−淀井敏夫記念館−

美術館だより
友の会だより

2020/7
第64号

牛尾啓三「オウシゾウケイ−大地からのおくりもの−」
（1997年）／石／H300×W240×D150㎝
朝来 2001 野外彫刻展 in 多々良木ʼ96（第3回）大賞作品

「オウシゾウケイ」
シリーズは「空間のメヴィウス」
シリーズの発展したものとして増殖させて来ました。
トボロジーの数理造形に少し

具象的イメージを重ねて、
さらに展開を試みました。
「大地からのおくりもの」
とは生命を持つものや空気や水まで含まれると思いま
すが、
それは樹木で象徴してみてはいかがか、石が木になる化石（ばけいし）
であろうか。
（制作意図から引用）
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開催中の
企画展

〜新たな時代へ〜
〈会期〉8月30日㈰まで 〈会場〉
2階企画展示室
「あさご芸術の森美術館」が1999年に開館してから20年が経過しました。
その20周年記念企画の締めくくりとして、
これまで
の企画展示者や公募展入賞者、
造形教室の講師等、
あさご芸術の森美術館に縁があり、
国内外のアートシーンでの活躍が期待
される、
県内在住または朝来市出身の若手・中堅作家の作品を一堂に紹介する
「Next story〜新たな時代へ〜」
を企画しました。
今回の展示では、
グループ展ではなく、作家の個性や表現方法がより来場者に伝わるようにと、小さな個展が会場内に点在
するイメージで企画を進めました。
「あさご芸術の森美術館」
を舞台に、様々なジャンルの作家作品が溶け合い、調和し、高め合
い、時にはぶつかり合いながら、一つの空間を創造する
「アートの化学反応」
をお楽しみください。彼らがこれからの「あさご芸
術の森」
の担い手の一人となることを願いつつ、
この企画での出会いが、更なる飛躍のきっかけになる事を期待します。
また会期中には、作家本人によるワークショップのほか、
ミュージアムショップで作品の販売も行います。
この夏、
お気に入り
の作品を見つけるとともに、
新たなアートの出会いを楽しんでください。

平面 → 大森梨紗子／コウノ真理／酒井ひさお／椿野 彩／書道家 華汀
立体 → 北川太郎／クボタケシ／高田 治／夛田麻里／田中喜典／森下いづみ
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Next story 〜新たな時代へ〜 出品作家によるワークショップ
※予約受付（先着順）
は開催日の前日まで。 ※参加費の他、別途入館料が必要です。

北川太郎「大きな紙に描こう 絵本の世界」

「わたしのワンピース」
を読み聞かせし、大きな紙に自由に絵を描きます。その後それを使って服
のように着て遊びます。当日は汚れても大丈夫な服装で参加願います。講師として京都文教短
期大学幼児教育学科 千古利恵子教授と真下知子准教授も参加。

◎日時…7月25日㈯ 13時30分〜15時頃まで ◎参加費…500円

◎定員…15人 ※要予約 ◎対象…小学生まで
（未就学児は保護者同伴）

クボタケシ「彫刻のカケラから彫刻をつくってみよう！」
あさご芸術の森に設置している作品「Gardien de la forêt 」のカケラと展覧会に展示してい
る作品のカケラを切ったり削ったり磨いたり組み合わせたりして作品をつくります。色を塗って
も、他の素材をくっつけてもOK！ 楽しく彫刻をしよう！ クボタケシ氏をアシスタントにしても
OK!! 持参するもの…鉛筆、消しゴム、石と組み合わせたいものなど…とお弁当

◎日時…7月26日㈰ 10時30分〜15時30分（お昼休憩あり）

◎参加費…2,000円 ◎定員…10人 ※要予約 ◎対象…不問

大森梨紗子「小さな木陰」

和紙はがきに葉っぱスタンプを重ね、涼しそうなオリジナルの手紙を作ります。
また、
はがきをち
ぎってブローチを作る事もできます。

◎日時…8月1日㈯ 13時30分〜16時（当日の最終受付15時）
※所要時間約60分

◎参加費…（1回）
500円 ◎定員…随時参加可能 ◎対象…不問

森下いづみ「レザークラフト刻印体験！」

本牛革に自分の好きな刻印を使ってオリジナルのネームキーホルダーを作ります。会場展示作
品の中からひとつ選んで、
フキダシに名前や好きな模様を刻印する事もできます。

◎日時…8月22日㈯

午前の部 10時〜12時／午後の部 13時〜15時（当日の各受付は終了30分前）

◎参加費…500円〜1,000円 ◎定員…随時参加可能 ◎対象…不問

書道家 華汀「オリジナルTシャツ・ハンカチを作ろう」
Tシャツ・ハンカチ等に自由に文字を書いていきます。文字に思いを込め、オリジナル作品を作っ
てみよう。乾いた後は洗濯も可能です。
持ち物…汚れても大丈夫な服装又はエプロンを持参願います。
Ｔシャツ又はハンカチは、各自ご
用意ください。防水素材は不可。

◎日時…8月23日㈰ 午前の部 10時30分〜11時30分／午後の部 13時30分〜14時30分
◎参加費…1,000円 ◎定員…各回 要予約15人 ◎対象…不問
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アートＤＥ遊ぼう！
自由に絵画と立体造形に取り組みます。素材の加工方法や道具の使い方などは、作家が親切、丁寧に指導します。様々な表現方法を学
び、創造力を高めます。
●日 時…８月８日
（土）
〜９日
（日）※申し込み期限は８月６日
（木）
まで
午前の部：９時〜１０時２０分／１０時４０分〜１２時／午後の部：13時〜14時２０分／14時４０分〜16時
●会 場…多々良木フォレストリゾートCoCoDe研修棟
●参加費…１，
０００円（１作品につき）
●定 員…各回１０人 ※要予約・先着順
●講 師…木工指導：坂本收氏（木工作家）
造形指導：コウノ真理氏（平面作家）、田中喜典氏（陶芸家）、夛田麻里氏（ガラス工芸作家）、椿野彩氏（平面作家）

絵画教室参加者募集中！
絵画教室は、油絵や水彩画など、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でも参加できます。道具の選び方につ
いても指導していただけます。
●日 時…毎月１回 第２日曜日
９時３０分〜１１時３０分
※第1回は９月１３日
（日）
に実施します。
●定 員…１５人（中学生以上）
●会 場…あさご芸術の森美術館
●受講料…３００円（別途、美術館入館料５００円が必要です。
友の会会員は不要）
●講 師…南光和玄氏（画家）、椿野浩二氏（平面造形作家）

陶芸教室参加者募集中！
自分が作りたい陶芸作品を自分のペースで作ってみませんか？
器やオブジェなど自由製作に取り組みます。
ご都合の良い日時だけ
でもご参加ください。初めての方は、最初に制作の基礎を講師が丁
寧に教えますので、安心して参加していただけます。
●日 時…第1回：９月２７日
（日）９時３０分〜１２時３０分
第2回：９月２７日
（日）１３時３０分〜１6時３０分
●会 場…ギャラリー四季彩
●定 員…各回８人まで
（中学生以上）
●受講料…参加料 １回につき３００円
教室の開始前までに美術館窓口でお支払いください。
●粘土代…１㎏につき８００円（釉薬、焼成、道具使用料など含む）
●講 師…小原典穂氏（陶芸家）
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第16 回

全国こども絵画選抜展2020
★★作品募集★★

朝来市では、全国の小・中学生を対象にした公募展「全国こども絵画選抜展」
を実施しています。子どもたちが、住んでいるま
ちや、
自然環境、身近にある草木花などを題材に、絵画を制作することにより、ふるさとや美しい自然に対して心を寄せ、大切な
ものは何かを感じ取っていただくことを趣旨とします。
さらに、朝来市は近代洋画の先駆者である白瀧幾之助、和田三造、青山熊治の三巨匠や、文化勲章を受章した彫刻家・淀井
敏夫ら美術界で活躍した多くの逸材を輩出しています。
こうした歴史的な背景を踏まえ、21世紀の芸術文化を担う子どもたち
の美術表現の芽生えを育んでいくことを期待します。
なお、優秀な作品は
「あさご芸術の森美術館」
に収蔵し、次代へのメッセージとして広く紹介していきます。全国の子どもたち
の出品をお待ちしています。
※詳細はホームページをご覧ください。

募集締切

9月29日㈫【必着】

テーマ 「花と緑」
「ふるさと」

第15回全国こども絵画選抜展 2019
花と緑の大賞「私の夏」
久保田來音（土岐市立泉中学校・岐阜県）

第15回全国こども絵画選抜展 2019
ふるさと大賞「サンマを食べる」
金澤佑亮（アトリエコーモト・兵庫県）

*******************************************************************************************************************************************************************

優秀作品展

と き… 2020年11月7日㈯〜11月29日㈰
ところ… あさご芸術の森美術館

*******************************************************************************************************************************************************************

巡回展

加古川市民ギャラリー／2020年12月頃（予定）
ア ート ホ ー ル 神 戸／2021年1月14日㈭〜1月19日㈫

*******************************************************************************************************************************************************************
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第8回 あさごアートコンペティション
2019作品設置
第8回あさごアートコンペティショ
ンの応募作品44点の中から大賞に選
ばれた、大西治・雅子作の「USAGI
sunshade ‒SAKURA」があさご芸術
の森にある
「宮ノ下公園」に設置され
ました。
マケット
（模型）審査で選ばれた作
品を、実物大で制作。その大きさは高
さ3.5m、横幅8m、奥行き2.5mと大迫
力の
「USAGI」
となっています。
芸術の森にお越しの際は「USAGI」
といっしょに写真を撮ったりして、
その
大きさを体感してみてください。

制作意図…この作品は野を駆けるウサギの形状を持ちます。そして、
アルミの表面にサクラ模様をサンドブラスト技法で装飾したり、
日本の心と季
節をイメージさせています。
また、変化する影や裏側の形状から、その時々の鑑賞者とともに物語を生むことも可能です。風景に溶け込み、訪れる
人々がふと笑顔になる造形物であってほしいと願っています。
至和田山

大賞作品設置場所略図

円 山
川

道の駅あさご

大植
病院

至多々良木ダム
ギャラリー
四季彩

312
多々良木公民館
多々良木

大賞作品設置場所

あさご
芸術の森
美術館

多々良木
フォレストリゾート
CoCoDe

多々良木ダム

至姫路

第9回 あさごアートコンペティション
（A.A.C.）2020の開催中止について
第9回あさごアートコンペティション（A.A.C.）2020につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、今年
度中の作品募集及び実施は困難と判断し、中止することといたしました。作品の応募を予定されていた方には大変ご迷惑
をおかけいたしますが、
ご了承願います。
なお、来年度については、同内容で開催できるように準備・検討を進めております
ので、
公募展の再開が決まった際には、作品のご応募をお待ちしています。

令和2年 7月10日

小さなフォトグラファー展

ASAGO ART VILLAGE

を鑑賞したり、芸術の森の散策を楽し
んでいただける環境づくりも、友の会

上浩輝の世界をもっと多くの人に伝え
たく思い、井上氏と相談して展覧会の

の美術館支援活動の一つです。

動画をウェブ上で公開することにしま
した。朝来市ケーブルテレビの協力に
より、動画を制作し、友の会フェイス

3月14日〜5月6日の会期で開催し
ていた「小さなフォトグラファー展」
は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、美術館を臨時休館し
たことにより、4月9日をもって閉会と
なりましたが、朝来市ケーブルテレビ
の 協 力 により、
「 小さなフォトグラ
ファー展」の動画を制作。友の会フェ
イスブックにアップしました。
また、作品展を見ることを楽しみに
していたこどもたちに改めて鑑賞の機
会を作ろうということで、美術館が再
開した6月1日から21日まで、企画展
示室で再展示しました。
この展覧会は、全国の多くのこども
たちが写真にとても興味を持っている
ことを知る機会にもなりました。

7

ブックで公開しています。

朝来・バルビゾン交流写真コンテスト
巡回展を開催

井上浩輝写真展
〜北の大地のマージナルなふたり〜
世界的にも髙い評価を受けている
ネイチャーフォトグラファーの井上浩
輝氏による、
「井上浩輝写真展〜北の
大地のマージナルなふたり〜」
は、3月
14日〜5月6日の会期で予定していま
したが、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止の観点から、初日のギャラ
リートークや翌日の写真教室を、止む
無く中止。

美術館友の会の
清掃ボランティア

兵庫県朝来市とフランスのセーヌ・
エ・マルヌ県バルビゾン村は、友好10
周年を記念し、互いのまちへの理解を
深め、その魅力を広く発信することを
目的とし
「朝来・バルビゾン交流写真
コンテスト」
を行い、2月に朝来市役所
で作品展を開催しました。
その巡回展
を、6月1日〜21日の間、美術館企画
展示室で開催。お互いに伝えたい、
自
分たちのまちの魅力が詰まった、作品
30点を展示しました。

友の会総会議題を
書面決議にて採決

あさご芸術の森美術館友の会は、
年に3回、美術館内外の清掃ボラン
ティア活動を行っています。
3月28日には、会員16人が、
テング

ただ、初日には井上浩輝氏本人が
在館し、来場者に作品の説明を行う場

今年度の「あさご芸術の森友の会
総会」
は、役員会で協議し、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止の観点か

ス病に罹ったサクラの枝の除去や、館
内の窓ふきなどの作業を、
また7月11
日には、19人の会員が、美術館周辺

面もありました。
その後、美術館を4月
10日から臨時休館したことで、展覧会
も早期終了となりました。

ら、書面決議とすることとなりました。
大変急で変則的な事ではありまし
たが、皆様のご協力により、無事採決

の草刈り、テラスや噴水の汚れ落と
し、垂れ下がった枝の伐採作業などに
汗を流しました。

そのため、
この写真展を楽しみにし
ていた方々から
「残念だ」
という声や
「もう一度展覧会を」
とのご要望をたく

することができ、全ての議案が承認さ
れました。
ご協力ありがとうございまし
た。来年は通常通りの総会ができるこ

来場者の皆さんが、気持ちよく作品

さんお聞きし、
また美術館としても井

とを心から願っています。

ASAGO ART VILLAGE
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Next story 〜新たな時代へ〜
大きな紙に描こう 絵本の世界（北川太郎ワークショップ）
彫刻のカケラから彫刻をつくってみよう！
（クボタケシワークショップ）
小さな木陰
（大森梨紗子ワークショップ）
アートDE遊ぼう!
レザークラフト刻印体験!
（森下いづみワークショップ）
オリジナルＴシャツ・ハンカチを作ろう（書道家 華汀ワークショップ）
織作峰子展（仮称）
第16回 全国こども絵画選抜展2020
西山まい美展（仮称）
アート2021 干支展

対 象
一 般

期間・時間など
8月30日まで

掲載ページ
2

受講生

3

受講生

3

受講生

3
8月9日まで

受講生

4

受講生

3

受講生

3

一

般

一

般

11月29日まで

一

般

11月29日まで

一

般

1月11日まで
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あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況
★2020 椿野浩二作品展
会期…7月22日
（水）
〜26日
（日）
ギャラリー四季彩にて、
「2020 椿野浩二作品展」
を開催。
ゲストとして、佐々木博氏（絵画・岡山）
と小山光廣氏（書・朝来）
の作品もあわせて展
示します。

あさご芸術の森美術館友の会が「但馬文化賞」を受賞
あさご芸術の森美術館友の会が、但馬地域の芸術文化の向上発展に貢献した個人や団体の努力と功績を称える
「但馬文化賞」
を受賞しまし

た。
これは但馬芸術文化会議が平成10年度に創設したもので、今回で22回目となります。7月4日には、豊岡市内で表彰式がありました。
美術館友の会は、あさご芸術の森美術館の開館に先立って、平成11年5月25日に結

成されました。会員相互の交流・親睦を深めることのみならず、美術館の元気な活動を
支援することを目的とし、
まずは同美術館のPR活動からスタート。以後、美術館清掃ボ

ランティア、会員による美術展の開催、
フランス・バルビゾン村とのアーティストインレジ
デンス
（滞在型芸術交流活動）、震災復興支援作品展の開催など、多くの活動を行ってき
ました。
表彰式の席上で、水田文夫会長は
「会員一人ひとりの芸術活動や支援活動のかたち
がこのように評価された」
と喜びのことばを述べました。
この受賞を励みとして、なお一
層、元気な但馬づくりにつながるような芸術文化活動に取り組んでいきたいですね。

江原
八鹿

八鹿氷ノ山IC
29

大屋

312

養父
和田山

9

和田山IC
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

新井
朝来IC
福崎IC

山陽自動車道
姫路東IC
姫路
姫路バイパス

京都縦貫
自動車道
綾部JCT
福知山

9
北近畿
豊岡道
山東IC
春日IC

播但連絡道

山崎IC

出石 但東

三木JCT
垂水JCT
第二神明

京都

綾部
福知山IC
三田

中国自動車道
吉川JCT

大山崎IC

日高神鍋
高原IC
関宮

舞鶴若狭
自動車道

村岡
美方

神戸
JCT
神戸
阪神高速

吹田JCT

大阪

