−淀井敏夫記念館−

美術館だより
友の会だより

2021/4
第66号

石原秀雄
「暗室の王」
（1997年）
花崗岩／Ｈ200×Ｗ240×Ｄ240 ㎝
朝来 2001野外彫刻展 in 多々良木ʼ97（第 4回）大賞作品

作品の題名「暗室の王」
は、
ベンガル
（東インド）
の詩人ロビンドラナタゴールの戯曲で、暗室から一歩も出ようとしない王様の話
“The King of The Dark” から取りました。暗室のなかに光の十字架が出現するという、
ちょっとレリジアス
（宗教的）
な造形を試み

てみました。
（制作意図から引用）
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開催中の
企画展

令和 3年 4月1日

〜不思議・びっくり〜

〈会期〉
5月5日水まで好評開催中 〈会場〉2階企画展示室
実際の大きさとは異なって見えたり、見つめると模様が動いて見えたり、見る距離を変えると違った絵が浮かび上がったり、
同心円が渦巻きに見えたり…。錯覚の効果を利用した様々な作品を展示しています。
3月13日の開館以来、
お子様連れのご家族やお友達同士など多くの方々が来場。
「形が違って見えてびっくり」
「心が騒ぐ体
験をした」
など、
たくさんの反響をいただいています。
本展は5月5日まで好評開催中です。ぜひ「あさご錯覚の森美術館」
で不思議体験をお楽しみください。

小さなフォトグラファー展 2021
〈会期〉
5月5日水まで好評開催中 〈会場〉1階企画展示室
全国の小学生から高校生までを対象に写真作品を募集したところ、北は北海道、南は鹿児島県まで30都道府県から245人、
410点の作品が寄せられました。昨年の190点を大幅に上回る応募点数に、関心の深さやニーズの多さを感じました。
審査は朝来市出身で写真家・映像作家の藤原次郎氏にお願いしました。本展では、審査で選ばれた作品59点を展示してい
ます。
若者たちならではの感性で切り取られた力作の数々を、ぜひご覧ください。

●審 査 講 評●
今回はほぼ日本全国から400点以上の応募作品があり驚きとともに感謝。
また作品も多種多様で若人の自由な感性に触れることができ幸い
です。勿論、力作が多く驚きました。特に長引くコロナ渦で祭りやイベントが軒並み中止になる中、被写体を見つけるのには苦労されたことと思
います。
逆に日常を見つめなおすことにもなり、
ほのぼのとした作品もありました。
まず大賞「白く輝く」
は、単なる動物写真ではなく鷺の傍らに浮く小さな
「羽」
が効いていると感じました。是非はともかく写真は圧倒的被写体、
超絶技術で人を唸らせるものがありますが、
この
「羽」
があることで静けさの中で鷺の心境が、何か響くものを感じました。
まるで日本画ですね。
準大賞「田園故郷」
は、
ひたすら伸びる一直線の道路を正面から正攻法で撮っているのが印象に残りました。それのみならず道路標示「通学路」
が、
えっ毎日こんなに遠くの方まで通ってるんだ、
雨の日、
風の日も。そういうドラマ・ストーリーまで感じ取れる
「情景」
だと思いました。
もう一つの準大賞「アリとアブラムシ」は、一見美しい花の写真に見える。
しかしよく見ると蟻がさらに小さい虫に何かをしている。多分食べは
しないものの蜜か何かを搾取しているのかと。
ここで見る人は驚くわけですね。実際に審査中、そのことを女性スタッフさんに言うと
「キャッ」
と悲
鳴。
自然には食物連鎖など毎日熾烈な生存競争があるということに気がつくわけですね。
まさに現在のこの状況、いかに
「命」
を守ることが大切か
をも再確認させてくれたと僕は思いました。
今回はいろいろ自由闊達な作品を見ることができ僕も大いに勉強になりました。ありがとうございました。【藤原次郎】
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●コンテストの結果（敬称略）

▶大賞「白く輝く」
福田賢志（東京都世田谷区）
〈大賞コメント〉
僕は野鳥のかわいさや面白さを撮るのが好きで、
たくさ
ん写真を撮っています。中でも今回出品した作品は、光の
具合や鳥の表情など上手く撮れて、自分で気にっている作
品なので、今回賞をいただけてうれしかったです。
これから
は、自己満足だけでなく人が感動できる写真をたくさん撮
れるように努力していきたいと思います。

これからの
企画展

▶準大賞
佐々木結衣（東京都日野市）
河井佑太（新潟県新潟市）
▶入 選
合田悠莉（石川県金沢市）
久保田彩斗（千葉県柏市）
井元莉穂（愛知県知立市）
東 真優（愛知県知立市）
服部咲希（西宮市）
飯坂華奈（大阪府富田林市）
嶋﨑 萌（大阪府富田林市）
尾埜智佳子（大阪府富田林市）
阪田小紅（大阪府富田林市）
谷 結人（大阪府富田林市）
宇美房通（佐賀県佐賀市）
米澤葉琉（北海道江別市）
芳賀翔大（北海道富良野市）
牧原芽衣（愛知県蒲郡市）
川村春花（愛知県蒲郡市）
鈴木加奈（愛知県蒲郡市）
小澤 絢（愛知県刈谷市）

彫刻歴50年の軌跡

▶入 選
木村臣之介（栃木県真岡市）
細野詩依奈（愛知県岡崎市）
水野谷樹里（東京都杉並区）
丸地勇輔（茨城県笠間市）
中村真梧（新潟県長岡市）
鈴木祥弥（北海道豊富町）
澤木敦司（岐阜県可児市）
西島一樹（北海道利尻富士町）
廉 明徳（奈良県平群町）
永石綾弥（滋賀県大津市）
竹中貫太（千葉県佐倉市）
吉田優衣（岐阜県岐阜市）
千葉裕斗（埼玉県川越市）
鈴木優冴（福島県白河市）
鈴木直幸（神奈川県横浜市）
鈴木大智（神奈川県横浜市）
柴田郁佳（神奈川県横浜市）
佐藤孝一（神奈川県横浜市）
川﨑柊吾（神奈川県横浜市）
伊藤羽奏（神奈川県横浜市）
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▶入 選
花方彩月（神奈川県横浜市）
大坪桜乃（香川県三豊市）
二村麻緒（愛知県名古屋市）
中野芽維（京都府京都市）
谷口 萌（京都府京都市）
藤本美亜（京都府京都市）
柿沼希実（京都府京都市）
高田嵐音（三重県桑名市）
平垣内一人（京都府京都市）
山田基之亮（朝来市）
西畑音果（福井県坂井市）
酒井道崇（神奈川県相模原市）
亀井理史（佐賀県唐津市）
坂崎遼太郎（東京都東村山市）
中島叶暖（朝来市）
北垣 蓮（朝来市）
畠 寿々音（豊岡市）
河原佐和子（豊岡市）
羽戸天晴（豊岡市）

牛尾啓三展

〜オウシゾウケイ永遠への讃歌〜

〈会期〉
5月15日㈯〜7月4日㈰ 〈会場〉あさご芸術の森美術館
牛尾啓三は、
あさご芸術の森の南谷彫刻公園に設置している石彫作品「オウシゾウケイ〜大地からのおくりもの〜」
の作者で
す。主に永遠のイメージをもつ「メビウスの輪」
を多岐にわたり展開しています。
それらの作品は、国内のみならず海外でも高い
評価を受け、様々な国や地域に設置される一方、美術分野からの評価だけでなく、数学者の講演や論文でも度々取り上げられ
てきました。
また、
あさご芸術の森美術館とのかかわりにおいては、創成期から美術館運営委員として美術館運営に対するアドバイスや、
アートキャンプ講師、公募展の審査員を務めてきました。
あわせて、海外作家を招へいした企画展のプロデュースや、
あさご芸
術の森美術館で作品を発表した国内彫刻家を海外の彫刻展へ紹介し、
彼らが活動の場を広げる道筋を作ってきました。
今回の展覧会では、彫刻歴50年の牛尾啓三がこれまで歩んできた足跡を振り返ります。
そして、
これからの新たなステージ
を予感していただけるよい機会となることでしょう。
※
「オウシゾウケイ」
とは、牛尾啓三のメビウス造形の総称です。
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DEVELOPMENT

2020 あさご芸術の森の歩み
¡1月5日 「2020干支絵手紙コンクール」審査会
¡1月6日〜13日 「2020干支絵手紙コンクール」
を開催

¡1月9日〜14日 「第15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20日 「〜朝来からの風〜朝展2020」審査会

7月／北川太郎ＷＳ
大きな紙に描こう 絵本の世界

¡1月25日〜3月8日 「〜朝来からの風〜朝展2020優秀作品展」
を開催

¡2月1日〜16日 「こころのアート展」
を開催／22日〜3月8日
「あさご芸術の森美術館友の会会員交流美術展」
を開催
¡3月14日〜4月9日 「井上浩輝写真展〜北の大地のマージナルなふたり〜」
「小さなフォトグラファー展2020」
を開催
¡3月28日 「あさご芸術の森美術館友の会清掃ボランティア」
を実施
¡4月10日〜5月31日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館
¡6月1日〜21日 「朝来・バルビゾン交流写真展」
「小さなフォトグラファー展2020」
を開催（再展示）
¡6月1日〜7月5日 「あさご芸術の森美術館20年の歩み展」
を開催

9月／和田山高校生
「総合的な探求時間」の一環で来館

¡7月4日 あさご芸術の森美術館友の会「但馬文化賞」受賞
¡7月11日 「あさご芸術の森美術館友の会清掃ボランティア」
を実施
¡7月11日〜8月30日 「Next story〜新たな時代へ〜」
「あさご芸術の森美術館コレクション展」
を開催
¡7月25日 「北川太郎ワークショップ

大きな紙に描こう 絵本の世界」
を実施

¡7月26日 「クボタケシワークショップ

彫刻のカケラから彫刻をつくってみよう」
を実施

¡8月1日 「大森梨紗子ワークショップ

小さな木陰」
を実施

¡8月2日 「絵画フォローアップ講座」
を実施

10月／中川小学校の１・２年生がＷＳ

¡8月22日 「森下いづみワークショップ レザークラフト刻印体験！」
「陶芸フォローアップ講座」
を実施

「木っ端でガーラント」
に挑戦

¡8月23日 「書道家華汀 ワークショップ オリジナルTシャツ・ハンカチを作ろう」
を実施
¡9月3日 和田山高校3年次統合的な探求の時間であさご芸術の森のフィールドワークを実施
¡9月17日 和田山高校出前講義
¡9月10日〜22日 芸術祭「豊岡アートシーズン2020」
にA.A.C.マケット作品出展
¡9月12日〜10月25日 「〜Fusion〜織作峰子展」
を開催
¡10月4日 織作峰子氏来館
¡10月8日 「第16回全国こども絵画選抜展」審査会
¡10月9日 中川小学校の１・２年生がＷＳ「木っ端でガーラント」
に参加
¡10月15日〜20日 「
（一財）兵庫県学校厚生会但馬支部美術展」
を開催
¡10月29日 「トライやるウィーク」
で朝来中学校生徒5人が活動

11月／西山まい美展ＷＳ 織って遊ぼう

¡11月7日〜29日 「第16回全国こども絵画選抜展2020」
「西山まい美展『染めたり、織ったり、遊んだり〜』」
を開催
¡11月14日、
23日 「ワークショップ織って遊ぼう
（織り体験教室）」
を実施
¡12月5日〜1月11日 「アート2021干支展『丑』」
を開催
¡12月5日〜24日 「アートホール神戸写真公募展〜こどもの世界〜」
を開催
¡12月6日 「あさご芸術の森美術館友の会清掃ボランティア」
を実施
¡12月18日〜27日 「第16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）

ASAGOARTVILLAGE

令和3年 4月 1日

トピックス

5
●書・画部門
大 賞…中和璃美（養父市）
準大賞…上垣弘子（養父市）
奨励賞…広川紫峰（豊岡市）

「〜朝来からの風〜
朝展2021」
開催
「〜朝来からの風〜朝展2021」を
開催しました。今回は絵画、立体、
・工
芸、書・画、写真の4部門に9府県179
人から、それぞれ絵画48点、立体・工
芸29点、書・画23点、写真84点の合
計184点の作品が寄せられました。
1月18日に審査会を開催し、4人の
審査員による厳正な審査により入賞・
入選101点が選ばれました。1月23日
から3月7日まで、
あさご芸術の森美術
館で入賞・入選作品を展示し、多くの
来場者を楽しませていました。
審査結果は以下のとおりです。
（敬
称略）
●絵画部門
大 賞…野崎武司
（朝来市）
準大賞…椿野聖梨
（朝来市）
奨励賞…上田晴彦
（豊岡市）
朝来市議会賞…水野洋子（姫路市）
朝来市教育委員会賞…大田真里奈（明石市）
朝来市文化協会賞…杉本洋二（滋賀県湖南市）
友の会賞…前中一太地
（西宮市）

西村ちはる
（京都府福知山市）
毛利 克（養父市）
四宮 龍（香川県高松市）
久保佐栄子（神戸市）
竹村一博（豊岡市）
杉本伊三郎（滋賀県湖南市）
米田三枝（姫路市）
齊藤妙子（豊岡市）
前田彩光（洲本市）
小松利香子（姫路市）
伊澤 健（朝来市）
田中敬二（島根県大田市）
山居茂樹（豊岡市）
植村秀喜（豊岡市）
●立体・工芸部門
大 賞…吉田タカヨ
（沖縄県西原町）
準大賞…平石 忠（京都府福知山市）
奨励賞…西岡良和（岡山県岡山市）
朝来市議会賞…佐藤久美子（朝来市）
朝来市教育委員会賞…神谷 勝（豊岡市）
朝来市文化協会賞…中尾健二（養父市）
友の会賞…中村清次郎（朝来市）
入 選…山根亮二（朝来市）
毛利 克（養父市）
大田垣真乃（朝来市）
宇都宮舞（朝来市）

選…藤原嘉昭（朝来市）
武田真歩（養父市）
神吉夏実（養父市）
藤本勝代（朝来市）
池田まゆみ（養父市）
三方一美（養父市）

書・画部門大賞「宣示表

臨」

●写真部門
大 賞…宇都宮

澤田伸也（神戸市）

髙階敏昌（養父市）
朝来市議会賞…村上よしみ（西脇市）
朝来市教育委員会賞…荒倉慶一（京都府福知山市）
朝来市文化協会賞…細見政樹（朝来市）
友の会賞…堀島信之（京都府福知山市）
入 選…古川忠正（京都府福知山市）

遼（朝来市）

準大賞…芦田千賀子（京都府綾部市）
奨励賞…山本一郎（養父市）

古林邦夫（豊岡市）
古林京子（豊岡市）
白木勇治（京都府福知山市）

選…瀬崎研治
（豊岡市）
國米政孝
（岡山県岡山市）
村上孝志
（京都府福知山市）
島田 勝
（豊岡市）
島田千晴
（豊岡市）

入

宮城歩夢（滋賀県東近江市）
佐藤詩子（三木市）
荒山浩文（丹波篠山市）
南三四郎（京都府福知山市）

絵画部門大賞「雪の朝」

入

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…松山鈴音（養父市）
朝来市文化協会賞…谷口たつよ
（京都府福知山市）
友の会賞…髙階美月
（養父市）

入江良一（豊岡市）
前平照雄（豊岡市）
横田市郎（京都府福知山市）
立体・工芸部門大賞「Substitute Blue」

伊藤章 （朝来市）
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中尾滋男
（豊岡市）
森口正基
（たつの市）
藤原俊郎
（神崎郡神河町）
中島 威
（豊岡市）
桑田孝史
（朝来市）
大内昌男
（京都府福知山市）
大内節子
（京都府福知山市）
田中照晃
（豊岡市）
馬場英雄
（美方郡香美町）
古川五夫
（豊岡市）
馬場和正
（三田市）
朝倉征夫
（朝来市）
森垣雅則
（豊岡市）
浅野三雄
（京都府京丹波町）

島県など13府県、5才〜94才の幅広
い年代と地域の方々207人から、301
点の応募がありました。作品は墨書、
版画、
コラージュ、水彩、色鉛筆、CGな
ど多彩な方法で、思い思いの「うし・
丑・牛」
を表現し、見ているだけで楽し
く、元気をたくさんもらえるような作品
が多く見られました。
1月6日（水）には審査会を開催し4
人の審査員により入賞・入選作品48
点を選びました。

学
（京都府福知山市）

美術館では7日〜11日まで全作品
を展示。その後、巡回展として生野マ
インホールでも入賞作品を展示しま
した。

大地洋次郎
（京都府福知山市）
梅原成元
（京都府綾部市）

■干支絵手紙コンクール入賞・入選者
（敬称略・順不同）

田中利明
（丹波市）
西森秀喜
（朝来市）
荻野 裕
（丹波市）
竹下重一
（養父市）
武中三喜
（京都府福知山市）
三浦秀樹
（朝来市）
森治孝雄
（京都府福知山市）
藤原和實
（養父市）
西村良子
（養父市）
下田新二郎
（丹波市）
中尾幸郎
（養父市）
中井勝之
（朝来市）
穐田茂樹
（京都府福知山市）

◎グランプリ…垰 文子（広島県東広島市）
◎優秀賞…上垣弘子（養父市）
石田 元（大阪府大阪市）
◎奨励賞…今枝房子（西宮市）
浅倉 伸（岩手県盛岡市）
宮地政弘（奈良県斑鳩町）
◎ユーモア賞…関 隆則（京都府京都市）
◎がんばったで賞…五十嵐冴宇（養父市）
◎ほのぼの賞…西本至道（朝来市）
◎あじわい賞…吉成武子（神奈川県横浜市）
◎審査員特別賞…上地芳江（朝来市）
片岡重和（大阪府高槻市）
平田尚志（神戸市）
田辺憲子（大阪府東大阪市）
◎入選…友成小弓（神戸市）
岡本栄子（大阪府高槻市）

由良

森本正美（朝来市）

写真部門大賞「鼓動」

干支絵手紙コンクール開催
テーマは
「丑」
干支絵手紙コンクールは2021年の
干支「丑」
をテーマに、
さまざまな素材
で描かれた新年を迎えるにふさわし
い力作がそろいました。
遠くは岩手県や栃木県、高知県、広

柘植雅一（愛知県名古屋市）
杉谷孝博（京都府宮津市）
藤澤康子（美方郡香美町）
藏之下眞由美（高砂市）
土永喜代美（京都府福知山市）
大山聡美（神戸市）
向井喜八（鳥取県米子市）
村尾奎依（朝来市）
立岩昭子（神崎郡神河町）
西岡節子（神戸市）
池田まゆみ（養父市）
水永 凪（大阪府吹田市）
水野小百合（高知県黒潮町）
中島奈代美（朝来市）

令和 3年 4月1日
野崎武司（朝来市）
笹谷美葵（朝来市）
橋本 新（朝来市）
吉本結衣（朝来市）
安達日詩（朝来市）
筒井紫千花（朝来市）
内藤駿平（朝来市）
中村優汰（朝来市）
長谷川カツヨ
（姫路市）
山形正人（神戸市）
田中ますみ（大阪府高槻市）
西尾正子（鳥取県智頭町）
小谷律江（京都府福知山市）
河津知佳（丹波市）
河津柊吾（丹波市）
谷口真緒（朝来市）
谷口真衣（朝来市）

グランプリ・垰 文子さんの作品

全国こども絵画選抜展
2020巡回展を開催！
毎年多くの人が訪れる、全国こども
絵画選抜展の巡回展を開催しました。
12月17日〜12月27日まで
「加古川
市民ギャラリー」、1月14日〜19日ま
で「アートホール神戸」
でそれぞれ展
示し、来場者は全国のこどもたちが描
いた作品を見て、癒されたり、技術の
高さに驚いたりしていました。

令和3年 4月 1日

アトリエ室が
淀井敏夫常設室へ
このほど、企画展示室として利用し
ていたアトリエ室を、淀井敏夫作品の
常設展示室に変更しました。大きな淀
井作品も展示でき、
より充実した展示
内容となりました。
また、野外庭園へ
つながる動線もでき、淀井作品の世界
観をより感じていただけるようになり
ました。

ASAGOARTVILLAGE
アングルや場所を変えながら動画や
静止画が手際よく撮影されました。
TOYOTA GAZOO Racingというブ
ランドのVOXY GR SPORTという車種
の、
インスタグラム用の撮影です。
この
ほか、生野銀山や神子畑選鉱場跡な
どでも行われたそうです。
どんなふうに仕上がったのか、
とて
も楽しみです。近日中に公開とのこと
ですので、皆さんもインスタグラムを
ぜひチェックしてみてください。
（アカ
ウント名は＠toyota̲gazoo̲racing）
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チャイルド・デイ・キャンプで
古代人に挑戦
3月2 8日に小 学 生を対 象 にした
チャイルド・デイ・キャンプを開催しま
した。例年通りなら宿泊型のイベント
ですが、
コロナ禍の影響を勘案し、1日
だけの開催となりました。
今回は朝来市埋蔵文化財センター
の協力で
「古代人」に挑戦しました。
自
分で模様をデザインし貫頭衣を作っ
たあとは、テラコッタの埴輪作りに挑
戦。締めくくりは、自分たちでアルミホ
イルを巻いて準備したサツマイモを
焚き火に投入。貫頭衣を着て、ホクホ
クに焼けたサツマイモをおいしくいた
だきました。気分は古代のお祭りか
な？

友の会会員による
「会員交流美術展」
を開催
2月20日（土）から3月7日（日）
まで
友の会会員交流美術展を開催し、友
の会会員20人から62点が出品されま
した。絵画・写真・立体・アクセサリー
等、様々なジャンルの作品が集まった
ほか、新たな出展者も増え、
ますます
盛り上がりを見せています。

友の会清掃ボランティア
3月27日
（土）、美術館で友の会によ
る清掃ボランティアが実施されまし
た。朝からの作業に14人の会員が集
まり、屋外では噴水の洗浄や彫刻作
品「ココロ・コロ・コロ」周辺の雑木の
撤去、館内では窓ふきなどの作業に
取り組みました。
今年の桜は、昨年、友の会で実施し
たテングス病の防除効果もあり、
きれ
いに咲き誇っていました。

あさご芸術の森美術館
周辺がロケ地に！
3月11日の朝、美術館周辺で、車の
ロケ撮影が行われました。
撮影スタッフは10人ほどで、午前7
時過ぎから撮影が開始されました。朝
の光の当たり方が刻々と変化していく
なか、ロックフィルダムを背景にして

多々良木の谷に
新たな公園がお目見え！
多々良木地区で「まちなみ環境事
業」を活用して取り組んできた3か年
の整備計画が令和3年3月で終了しま
した。
これにより多々良木交差点から
あさご芸術の森美術館の間に、多くの
公園（ポケットパーク）が整備された
ほか、道路美装化なども行われ、芸術
の森空間の魅力がまたアップしまし
た。新たに植樹された木が育ち、公園
の景色が四季折々にどのように変化
するのか楽しみです。

ASAGOARTVILLAGE
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令和 3年 4月1日

スケジュール 2021.4 → 2021.7
ASAGOARTVILLAGE
月

日

曜

7

容

〜不思議・びっくり〜あさご錯覚の森美術館展

開催中
5

内

15

土

17

土

31

土

小さなフォトグラファー展2021
彫刻歴５０年の軌跡 牛尾啓三展〜オウシゾウケイ永遠への讃歌〜
妖怪インスパイア展（仮称）
アートＤＥ遊ぼう（予定）

対
一

象
般

期間・時間など
5月5日まで

掲載ページ
2

一

般

5月5日まで

2〜3

一

般

7月4日まで

3

一

般

9月5日まで

一

般

8月1日まで

−2021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。

●彫刻歴50年の軌跡 牛尾啓三展〜オウシゾウケイ 永遠への讃歌〜〈美術館玄関前・美術館エントランス・１階２階企画展示室〉 ５月15日㈯〜７月４日㈰
●妖怪インスパイア展
（仮称）
〈２階企画展示室〉

７月17日㈯〜９月５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18日㈯〜10月31日㈰

●高田治展
（仮称）
〈1階企画展示室〉

９月18日㈯〜10月10日㈰

●第17回全国こども絵画選抜展2021〈2階企画展示室〉

11月６日㈯〜11月28日㈰

●アート2022 干支展
「寅」
〈2階企画展示室〉

12月４日㈯〜１月10日%

●〜朝来からの風〜朝展2022〈2階企画展示室〉

１月22日㈯〜３月６日㈰

●あさご芸術の森美術館友の会会員交流美術展〈1階企画展示室〉

（予定）２月19日㈯〜３月６日㈰

あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況
★井上 信行
¡展覧会 井上信行 写真展
「桜だより」 会期…2021年3月18日
（木）
〜3月24日
（水） ／ 会場…県立但馬文教府ギャラリー
¡展覧会 井上信行 写真展
「田んぼ」 会期…2021年4月10日
（土）
〜5月9日
（日） ／ 会場…木の殿堂
★宇都宮 遼
¡〜朝来からの風〜朝展2021 写真部門 大賞受賞
¡あさごフォトコンテスト2020 データ部門 最優秀賞受賞
¡展覧会 宇都宮遼 写真展 会期…2021年4月1日
（木）
〜4月30日
（金） ／ 会場…生野まちづくり工房井筒屋 蔵ギャラリー
会期…2021年5月1日
（土）
〜5月9日
（日） ／ 会場…口銀谷銀山町ミュージアムセンター
★宇都宮 舞
¡〜朝来からの風〜朝展2021 立体工芸部門 入選
¡展覧会 宇都宮 舞 作品展 会期…2021年4月1日
（木）
〜5月9日
（日） ／ 会場…口銀谷銀山町ミュージアムセンター
★磨野 郁子
¡展覧会 モノノコエヲキク 素材と表現展 会期…2021年2月9日
（火）
〜14日
（日） ／ 会場…ラッズギャラリー
¡Art exhibition of Australia and Japan Again 2021 会期…2021年3月2日
（火）
〜7日
（日） ／ 会場…ギャラリー翔
¡故 保地謹哉先生と私
（磨野郁子） 会期…2021年3月23日
（火）
〜28日
（日） ／ 会場…アートギャラリー博宝堂

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

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

