−淀井敏夫記念館−

美術館だより
友の会だより

2021/7
第67号

曽我孝司『重力質「The Sea of the Ear-Rings」』
（1997年）／ステンレス材／Ｈ318×Ｗ300×Ｄ346㎝
朝来 2001 野外彫刻展 in 多々良木ʼ97（第 4回）準大賞作品

水平のリングは、
やじろべえの原理によって風にまかせてゆっくり動きます。
それは不思議なことに“重さ”を全く感じさせないので

す。
（公募展の）
テーマ
「対話＝人：自然」
の関係が、
どちらか一方（自然あるいは人）
が支え続けるような関係ではなくて、
この二つの
赤いリングのように、
お互いを尊重しながら交歓し合うような関係であってほしいと願っています。
（制作意図から引用）
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開催中の
企画展

令和3年 7月17日

水木しげるの妖怪と
インスパイア展

地の
日本各 集結!!
妖怪が

〈会期〉8月29日㈰まで 〈会場〉
2階企画展示室
古来より
「妖怪」は様々なシーンで人と接点を持ち、時には人を
助け、時には災いを起こしたと伝承されています。
日本のみならず、
世界中が新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、普段の生活が
一変しました。
そんな中、
インターネットやテレビで紹介され、
プロ
アマ関係なく
「それぞれの表現方法」
で思い思いに描かれた妖怪
「アマビエ」
の姿が、人々を勇気づけました。
まさに、
コロナ禍におい
て、
「妖怪」が「人々」
を勇気づけたという、未来に伝わる新しい伝承
が今始まったのだと思います。
本展は「妖怪」
をテーマにし、水木しげる氏の描いた
「妖怪」
を訪
ねて全国を行脚するようにご覧いただけるほか、家の中にいる妖
怪にも出会える企画となっています。
また、９人の作家たちが「伝
※
「妖怪」
も展
承」や「書物」などから、
インスパイア されて創作した
示します。
「妖怪たちが日本を元気にする」
そんな思いから生まれたこの企
画展を存分に楽しんでいただければ幸いです。
※インスパイア…ひらめきや刺激を与える

インスパイア作品出品作家

●おおのあやか ●おまつ・Ｔ ●神野 翼 ●川東丈純（一柳亭 珍元斎）●木子幸恵 ●佐々木 博
●たかいよしかず ●高田雄平 ●椿野浩二

妖怪トークセッション「妖怪たちへの眼差し」
７月２５日㈰ 13：３０〜15：00

一柳亭 珍元斎（作家・噺家）／小泉 凡（小泉八雲ひ孫・小泉八雲記念館館長）
たかい よしかず（絵本作家）
■料

金…無料（別途入館料が必要です。
） ※混雑時には、入場制限をかけることがございます。

あさご芸術の森

妖怪講談の夜「 快・会・怪 」

8月２8日㈯ 18：0０〜

一柳亭 珍元斎
一柳亭 燦だ凛／一柳亭 幼雪坊／一柳亭 淡爺
謎の講談師

謎のお噺子隊
■料

金…一般１００円／大学生以下無料

■要電話予約（7月17日㈯〜）

■定

員…３０人

令和3年 7月17日

これからの
展覧会情報
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PRESENTED BY

〈会期〉8月7日㈯〜8月22日㈰まで 〈会場〉
1階展示室
〈開催にあたって〉
画業50周年です。第1回の発表は、但陽信用金庫新井支店2階で開催しました。19歳でした。2021年現在、個展回数は全国
で84回、
グループ展は250回以上の回数を重ね、
その間実に多くのみなさんにお世話になりました。
今年、
「アートプロジェクト 椿」
を立ち上げました。
地域、
美術館、
若手のみなさんの力に少しでもなれればとの想いからです。
とし宇
今回は第1回目の企画展です。
テーマを「‒黙・想‒」
都宮遼氏（写真、生野）、藤本イサム氏（立体、和田山）にお願
いし、
私を入れてすべて朝来市在住の3人展とします。
宇都宮氏は、
自然の中に身をおき、
自分を見つめるように、
動物、
自然と対峙している、いい目を持った楽しみな人材、最
近では朝展大賞、
WWFダイアリーフォトコンテスト優秀賞など
受賞が続いている。藤本イサム氏は、大ベテランの立体作家
で自分の世界を良く知っている。国内外で多くの受賞歴を持
ち、現在も力強い生き方をしている。今回はガラス越しの展示
をお願いした。
美術館としては、
初めての試みとなります。
私椿野は、黙・想のテーマに今一度向かい合い、新しい自
分の発見の場にしたいと思っています。
アートプロジェクト 椿 代表 椿野浩二

二
椿野 浩

遼
宇都宮

サム
イ
本
藤

［アートプロジェクト 椿 によせて］
「黙」の言葉からは
「だまって、静かにたたずむ」
といったイメージが連想されるのではないでしょうか。
「黙」
は椿野浩二作品の代表的な
テーマで、主に土を素材にした、丸い物体が
「石」のように静かに座しています。
しかし反面、土の亀裂や、溶岩のような赤が無数に刻まれ、
その物体の内部からは、生きる大地を彷彿とし、鼓動さえも感じさせます。
時に椿野が描く
「黙」
は形を変え、様々なマテリアルと交わり、その傍らに生命を誕生させ、そして爆発しながら、
「静」
から
「動」へと表情を
変えます。それはまるで、作者の「想」
を
「黙」
が代弁するかのように様々なイメージや表情、形へと生まれ変わります。
が始動しました。その第１弾をあさご芸術の森
今回の企画展ではその「想」
を携え、椿野浩二プロデュースによる
「アートプロジェクト 椿」
１人は彫刻家「藤本イサム」そしてもう一人は写真家「宇都宮
美術館で開催することになりました。今回は朝来市の作家2名が参加します。
遼」
です。違ったジャンルの作家のそれぞれの「想」
が集まり、表現することで、新たなアートの可能性が発見できることを期待しています。
（あさご芸術の森美術館）
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り
り
づくり い出づく だちづく
品
作
友
思

★待ちに待った夏休み、
あさご芸術の森で楽しくアートな１日を過ごしませんか？★
自然豊かな芸術の森で様々なイベントを行う
「あさご芸術の森サマーアートフェスティバル２０21」
を開催します。
友だちと一緒に絵を描いたり、
工作しながら造形力を高めます。子どもから大人まで
「見る・作る・遊ぶ」
が満喫できる充実した内容です。

★期間…7月17日㊏〜8月29日㊐ 開催日時は以下を
★会場…あさご芸術の森周辺、ほか
ご覧ください。

水彩画を学ぼう
水彩画を学ぼう！
！
水彩絵の具でハガキ作品作り
水彩絵の具でハガキ作品作り
水彩画の筆使いをはじめ、色の使い方等の基礎的な部分を学びます。
また、葉っぱ等の
素材を使ってアクセントのある作品も作れます。
さあ水彩画を楽しもう。
※ご自分の絵の具やパレット等を持参していただいても大丈夫です。
●日 時…7月18日
（日）午前10時〜12時
●会 場…ギャラリー四季彩
●費 用…500円
●講 師…松尾衣子（水彩画家）
、椿野浩二（平面造形作家）
●定 員…20人（7月12日
（月）
〜受付開始・先着順）
●対 象…小学生以上（ただし小学1〜3年生は保護者同伴）

こども夏休みアート教室
こども夏休みアート教室
絵やポスター等の制作や、自然木を使った造形にも挑戦します。会場で夏休みの宿題
の絵を描くこともできます。ぜひ素敵な作品を仕上げてください。
※絵の具やパレット等をご持参ください。
●日 時…7月24日
（土）午前10時〜12時
●会 場…ギャラリー四季彩
●費 用…300円
●講 師…南光和玄（画家）
、あさご芸術の森美術館学芸員
●定 員…10人（7月12日
（月）
〜受付開始・先着順）
●対 象…小学6年生まで

アートＤ
アートＤＥ遊ぼう
Ｅ遊ぼう！
！

組合せは自由
組合せは自由！
！
オリジナルアクセサリー作り
オリジナルアクセサリー作り

自由に絵画や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、講師
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。夏休みの宿題
もこれでオッケ〜！
●日 時…7月31日
（土）
〜8月1日
（日）
両日 午前9時30分〜午後4時30分まで
（最終受付午後3時30分まで）
●会 場…多々良木フォレストリゾートCoCoDe研修棟
●費 用…1,000円（1作品につき）
※会場の混み具合により、お待ちいただく場合があります。
●講 師…木工指導…坂本收（木工作家）、造形指導…コウノ真理（平面作家）
、
田中喜典（陶芸家）
、夛田麻里（ガラス工芸作家）
、椿野彩（平面作家）

様々な素材を使って、
アクセサリー作りに挑戦します。
たくさんあるパーツを自由に組
み合わせて、
自分好みの作品に仕上げます。
プレゼント用としてもいかがでしょう。
※イヤリング・イヤーカフ・ピアス・バレッタ・ヘアゴム・ヘアピン・ブローチ・キーホル
ダー・ストラップ・ポニーフック・マスクチャームが作れます。
●日 時…8月7日
（土）午前10時〜午後4時
●会 場…あさご芸術の森美術館
●費 用…700円※1作品につき
（別途入館料が必要）
●講 師…山木さとみ（アクセサリー作家）
●定 員…時間内ならいつでも参加可能
※席数に限りがありますのでお待ちいただく場合があります。

●参加申し込み・問い合わせ先●

あさご芸術の森サマーアートフェスティバル2021事務局
〠679−3423 兵庫県朝来市多々良木739番地3／TEL 079・670・4111／FAX 079・670・4113
Eメール art-village@city.asago.lg.jp
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織って遊ぼう
織って遊ぼう！
！
卓上織機を使ってマフラー作り
卓上織機を使ってマフラー作り
卓上織機を使って、手作りのマフラーを作ります。時間をかけてじっくりと仕上げます。
寒い季節にぴったりの暖かくて、
手放せなくなる一品を作ってみよう。
●日 時…8月8日
（日）
午前10時〜午後4時
●会 場…あさご芸術の森美術館
●費 用…4,000円
（別途入館料が必要）
●講 師…西山まい美
（染織作家）
●定 員…8人
（7月12日
（月）
〜受付開始・先着順）

夏のチャイルドアート
夏のチャイルドアート・
・
デイ
Ｎ
デイ・
・キャンプ
キャンプＩ
Ｉ
Ｎモンゴル
モンゴル
今年の夏は、
モンゴルへ出かけよう！日本・モンゴル民族博物館とあさご芸術の森美術
館で2日間のアートプログラムを開催。それぞれの特性を生かした楽しい内容となっ
ています。
また、豊岡市在住の小学生もいっしょに参加するので、新しい友達ができる
かも！ ※2日とも参加可能な方が対象となります。
●日 時…8月21日
（土）午前8時30分〜午後5時
●会 場…日本・モンゴル民族博物館
●内 容…午前／ゲルの中で、
馬頭琴体験
午後／モンゴルの羊の毛を使った小物作り
●日 時…8月22日
（日）午前9時30分〜午後3時
●会 場…あさご芸術の森美術館
●内 容…午前／フェイクスイーツでアクセサリー作り
（講師：今倉晃子）
午後／妖怪を作ろう！ 陶芸オブジェ作り
（講師：椿野浩二）
（7月12日
（月）
〜受付開始・先着順）
●定 員…10人 ※市内在住の小学生に限る
●参加費…3,000円
（材料費・バス代・保険料含む）
●用意する物…お弁当・お茶・タオル
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藍染に挑戦
藍染に挑戦！
！染物教室
染物教室
図柄を自由にイメージして、藍染に挑戦し
ます。藍染技法の指導を受けながら、手ぬ
ぐいの絞り染めを行います。
どんな図柄に
なるか、
仕上がりが楽しみです。
●日 時…8月28日
（土）
午前9時30分〜12時
（最終受付：午前11時30分）
●会 場…ギャラリー四季彩
●費 用…400円
●講 師…宇都宮舞（藍染作家）
●定 員…時間内ならいつでも参加可能
※席数に限りがありますので、おまちいた
だく場合があります。

アートプロジェクト
アートプロジェクト 椿
椿 企画展
企画展
―
― 黙・想
黙・想 ―
―
●会 期…8月7日
（土）
〜８月２2日
（日）
●会 場…あさご芸術の森美術館
●出品作家…宇都宮 遼、椿野 浩二、藤本 イサム

水木しげるの妖怪と
水木しげるの妖怪と
インスパイア展
インスパイア展
●会 期…７月１７日
（土）
〜８月２９日
（日）
●会 場…あさご芸術の森美術館
「妖怪」
をテーマにし、水木しげる氏の描いた
「妖怪」
を訪ねて全国を行脚するようにご
覧いただけるほか、家の中にいる妖怪にも出会える企画となっています。
また、
９人の
作家たちが、
「伝承」
や
「書物」などからインスパイアされて創作した
「妖怪」
も展示しま
す。
※インスパイア…ひらめきや刺激を与える
「インスパイア作品出品作家」
おおのあやか、おまつ・Ｔ、
神野 翼、川東丈純（一柳亭 珍元斎）、
木子幸恵、
佐々木 博、
たかいよしかず、高田雄平、椿野浩二

妖怪トークセッション
妖怪トークセッション
「妖怪たちへの眼差し」
「妖怪たちへの眼差し」
●日 時…７月２５日
（日）
午後１時３０分〜
●会 場…あさご芸術の森美術館
●料 金…無料（別途入館料が必要です）
●出 演…一柳亭 珍元斎（作家・噺家）
小泉 凡（小泉八雲のひ孫・小泉八雲記念館館長）
たかい よしかず
（絵本作家）
※会場の混み具合により、入場制限をかけることがあります。

あさご芸術の森
あさご芸術の森
妖怪講談の夜
妖怪講談の夜「快
「快・
・会
会・
・怪」
怪」
●日 時…8月２8日㈯ 午後6時〜
●会 場 あさご芸術の森美術館
●料 金 一般１００円／大学生以下無料 ※要電話予約（7月17日㈯〜）
●定 員…３０人
●出 演…謎の講談師／一柳亭 珍元斎
謎のお囃子隊／一柳亭 燦だ凛、一柳亭 幼雪坊、一柳亭 淡爺
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ASAGO ART COMPETITION 2021

募集

第9回

【現代アート作品募集!! 】

［館内展示作品募集要項］

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。

申込締切は8月16日㈪〔必着〕です。
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。
2021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。
※くわしくはあさご芸術の森美術館にお問合せいただくか、朝来市のHPをご
覧ください。

第7回大賞…9月30日
（Sの肖像）／荒木孝典

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

作品展

と き… 2021年9月18日㈯〜10月31日㈰
ところ… あさご芸術の森美術館

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

募集

第17 回

全国こども絵画選抜展2021
★★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。

募集期間

7月1日㈭〜9月28日㈫【必着】

テーマ 「花と緑」
「ふるさと」

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

作品展

と き… 2021年11月6日㈯〜11月28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／2021年12月頃（予定）
ア ート ホ ー ル 神 戸／2022年1月13日㈭〜1月18日㈫

*******************************************************************************************************************************************************************
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が噴水池で元気よく泳いでいる姿を
確認しました。
しかしここ何年も見たこ

あさご芸術の森美術館
友の会総会
令和3年度美術館友の会総会を、5

放送エリアは姫路・太子、宍粟、佐

とがない珍しい光景でした。モリアオ
ガエルにとって、
とても居心地の良い
環境だったのでしょうね。

用、上郡、播磨科学公園都市、夢前、神
河で、広範囲にあさご芸術の森を知っ
ていただく良い機会になりました。

月15日、
美術館玄関前で行いました。
4月25日から5月11日まで、新型コロ
ナウィルス感染症緊急事態宣言の発
令により、美術館を臨時休館としてい
ましたが、15日から再開。3密を避け
ながらの屋外での総会としました。令
和3年度事業計画案や予算案ほか、
すべての議題が原案通り承認されま
した。

アニメーション美術監督の
山本二三氏が来館
和田山高校生が
芸術の森でフィールドワーク

総会終了後に引き続き、
「牛尾啓三
展」
のオープニングとして、牛尾氏によ
るトーク会が行われました。会員や居
合わせた来館者などが、作品解説や
制作背景などを聞きながら1972年の
第1号作品から2021年の最新作に至

5月27日、和田山高校3年生13人
が、
「 統合的な探求の時間」の一環と
して、あさご芸術の森美術館でフィー
ルドワークを実施。
あさご芸術の森美
術館の歴史や、淀井作品について学
んだ後、2班に分かれて芸術の森の野
外作品の写真を撮影してまわりまし
た。
今後は今回のワークで学んだ事や
撮影した写真を使って、
あさご芸術の
森美術館をPRする方法を考えていき

「千と千尋の神隠し」
「天気の子」の
背景画制作や「天空の城ラピュタ」
「も
ののけ姫」の美術監督を務めるなど、
日本を代表する多くのアニメーション
制作に携わってきた山本二三氏が、6
月30日、あさご芸術の森美術館を訪
れ、展示作品を鑑賞されました。
朝来市が山本氏に依頼し、日本遺
産「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」
認定5周年記念事業として、市内の風
景を描いてもらうことになり、
この度は
その取材のため来市されたものです。
市内各所の取材の途中で美術館に
も立ち寄った山本氏は、ロックフィル

る館内外の50作品や資料などをじっ
くりと鑑賞していました。

ます。高校生目線の宣材が出来上が
るのが楽しみです。

ダムと彫刻が織りなす風景の迫力や
造形美に触れながら展示作品の数々
を丁寧に鑑賞。淀井作品については
「生物学的に均整がとれた作品です
ね」
と感想を述べられました。
市内の風景が山本二三ワールドで

姫路ケーブルテレビが
牛尾啓三展を取材
姫路ケーブルテレビが、
「 はりまの
チカラ」
という30分の番組で牛尾啓三
氏を紹介するため、5月17日、美術館
で牛尾氏の取材、収録を行い、6月1日
から1か月に亘って番組をリピート放
送しました。

どのように描かれるのか、
とても楽し
みですね。

芸術の森の自然シリーズ
モリアオガエルが産卵

彫刻歴50年の牛尾氏の人物や作
品にスポットを当てながら、その素顔
にせまるという内容ですが、併せてあ

6月18日、美術館の噴水周辺の壁
や水路でメレンゲ状の卵塊を3つ確

さご芸術の森美術館や展覧会のPRも
していただきました。

認しました。その後も次々と増えてい
き…。無事に孵化したオタマジャクシ
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水木しげるの妖怪とインスパイア展
あさご芸術の森サマーアートフェスティバル2021
アートプロジェクト椿企画展 −黙・想−
第9回 あさごアートコンペティション2021
高田治彫刻展 “36歳のおさむ”
第17回 全国こども絵画選抜展2021
初田隆展（仮称）
アート2022 干支展（寅）
アートホール神戸写真展「こどもの世界」
〜朝来からの風〜 朝展2022
友の会会員交流美術展

対 象
一 般

期間・時間など
8月29日まで

掲載ページ
2

受講生

8月29日まで

4〜5

一

般

8月22日まで

3

一

般

10月31日まで

6

一

般

10月10日まで

一

般

11月28日まで

一

般

11月28日まで

一

般

1月10日まで

一

般

12月20日まで

一

般

3月6日まで

一

般

3月6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
★松本知佳
出身地である朝来市生野町口銀谷の街並みを作品として描き発信しています。
「あつまらーと グループ展」 会期…5月9日〜23日／会場…アトリエSubaru（泉大津市）
「松本知佳絵画展」 会期…7月22日〜8月9日／会場…ヒメハナ公園ウツギの館
「maru arts」 会期…8月25日〜29日／会場…原田の森ギャラリー東館1・2階（神戸市）
「Giselle」グループ展

会期…10月15日〜17日／会場…ギャラリードゥドゥ
（名古屋市）

★大森梨紗子
「未来空間イズム展」 会期…9月17日〜28日／会場…宝塚市アート・センター
「大森梨紗子・松田朋子

二人展」 会期…10月2日〜24日／会場…Concept shop RANA＋Fuku（豊岡市）

★椿野浩二
「椿野浩二作品展／ゲスト：小山光廣・佐々木博・藤岡清美」 会期…8月6日〜9日／会場…ギャラリー四季彩
「アートプロジェクト椿−黙・想−／作家：宇都宮遼・椿野浩二・藤本イサム」 会期…8月7日〜22日／会場…あさご芸術の森美術館
★篆刻のお寺 深高寺 清瀬一光
来所の方に機会が生じれば、
アート作品を呈する。
個展作品数多く作って多くの人たちに見ていただく機会を作る。作品を呈する活動を昨年正月より。一寸声をかけて下さい。
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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
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