−淀井敏夫記念館−

美術館だより
友の会だより

2020/4
第63号

松本 薫「Cycle−90°
雲の中へ・
Ⅰ」
（1996 年）
ステンレススティール、
スピードコントロールモーター、
オイルレスベアリング／H325×W250×D120 ㎝
朝来 2001野外彫刻展 in 多々良木ʼ95（第2回）準大賞作品

大空の雲を少しだけ切り取って彫刻をつくりました。
さあ どうぞ雲の中へ･･････。
（図録の制作意図から引用）
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令和 2年 4月1日

井上浩輝 写真展

開催中の
企画展

〜北の大地のマージナルなふたり〜

〈会期〉
5月6日水まで好評開催中 〈会場〉2階企画展示室

井上浩輝プロフィル
1979年に北海道札幌で生まれた井上浩輝氏は、東北学院大学法務研究科修了後、北海道に戻り、様々な大自然の風景、そこに息づく野生動物の営みや表情
など、
自然が織りなす今を撮り続けています。
2016年に米誌「National Geographic」の『TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2016』ネイチャー部門において、日本人初の1位を獲
得し、
世界的にも高い評価を受けている写真家です。
にも取り上げられ、
その分野の第一線で活躍する人物として脚光を浴びています。
2017年2月には、毎日放送系列のドキュメンタリーテレビ番組「情熱大陸」

小さなフォトグラファー展
〈会期〉5月6日水まで好評開催中 〈会場〉1階アトリエ室
小学生から高校生までの若い世代が、今や身近な存在となった
「写真」
で芸術を表現する楽しさを体感し、芸術に親しむ機
会となるよう写真コンテスト
「小さなフォトグラファー展」
を開催しています。初企画となる今回、25都道府県、113人から190点
の応募がありました。
3月9日㈪に朝来市出身の映像作家・藤原次郎氏に審査をお願いしました。
作品展は入賞・入選作品50点を美術館で展示しています。
どの作品も甲乙つけがたい力作ぞろいです。思い思いの題材、構
図、
豊かな感性を是非お楽しみください。
●コンテストの結果

入

大賞「天と地上の照らし合い」
金子 正直（千葉県佐倉市）
準大賞／中川
準大賞／本多
入 選／太田
佐藤
瀬木
近藤
井元

桃奈（愛知県刈谷市）
剣次（北海道石狩市）
光（大阪府）
希洸（大阪府守口市）
杏実（大阪府守口市）
樹里（愛知県安城市）
莉穂（愛知県知立市）

選／後藤 桃萌（愛知県安城市）
西村 洋子（東京都練馬区）
櫻糀 瑚子（東京都八王子市）
木嶋 華穂（朝来市）
芳賀 翔大（北海道富良野市）
西本 爽馬（姫路市）
曽原 未夢（鹿児島県南大隅町）
中島 華凛（加古川市）
神谷 朋美（愛知県知立市）
堤 新之助（神奈川県逗子市）
山下丹唯梨（神奈川県相模原市）
古屋 日織（東京都渋谷区）
中村 一翔（東京都中央区）
大野 恵睦（福岡県福岡市）
大坪 桜乃（香川県三豊市）
片山 莉奈（朝来市）
東
莉子（豊岡市）
田中 詩浬（大阪府高槻市）
横石 洸稀（北海道恵庭市）
岡本
涼（愛知県刈谷市）
伊東 佑起（姫路市）

入

選／石川 瑞姫（長野県長野市）
森
悠真（滋賀県彦根市）
南
尚希（大阪府八尾市）
甲斐田 翼（愛知県豊橋市）
堀口 優加（京都府京都市）
中野 芽維（京都府京都市）
藤本 美亜（京都府京都市）
正木 夕貴（京都府京都市）
白垣 春奈（西宮市）
大橋 海南（岡山県岡山市）
伊藤 裕人（千葉県八千代市）
橋本 ねね（神奈川県横浜市）
小久保直央仁（洲本市）
鑓
千洋（大阪府箕面市）
石田颯太郎（大阪府和泉市）
一色 果乃（愛媛県西条市）
清水 龍輝（東京都港区）
清水 凜花（東京都港区）
湯村晃尚美（北海道札幌市）
本間
響（福島県猪苗代町）
大橋明日華（東京都渋谷区）
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あさご芸術の森美術館開館20周年記念企画

Next story 〜新たな時代へ〜

〈会期〉5月16日㈯〜7月5日㈰ 〈会場〉2階企画展示室
あさご芸術の森美術館開館20周年記念企画の最後は、
これからのアートシーンや、美術館を担っていく、若手や中堅の現役
作家たちによる企画展を開催します。
この企画展を機会に若手作家たちと美術館の繋がりを強めるとともに、彼らのさらなる飛躍を期待し、20周年を締めくくりま
す。
小さな個展を集めたような、
それぞれの作家が個性あふれる展示で皆様をお迎えします。
会期中の休日には、
ワークショップの開催に加えて展示作品の販売や美術館のギャラリーショップでの作品販売もあります。
お気に入りの作家を見つけにぜひお越しください。

あさご芸術の森美術館２０年の歩み展
〈会期〉5月16日㈯〜7月5日㈰ 〈会場〉1階アトリエ室

あさご芸術の森美術館が歩んできた20年を様々な資料とともに振
り返ります。
会場内にはこれまでの企画展やイベントのポスター、写真等を展
示。様々な作家や作品、懐かしいワンシーンを思い出しながら、楽しん
でいただければと思います。

−2020年度の美術館展覧会予定−
※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。

●Next story 〜新たな時代へ〜〈2階企画展示室〉

５月16日㈯〜７月５日㈰

●あさご芸術の森美術館20年の歩み展〈1階アトリエ室〉

５月16日㈯〜７月５日㈰

●錯覚美術館〈1階アトリエ室及び2階企画展示室〉

７月11日㈯〜８月30日㈰

●第9回あさごアートコンペティション優秀作品展〈2階企画展示室〉

９月19日㈯〜11月１日㈰

●コレクション展〈1階アトリエ室〉

９月19日㈯〜10月４日㈰

●第16回全国こども絵画選抜展2020〈2階企画展示室〉

11月７日㈯〜11月29日㈰

●アート2021干支展「丑」
〈2階企画展示室〉

12月５日㈯〜１月11日月

●〜朝来からの風〜 朝展 優秀作品展〈2階企画展示室〉

１月23日㈯〜３月７日㈰
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DEVELOPMENT

2019あさご芸術の森の歩み

¡1月6日〜14日 「2019干支絵手紙コンクール作品展」
を開催
¡1月17日〜22日 「第14回全国こども絵画選抜展巡回展」
を開催／アートホール神戸
¡1月26日〜3月10日 「朝展2019優秀作品展」
を開催
¡2月2日〜3月10日 「山内コレクション展」
を開催
¡3月17日〜5月6日 「五十嵐健太写真展〜飛び猫・フクとマリモ・ねこ禅〜」
を開催

3月／五十嵐健太ギャラリートーク

会期中、
ギャラリートークも実施
¡3月17日〜5月6日 「野外彫刻の軌跡展」
を開催

¡4月26日 バルビゾン村から朝来市に派遣された2人の学生を美術館で受入れ、芸術文化体験を実施
¡5月18日〜7月7日 「人とアートの無限の繋がり1＋1＋1…展」
を開催
¡5月18日〜7月7日 「淀井敏夫展〜伝え、紡いだもの〜」
を開催
¡6月2日 「ダム湖マラソン出張ワークショップ」
を実施／CoCoDe前
¡6月29日 友の会清掃ボランティアを実施
¡7月13日〜9月1日 「はしもとみお木彫り展〜森で見つけたどうぶつたち〜」
を開催
会期中にどうぶつスケッチとどうぶつ木彫りブローチワークショップを実施
¡7月13日 ASAGO芸術音楽祭田中良和美術館コンサートを開催

8月／アートDE遊ぼう

¡7月20日〜9月1日 「森の中から物語をつくる」
を開催
会期中にアーティスト滞在制作やアーティストトーク、
アートツアーも実施
¡7月20日 「ワークショップ・灯り作りに挑戦」
を実施
¡8月2日〜3日 「夏のチャイルドアートキャンプ1」
を実施
¡8月2日〜4日 「アートDE遊ぼう」
を開催
¡8月3日〜4日 「織っTE遊ぼう」
を実施
¡8月11日 「ワークショップ・木っ端で好きに作っちゃえ!」
を実施

10月／風と光のページェント

¡8月17日 「ワークショップ・革細工に挑戦」
を実施
¡8月24日〜25日 「夏のチャイルドアートキャンプ2」
を実施
¡9月14日〜10月27日 「第8回あさごアートコンペティション優秀マケット展」
を開催
¡9月20日〜10月14日 「芸術の森大賞展の軌跡展」
を開催
¡9月23日 「くっつきプロジェクト」
を神戸で実施
¡9月28日〜29日 「秋のチャイルドアートキャンプ」
を実施
¡10月20日 「風と光のページェント ハロウィンな夜」
を実施（19日は中止）
¡11月2日〜12月1日 「第15回全国こども絵画選抜展2019」
を開催
¡11月2日〜12月1日 「栃原敏子展〜花無心〜」
を開催

11月／あさご芸術の森アートマーケット

¡11月10日〜11日 「但馬まるごと感動市」
に参加、
ワークショップを実施／全但バス但馬ドーム
¡11月17日 「あさご芸術の森アートマーケット」
を開催
¡12月7日〜1月13日 「アート2020干支展＜子＞」
を開催
¡12月15日 「兵庫稲美少年少女合唱団クリスマスコンサート」
を開催
¡12月15日 「友の会ワークショップ オリジナルグッズを作ろう!」
を実施
¡12月10日〜22日 「第15回全国こども絵画選抜展巡回展」
を開催／加古川市民ギャラリー

令和2年 4月 1日
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2020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、美術館への支援活動を通じて、芸術文化向上の一助になることと、美術愛好者相互の
交流・親睦を深めることを目的に組織されています。
友の会では2020年度の会員募集しています。
多くのみな様のご入会をお待ちしています。
■活動内容
・美術館見学、芸術鑑賞などの館外研修 ・ミュージアムコンサートなどのイベントの実施 ・会報の発行
・美術館の事業への協力、
支援活動 ・講演会、
講習会、研修会の開催など
■特典
・会員本人は常設展、
企画展ともに観覧無料です。
ただし、入館料が500円を超える特別展は年2回まで無料です。
・会員の同伴者は、
団体料金で観覧できます。 ・美術館の事業や友の会行事に関する情報をお届けします。
・
「美術館だより・友の会だより」
を定期的
（年3回）
にお送りします。
■年会費
¡普通会員
（15歳以上）
… 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。

〈入会申し込み方法〉
・入会申込書に所定事項を記入し、
直接美術館へ現金を添えて申し込むか、現金書留で郵送してください。
・申込書とは別に会費を振り込む場合は下記会費振込先口座へお振り込みください。
・入会手続きが終了しますと会員証をお渡しします。
（会費納入の領収証に代えます）
この会員証は、発行日から2021年3月31日まで有効です。
〈会費振込先〉
【郵便局（払込書でお振り込みください）
】 あさご芸術の森美術館友の会 00980-0-278848
【但陽信用金庫 朝来支店】 あさご芸術の森美術館友の会 普通 003 5038321
【但馬銀行 新井支店】 あさご芸術の森美術館友の会 普通 322 1536811

朝来・バルビゾン交流写真展を開催
朝来市とフランスのバルビゾン村との交流10年を記念して2月3日
（月）から28日
（金）
まで、市役所本庁舎1階ロビーで朝来・バルビゾン交
流写真展を開催しました。
朝来市では
「私のふるさと朝来」
をテーマに写真作品を公募。
バルビゾ
ンでも
「バルビゾン」
の写真を公募し、
それぞれ審査で選ばれた優秀作品
15点ずつ、計30点を展示しました。市役所を訪れた人に、
それぞれのま
ちの美しい風景や人々の生活の様子など、様々な写真をご覧いただきま
した。

朝来大賞「霧の黒川湖」前平 照雄

■入賞入選者
（朝来分のみ）
大
入

賞
選

前平
星見
岡本
桑田

準大賞
照雄
（豊岡市）
入 選
敏明
（丹波市）
晃一
（福知山市）
孝史
（朝来市）

※
北本 重安
（豊岡市）
馬場 英雄
（香美町）
西村 弥生
（朝来市）

篠原 諒太（朝来市）
西森 秀喜（朝来市）
加藤 誠司（姫路市）
広田 良治（宝塚市）
細見 政樹（朝来市）
※
西村 良平（朝来市）

※は2作品入選

バルビゾン大賞「昔の光」スィルヴァン・ピノ
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トピックス
美術館
クリスマスコンサート
毎年恒例となったクリスマスコン
サートを12月15日（日）にアトリエ室
で開催。兵庫稲美少年少女合唱団の
みなさんが、約80人の来館者が聴き
入る中「歓喜の歌」や「クリスマスメド
レー」
のほか、
ナミビアやチェコなどの
歌を原語で披露し、美しく澄んだ歌声
で魅了しました。
この日、美術館を訪
れた人々には素敵なクリスマスプレ
ゼントになりました。

干支絵手紙コンクール開催
テーマは
「子・鼠」
干支絵手紙コンクールは2020年の
干支「子（ね）
・鼠（ねずみ）」をテーマ
に、思い思いの素材で夢や年頭の決
意を表現した力作がそろいました。
今回は遠くは岩手、栃木など12府
県、4歳から93歳まで幅広い年齢の
121人から187点の作品が寄せられ

角本 勝（相生市）
森本正美（朝来市）
河津知佳（丹波市）
高野 楓（栃木県足利市）

ました 。作 品 は 墨 書 、版 画 、コラー
ジュ、水彩、色鉛筆、PC処理など多彩

土永喜代美（京都府福知山市）
山形正人（神戸市）

な表現方法で、筆書き、劇画調、イラ
スト・コミック風 など内 容もバラエ
ティーに富んでおり、元気で楽しい作

拓植里恵（名古屋市）
上山賀久（姫路市）
野崎武司（朝来市

品が多く見られました。
1月5日（日）には審査会を開催し4
人の審査員により入賞・入選作品を

上垣弘子（養父市）
魚﨑金志郎（豊岡市）
藤澤康子（香美町）

選びました。審査結果は下記のとおり
です。美術館では全作品を展示したほ
か、巡回展として生野マインホールで

井上晴雄（豊岡市）
谷口真緒（朝来市）
田辺憲子（大阪府東大阪市）
大谷真凛（神戸市）

入賞入選作品を展示しました。

創立30周年を迎えた兵庫稲美少年
少女合唱団は、毎年夏に生野マイン
ホールでもコンサートを行っており、
多くの人に心に残る歌を届けていま
す。
こちらのコンサートにもぜひ足を
運んでみてださい。
また、
この日、美術館友の会では会
員12人が美術館の窓ふきや野外彫
刻庭園の作品の汚れ落としなどの清
掃ボランティアを行ったほかオリジナ
ル缶バッジの制作にも取り組みまし
た。

令和 2年 4月1日

グランプリ・おおばたかしさんの作品

田中ますみ（大阪府高槻市）
古屋知花（朝来市）
古屋美空（朝来市）
安部良知（朝来市）
中島吹捺（朝来市）
加藤 藍（岩手県盛岡市）
浅倉 伸（岩手県盛岡市）
藤村より子（神河町）

友の会会員交流美術展を
開催

厳正な審査の結果、選ばれた入賞・
入選者は以下のとおりです。
■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…おおばたかし
（豊岡市）

2月22日（土）から3月8日（日）まで
友の会交流美術展を開催し、友の会

◎優秀賞…村尾凪悠（朝来市）
片山保幸（洲本市）
◎奨励賞…片岡重和（大阪府高槻市）
関 隆則（京都市）

会員21人から出品された立体や絵画
などの作品49点を美術館アトリエ室
に展示し、多くの方が鑑賞に訪れまし
た。

古屋璃子（朝来市）
◎ユーモア賞…垰 文子（広島県東広島市）
◎がんばったで賞…拓植雅一（名古屋市）
◎ほのぼの賞…山崎さくら
（富山県氷見市）
◎あじわい賞…上地芳江（朝来市）
◎上地賞…西岡節子（神戸市）
◎椿野賞…白瀧かすみ（香美町）
◎南光賞…今枝房子（西宮市）
◎入選…田村由美（養父市）
向井喜八（鳥取県米子市）
大山聡美（神戸市）
立岩昭子（神河町）
江藤浅子（大阪府高槻市）

ASAGOARTVILLAGE

令和2年 4月 1日

〜朝来からの風〜
朝展2020開催
今回の朝展には7府県169人から、絵
画35点、立体・工芸17点、書・画39点、写
真81点で合計172点の作品が寄せられ
ました。
1月20日に審査を行い、4名の審査員に
よる厳正な審査により入賞・入選104点
が選ばれ、優秀作品展を1月25日から3月
8日まで開催しました。
入選・入賞者は以下のとおりです。
（敬
称略）
●絵画部門
大 賞…村上孝志（京都府福知山市）
準大賞…瀬田佳代子（京都府福知山市）
奨励賞…中居富美子（加西市）
朝来市議会賞…杉本幹夫（滋賀県湖南市）
朝来市教育委員会賞…志田久子（京都府福知山市）
朝来市文化協会賞…上田晴彦（豊岡市）
友の会賞…上野都（三木市）
入 選…山居茂樹（豊岡市）
衣川義和（京都府福知山市）
西村ちはる
（京都府福知山市）
水野洋子（姫路市）
杉本洋二（滋賀県湖南市）
齋藤妙子（豊岡市）
田中敬二（島根県大田市）
竹村一博（豊岡市）
磯部悦子（埼玉県飯能市）
大畑晃二（京都府福知山市）
友田史江（豊岡市）
島田勝（豊岡市）
島田千晴（豊岡市）
野崎武司（朝来市）

写真部門大賞「ウイスキー工場裏門」

●立体・工芸部門
大 賞…毛利 克（養父市）
準大賞…夛田麻里（神戸市）
奨励賞…坪田隆男（姫路市）
朝来市議会賞…井上武士（姫路市）
朝来市教育委員会賞…荒山浩文（丹波篠山市）
朝来市文化協会賞…平石 忠（京都府福知山市）
友の会賞…宇都宮 舞（朝来市）

入

選…南 三四郎（京都府福知山市）
中村清次郎（朝来市）
谷上満夫（神戸市）
中尾健二（養父市）
山根亮二（朝来市）
西岡良和（岡山県岡山市）
花城正明（京都府福知山市）

立体・工芸部門大賞
「裸婦立像」

書・画部門大賞
「論語」

●書・画部門
大 賞…佐藤佳玉（朝来市）
準大賞…広川紫峰（豊岡市）
奨励賞…藤原嘉昭（朝来市）
朝来市議会賞…谷口蘇光（京都府福知山市）
朝来市教育委員会賞…藤原由衣（養父市）
朝来市文化協会賞…岸本文枝（香美町）
友の会賞…北尾江峰（朝来市）
入 選…藤本勝代（朝来市）
西田亜実（養父市）
松本希月
（朝来市）
田上寛子（朝来市）
水垣歌奈子（養父市）
奥山真穂（養父市）
中和璃美（養父市）
池田まゆみ（養父市）
三方一美（養父市）
上垣弘子（養父市）
上垣妙子（養父市）
島 陽子（尼崎市）
古川功兒（香美町）
上地隆晃（香美町）
中村規子（香美町）
森垣洋子（香美町）
●写真部門
大 賞…中井勝之（朝来市）
準大賞…吉田亜佐子（西宮市）
奨励賞…古林京子（豊岡市）
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朝来市議会賞…白木文枝（京都府福知山市）
朝来市教育委員会賞…大内節子（京都府福知山市）
朝来市文化協会賞…馬場和正（三田市）
友の会賞…堀島信之（京都府福知山市）
入 選…桑田孝史（朝来市）
荒倉慶一（京都府福知山市）
柳田邦夫（朝来市）
前平照雄（豊岡市）
伊藤章 （朝来市）
藤木澄男（豊岡市）
山本泰蔵（新温泉町）
山本一郎（養父市）
竹内美知子（豊岡市）
入江良一（豊岡市）
古川五夫（豊岡市）
福岡恭子（豊岡市）
谷口夋一（豊岡市）
由良 学（京都府福知山市）
浅野三雄（京都府京丹波町）
志舩 智（豊岡市）
二位岡野（豊岡市）
八木義明（三木市）
竹内待雄（神河町）
藤原俊郎（神河町）
宇都宮 遼（朝来市）
田中信政（福崎町）
武中三喜（京都府福知山市）
荻野 裕（丹波市）
大地洋次郎（京都府福知山市）
出口有香（姫路市）
野崎弘喜（養父市）
黒坂清乃（豊岡市）
和田国広（京都府福知山市）
穐田茂樹（京都府福知山市）
梅原成元（京都府綾部市）
梅原昌江（京都府綾部市）
足立 章（丹波市）
中尾幸郎（養父市）
加藤輝昭（京都府福知山市）
芦田千賀子（京都府綾部市）
岡本律子（京都府福知山市）
森垣雅則（豊岡市）
竹下重一（養父市）

絵画部門大賞「夢想」

ASAGOARTVILLAGE
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スケジュール 2020.4 → 2020.7
ASAGOARTVILLAGE
月

日

曜

7

容

井上浩輝写真展〜北の大地のマージナルな二人〜

開催中
5

内

小さなフォトグラファー展

16

土

11

土

未定

Next story〜新たな時代へ〜
あさご芸術の森美術館20年の歩み展
錯覚美術館
アートＤＥ遊ぼう

対
一

象
般

期間・時間など
5月6日まで

掲載ページ
2

一

般

5月6日まで

2

一

般

7月5日まで

3

一

般

7月5日まで

3

一

般

8月30日まで

一

般

あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況
★磨野郁子
¡Art exhibition of Australia and Japan
会期…2020年3月24日
（火）
〜4月5日
（日）
会場…ギャラリー翔（京都府京都市左京区下鴨南芝町42-1）
¡第2回タニマチpurple Line
会期…2020年4月4日
（土）
〜4月11日
（土）
会場…igu-m-art（大阪市北区西天満4丁目5−25北老松ビル1F）
★大森梨紗子
¡森の展示室2020
会期…2020年4月11日
（土）
・12日
（日）
（4月11日は山の暮らしと制作についてのトークをします。）
会場…わち山野草の森（京都府船井郡京丹波町坂原シヨガキ5）
https：//www.morinotenjishitsu.com/
¡個展
会期…2020年5月1日
（金）
〜19日
（日）
会場…ギャラリーカフェ日々
（京都府綾部市西町2丁目82）

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.lg.jp
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