向いて
早 川 信 志 （沖縄県）
空ほでりと土のいえ
岩 崎 順 一 （東京都）
Paio
生 （静岡県）
始まりのかたち 風神・雷神 鈴 木
（賞ごとに受付順）

優秀賞…藤井浩一朗「もうひとつの風景」

但陽信用金庫賞…増野智紀「森」

優秀賞…荻野弘一「とうりゃんせ」

竹泉賞…仲田 守「ささえる」

地域特産賞…居上真人「しっかりつかまってろよ」
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第11回 全国こども絵画選抜展に
1,982点集まる
朝来市は、
こ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。
11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、北は岩手、南は鹿児島まで18都府県144校から1,982点の応
募がありました。
審査は10月8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」
には明石市立魚住東中学校1年生の高橋生成さん、同「花と緑の
大賞」には神戸市立本山第二小学校4年の黒田彩巴さんの作品
が選ばれました。
こい
高橋さんの作品は「色とりどりの鯉のぼりが力強く風に踊り、躍
動感にあふれ、
ダイナミックな構図が秀逸で、迫力のある画面に
引き付けられる。遠くに見える人物に注ぐ優しい眼差しを感じさせ
てくれる大作」
。
また、黒田さんの作品は「他の人にはない斬新なアイデアが
光っていて、今後に期待したい」
とそれぞれ審査員の高い評価を
得ました。
作品は11月14日㈯から12月6日㈰まで、
あさご芸術の森美術
館で展示され、その後、12月9日㈬〜20日㈰生野マインホール
で、来年1月14日㈭〜19日㈫アートホール神戸に巡回されます。
表彰式は12月12日㈯に執り行われました。
ふるさと大賞／「空高く鯉およぐ五月」
高橋生成さん
（明石市立魚住東中学校1年）

巡回展

●生野マインホール
12月9日㈬
〜12月20日㈰
●アートホール神戸
1月14日㈭
〜1月19日㈫
※アートホール神戸では会場の都合に
より入賞以上の作品展示となります。
※巡回展は入場無料です。
花と緑の大賞／「東北・ふるさとの花切手」
黒田彩巴さん
（神戸市立本山第二小学校4年）
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審査風景

【朝来市内の入賞・入選者】
◆朝来市議会議長賞
足立

紗蘭／和田山中学校3年

◆あさご芸術の森美術館賞
大谷

悠馬／朝来中学校2年

◆森はな ふるさと賞
上谷

壮志／生野小学校1年

田中優希菜／梁瀬小学校1年
藤井

舞／竹田小学校1年

小原

岳士／生野小学校2年

足立

優花／大蔵小学校6年

太田

一智／中川小学校6年

新井

琴／朝来中学校1年

秋山 夕華／朝来中学校3年
◆入選
佐藤

煌／枚田小学校2年
（順不同）

兵庫県知事賞「窓から見る景色」
鈴木彩夏さん
（箕面市立第四中学校3年）

兵庫県知事賞「明石のたこ」
多田健司さん
（神戸市・小束山アートスクール／小学6年）

＜森はな ふるさと賞＞

朝来市では、朝来市出身の児童文学作家森はな文学普
及事業を展開しています。
「全国こども絵画選抜展」
をきっかけとして、一人でも多
くの皆さんに、人や自然、ふるさとをいとおしむ心であふ
れた森はな作品に触れていただけることを期待して、今年
新たに
「森はな賞」
として「森はな ふるさと賞」
と
「森はな
交流賞」の２つの賞を設けました。
「まどからの景色」足立優花（大蔵小学校6年）
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開催中の
企画展
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アート2016干支展

2015年1月17日㈰まで 2階企画展示室
え と

さる

毎年恒例の
「アート2016干支展」
を開催します。
テーマは2016年の干支「申」。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

安保ゆき子、石田観仙、さかいゆきみ、佐々木紀政、正垣宏樹、杉本たけ子、蟬丸、寺田ひかり、藤本イサム
松尾 哲、松田一戯、松田京子、松田政斗、山本吉信、吉岡武徳
■平 面
アンドレイ・ヴェルホフツェフ、池野紗如美、上地拝碩、木下 晋
切目あずさ、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、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
藤原洋次郎、Pen²、前田華汀、増子善昭、松尾あい子

松尾

募集

護

哲「福招き申」

椿野浩二「さる」

あなたの自慢の年賀状をお寄せください。

2016 干支絵手紙コンクール 作品募集!!

ご応募いただいた作品を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…2016年1月4日㈪必着

●会期…2016年1月7日㈭〜1月17日㈰

■応募規定
①テ ー マ…
「申」
「猿」
または2016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（送料は応募者負担）
「ハガキ」
として郵送できる形状のもの。重さは50g以内。
ハガキ本体の切り抜
⑤応募作品…横9.0〜10.7㎝、縦14.0〜15.4㎝。
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、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。
市販の年賀状で応募いただいてもかまいません、必ず
「干支絵手紙コンクール作品」
と朱書きしてください。

平成27年12月21日
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〜朝来からの風〜

募集

応募締め切りは、2016年1月15日㈮
（必着）まで
【優秀作品展】

あさご芸術の森美術館
2016年1月30日㈯〜3月13日㈰
〜朝来からの風〜
「朝展」2016では、絵画、立体・工芸、書・画、写真の4部門の作品を募集しています。

【朝来からの風「朝展」
2016募集要項】
■応募期間…2016年1月15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 。1 0 号 以 上 で、1 辺
1 1 6 . 7 ㎝ 以 内 。額 装（ 5 ㎝ 以 内 ）し、吊り金 具とひ
もを 取り付 けること。
◎立体・工芸
彫塑、工芸作品。高さ150㎝（台座含む）以内で、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
写真作品で縦横合わせて140㎝ 以内。額装またはパネ
ル張り。
※作品規定の詳細は募集要項で確認してください。
■審査員
（敬称略）
絵画…池上 司
（西宮市大谷記念美術館学芸員）
烏頭尾寧朗
（画家）

立体・工芸…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…畑 祥雄（写真家・関西学院大学教授）
吉野晴朗（写真家）
■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30日㈯〜 3月13日㈰
午前10時〜午後5時まで
（水曜休館）
※最終日は表彰式のため午後3時まで。
※今年は、
さんとう緑風ホールでの展示はありません。
■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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没後10年
淀井敏夫展を開催
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淀井芸術に
子どもたちが挑戦しました

チャイルドアートキャンプを
開催

7月18日㈯〜9月6日㈰、
「 没後10
年 淀井敏夫」
展を開催しました。
淀井敏夫が2005年2月14日に亡く
なって、
10年が経過しました。
全展示室を使用して、学生時代に
作った木彫から最晩年の作品まで、約
80点を展示しました。
また、三重県桑
名市のアテネ会館から寄贈いただい
た
「若きアテネ」像や、遺族から寄贈を
受けた石膏原型=写真下=などを初披
露するとともに、淀井本人が愛用した

7月23日㈭〜24日㈮、7月24日㈮
〜25日㈯、夏のチャイルドアートキャ
ンプを開催しました。それぞれ1日目
は開催中の淀井敏夫展を観覧した
後、淀井敏夫が考案した「石膏（こう）
直付け法」
での作品づくり=写真上=に
挑みました。講師は朝来市在住の彫
刻家藤本イサムさんです。塑像をつく
る時は、通常粘土で原型を作り、石膏
で型取りし、石膏原型を取ります。石
膏直付けでは粘土を使わずに、水で

例年秋に開催していたチャイルド
アートキャンプを、今年は8月末に開
催しました。
1日目はロウソクの火で巨大絵画を
描くワークショップに挑戦しました。
ま
ずは方眼紙に下絵描き。
その下絵に、
ロウソクの置き場所を落とし込み、次
に粘土でおわんを作り、
ロウソクを立
てる台にしました。
600個のおわんを作り終えると、地
面にロープで1マス1㎡の方眼を区画

道具や彫刻台、椅子などを展示して、
実 際 制 作していたころの 様 子をイ
メージさせるアトリエを再現しました。
初日は台 風 直 後の悪 天 候でした

溶いた石膏に麻などを混ぜ、金属で
組んだ心棒に直接付けていきます。
ワークショップでは針金で心棒を作
り、石膏の粉をまとわせた包帯のよう

し、下絵どおりにロウソクを置いてい
き、暗くなったらいよいよ点灯です。
初めて使うライターに悪戦苦闘、
ま
た時折吹く風に悩まされながら点灯し

が、淀井敏夫の次女・弓良由利子さん
=写真上=に、家族しか知りえない制作

な「石膏テープ」を水で濡らして形を
つくり、乾いて固まった後、水彩絵の具

てくと、船や魚などの図柄が浮かび上
がりました。

の裏側など語っていただきました。

で色を塗って完成させました。
2日目は兵庫県立木の殿堂で木工
指導しているTONさんを講師に、軽快
なおしゃべりを楽しみながら、
カスタ
ネットづくり=写真下=をしました

2日目は画家住中進吾さんの指導
で鏡に絵を描きました。鏡に映った自
分の顔を見ながら、直接油性ペンで
ふちどりして自画像を描いていきまし
た。
絵の具を弾かないよう下地を塗っ
てアクリル絵の具で色を塗って仕上げ
ました。
「これなら簡単そう!」
と意気込
んだ子どもたちでしたが、本人は動い
ていないつもりでも、いつの間にか顔
が動いていて、意外と難しかったよう
です。
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各地の催し
「Artist Exhibitionまちなみアート篠山 gallery style 2015」
の盛り上げ隊
篠山市河原町の町屋を舞台に展開された
「Artist Exhibitionまちなみアート篠山
gallery style 2015」
を盛り上げようと９月20日㈰、
「アートde元気ネットワーク推進
会議」
のメンバーや神戸山手大学の学生らが訪れ、同展実行委員にエールを送った。
河原町通は、城下町の風情を残す妻入商家が軒を連ね、国重要伝統的建造物群保
存地区に指定されている。
その中程にある元銀行の町屋アートギャラリーでは、造形作
家あさうみまゆみのオブジェ
「SEASONS」
（ 写真）、映像作家山口尚と北川淳一のユ
ニットと島田量平の映像やプロジェクション・マッピングが異彩を放ち、昔日の面影を色
濃く残すこのエリアとのギャップが際立ち、不思議な空間となった。
また、ベーカリー兼カフェの２階座敷ギャラリーでは、神戸・片山工房「深田隆と上杉
結喜子」
の障がい者アート展もあり、多彩な企画が展開されていた。
同推進会議は、兵庫県が県内各地で芸術イベントや文化力を生かしたまちづくりを進めている団体に呼びかけ、組織された。現在、
あ
さご芸術の森美術館や神戸ビエンナーレ組織委員会、
のせでんアートラインなど９団体が参加している。

Love Stone Project Kobe-Asago／ひょうごミュージアムフェア2015
兵庫県内にある美術館や博物館をもっと身近に感じてもらおうと、
「ひょうごミュー
ジアムフェア2015」が10月３、
４両日、神戸市中央区の神戸ハーバーランド・スペース
シアターで開催された。県博物館協会に加盟する100館・園が出展し、親子向けワーク
ショップやパネル展示を通して、
それぞれの魅力をアピールした。同実行委員会などの
主催。
あさご芸術の森美術館は、豊中市在住の石彫家・冨長敦也さんを講師に、紙やすり
でイタリアの大理石を磨く
「Love Stone Project Kobe-Asago」
（写真）
を実施した。
目の粗い紙やすりから順次細かくしていき、ザラザラした石の表面に水を掛けながら、
２日間でツルツル、
ピカピカ輝くように磨き上げる内容。単純な手作業だが、
それがか
えって面白いのか、結構、
はまる子が何人もいた。同プロジェクトには約550人の子どもらが参加した。
このほか、民族音楽楽器の演奏体験、
リクガメに触れるコーナー、
ストラップや缶バッジづくりなどのブースなどもあり、約2500人の
親子連れが、普段経験することのできない各館・園の趣向をこらした 仕掛け を楽しんだ。

くっつ木プロジェクト／アートde元気ネットワークのワークショップ／神戸ビエンナーレ2015
兵庫県が県内各地で芸術祭を実施している団体に呼びかけ組織された
「アートde元
気ネットワーク推進会議」。同会議に参加する、
あさご芸術の森美術館など7団体が、
そ
れぞれの特色をPRしようと、神戸ビエンナーレ2015のメリケンパーク会場に展示ブー
スを設け、共同で作品展を開催した。
あさご芸術の森美術館は、夏の「アートDE遊ぼう!」からヒントを得て、積木のような
小さな木片を接着剤で止め、木の枝葉が生い茂るように増殖させる
「くっつ木プロジェ
クト」
（写真）
を展開。
「木」
を
「気」
に置き換え、皆の気持ちをくっつけ、仲良くしようとの
思いが込められている。
このほか、
「龍野アートプロジェクト」は、2011〜14年に実施した催しをアーカイブ
映像で紹介し、木彫を全国公募している
「木彫フォークアートおおや実行委員会」
は、
ほのぼのした作品5点を展示。
また、
「丹波篠山・まち
なみアートフェスティバル実行委員会」は、造形作家水上雅章とあさうみまゆみの共同制作を、篠山市の町屋アート会場と神戸ビエン
ナーレ会場とで向き合う形に同時展示した。神戸ビエンナーレ2015は11月23日、
38万人の入場者を得て閉会した。
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森に寄せる
あさご芸術の

アートで元気な地域づくり

兵庫県知事公室長

平 野 正 幸

芸術の秋。各地で文化行事が華やかに開催されるこの季節、神戸では2年に一度の芸術祭「神戸
ビエンナーレ」が市内の各所で展開されている。
そのメーン会場メリケンパークの一角に
「アートde
元気ネットワーク」
のコーナーが設けられ、大勢の入場者で賑わっている。
「あさご芸術の森」
を含む
県内9地域のアートフェスティバルが連携し、
もっとお互いに盛り上げようと昨年設立された
「アート
de元気」
は、
いずれもアグレッシブなアート集団ばかり。
まちなかの古民家群や醤油蔵、集落周りの里山など地域の資源や風景などを上手に生かしたユニークな芸術祭を内外に
発信して、地元を元気にする活動を進めている。
なかでも
「あさご芸術の森」
の活動は、美術館を中心に多彩で子供から大人
まで楽しめる充実した内容だ。神戸ビエンナーレ会場で取り組まれた
「くっつ木プロジェクト」
も、
とても独創的な参加型アー
トで私も楽しませてもらった。
これからも
「アートde元気」
のメンバーとして、
また地域の元気づくりの核としてアクティブな活
動を続けられることに期待を寄せている。

あさご芸術の森美術館友の会 賛助会員のご紹介
「有限会社 スタジオゲイル」

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

スタジオゲイルは、商業デザインを主たる業務として、市町村合併が行なわれ
た平成17年に法人化し今日まで営業して参りました。
これもひとえに皆様のご支
援とご指導の賜物と感謝申し上げております。当初はCIを軸とするシンボルマー
ク、
グラフィックデザイン制作を目指していましたが、
日常的には印刷やWEB上で
使われる作品、商品の撮影から制作、
完成までを請け負っています。
ただ、
ここ多々良木の地を頻繁に訪れる様になったのは、美術館が建設される
前まで遡ります。当時、朝来町で芸術の森構想がもちあがり、多々良木の地で野外
彫刻の公募展が始まるという時期でした。衝撃的だったのは、公開制作をされて
いた藤本イサムさんとの出会いでした。芸術家とは、孤高でストイックなイメージ
があったのですが、
ここまで豪快奔放だったとは…。その後牛尾さん、椿野さんと
お出会いいたします。最初の印象は、皆様お察しのとうりでございます。名だたる
芸術家の集う中で、第一回の野外彫刻展ポスターに使う写真や寄せられた多くの
美術作品の写真撮りをさせていただくようになり今日に至っております。
当時撮影には、
カラー印刷に適するポジのブローニーフィルムを多く使用して
いました。今回、弊社の十周年記念とともにチャリティー展に出品したいという思
いもあり
「丹後の海」
という小冊子を制作いたしました。
その時、30年くらい前から
のストックされたポジフィルムを整理しましたが、美術館に関する古いポジも出て
きました。痛みの激しいものばかりですが、再現出来るようであれば、美術館の歴
史としてこの紙面をお借りして載させていただいてもいいかなと思っております。
今ではすっかりデジタルの時代になりましたが、
また新しい表現方法を模索し
ながら精進したいと思っております。最後になりましたが、
あさご芸術の森美術館、
そして友の会の皆様、関係各位の皆様のますますのご発展を祈念しごあいさつと
させていただきます。
〈http://studiogale.businesscatalyst.com〉取締役 國谷 勝

AAC入選作品撮影風景

美術館ができる前の多々良木

第一回野外彫刻展公募ポスターに使われたポジ
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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
「MIHO MUSEUM」に行ってきました。
11月1日㈰、
あさご芸術の森美術館友の会館外研修で、滋賀県
甲賀市の「MIHO MUSEUM」へ行きました。快晴に恵まれ、芸術の
秋を過ごすことができました。
MIHO MUSEUMは、滋賀県の山あいにある私立美術館で茶道
具、仏教美術、陶磁器など膨大なコレクションを収蔵・展示してお
り、別室では美術収集家ジョンウェーバーの日本美術コレクション
の企画展が開催されていました。
父親が和田山町出身という学芸員・畑中章良さんのレクチャー
を受けた後、観覧しました。充実した展示内容で、予定していた時
間ではちょっと物足りないくらいでした。
和菓子で有名な叶匠寿庵でお土産を買って帰途につきました。

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。
多く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、手芸など芸術作品以外も応募ください。
あ
さご芸術の森美術館の友の会会員であればだれでも出品
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7日㈭以降に美術館までお問い合わ
せください。
〈会期〉
2016年2月27日㈯〜3月13日㈰

あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況
★椿野浩二／あさご芸術の森美術館での個展ありがとうございました。多くの人たちにお世話になりました。
★藤本イサム／11月28日〜12月4日まで、
和田山町筒江の工房城ケ鼻で「冬の贈り物展2015」
を開催しました。
また12月28日までKobe･Gallery住吉倶楽部の
「賑々しく正月迎え展」
に出品しています。ぜひお越しください。
★國谷勝／写真集「丹後の海」
を自費出版。
釣り人が出合う海の風景を集めています。お求めは美術館ショップで。
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、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。
ぜひ情報をお寄せください。
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スケジュール

2015.12

平成27年12月21日

2016.3

ASAGO ART VILLAGE
月

日

曜

内

容

対

象

一

般

1月17日まで

一

般

12月23日まで

一

般

12月20日まで

4

朝来からの風「朝展」作品募集

一

般

1月15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17日まで

6

アート2016干支展
アートホール神戸写真展

開催中

全国こども絵画選抜展
募集中

1

2

3

子供の世界「愛」
巡回展（生野マインホール）

期間・時間など

掲載頁

6

7

木

干支絵手紙コンクール作品展

一

10

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

14

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

般

1月19日まで

4

30

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13日まで

7

14

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

27

土

あさご芸術の森美術館友の会 会員交流美術展

一

3月13日まで

13

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3時00分〜

20

日

兵庫県美術家同盟展 70周年記念展

一

5月8日まで

般

般

11

7

ギャラリー四季彩で
「2015チャリティー作品展」
が開催されました。
11月21日㈯〜23日月まで東日本大震災の被災地支援を目的
としたチャリティー展が開催されました。
この展覧会は友の会の椿
野会長らが発起人となり、2011年から毎年開催されています。売
上げの一部や、来場者から直接募金していただいた義援金を被災
地復興のために役立てます。
今年も趣旨に賛同する作家ら11人が集い、絵画や陶芸、写真、
柿渋染めのバッグ、木彫など多彩な作品が並びました。開催した3
日間で251人が来場し、来場者の募金と、作品の売上げを合わせ
50,000円が義援金となりました。

【謝辞】
美術館だより・友の会だよりの第50号発刊にあたり、友の会賛助会員「スタジオゲイル」様のご厚意により全頁カラー印刷
で発行することができました。
ありがとうございました。

関宮
八鹿氷ノ山IC

江原
八鹿

出石 但東
312

養父
和田山

大屋

【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6日㈬まで休館します。
2016年は1月7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

