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舘野 弘  絵画展 ̶雨と空と雲と未来̶
平成28年10月1日土～11月20日日

しもだて美術館

視 点 21視 点 21

　2016年10月1日から40日間にわたり地元

しもだて美術館に於いて企画個展を開催させ

ていただきました。一陽会の故山谷鍈一先生よ

り出品しないかという丁寧な御手紙をいただ

いたのがきっかけとなり出品を初め早や40年、

65才という年齢にもなり丁度良い節目になっ

たように思います。一陽会の後援もいただき

1975年の初出品作から2015年の出品作など

40数点並べる事ができました。個展には遠路

はるばると大場、濵田、泉谷先生をはじめ多く

の一陽会の皆様においでいただき感謝の気持

ちでいっぱいです。

　今回企画学芸員の意向で作品は古い順番

に並べる事となりました。それは私の作品は

全ての作品が前後の作品と連鎖し一本の長編

映画を見ているような印象を受けるからだそう

です。次へのつながりなど考えず、1枚の作品に

イメージを完結させるつもりで描いているので

すが、確かに全体を見まわしてみ

ると、何かの隠喩となり描かれた、

廃棄物、布、象、人、レール、雲な

どのモチーフ達は、増殖や変身を

くり返しながら何か大きな力でど

こかに流されていくようなストー

リーを感じます。

　会場で一日中自分の作品に向

きあっていると、思いは40年前のひたむきな

思いで絵に取り組み初めた頃に戻ります。当

時高校の美術教師をしながら一年中美術室に

泊まり込んで靉光の「眼のある風景」や鶴岡政

男の「重い手」のような不条理を見つめながら

時代と向きあい続けたそんな作品にあこがれ

ながら描いていました。30才の頃、夜の校舎の

外に立っている古い並木のシルエットが孤独

な人達の群れのように感じた事がきっかけとな

り、梱包された固まりから手が伸びている「樹

化」という作品が生まれました。この作品は自

分の中のイメージと想いが一体化して出来上

がった唯一のもののような気がします。梱包さ

れた固まりはやがて心象という名の象の形とな

りレールにつり下げられ、どこかに流されて行

きます。そして象は私という人型に変わりハン

ガーにつり下げられてグリコのランニングマン

と共に流され続け、今また初まりの地点に戻っ

てきたという所でしょうか。

　これからまた新しい旅を初めるような気持ち

で、絵を描き続けていこうなどと一人思いをめ

ぐらせた個展の時間でした。

舘 野  弘
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第62回展　受賞者紹介第62回展　受賞者紹介

鈴木信太郎賞
絵画部会員　溝下 美代子

損保ジャパン日本興亜美術財団賞
絵画部会員　島田 広之

野間仁根賞
絵画部会員　中本 邦夫

勅使河原賞
絵画部会員　田中 知佳子

高岡徳太郎賞
絵画部会員　古賀 敦子

野外彫刻賞
彫刻部運営委員　小林 一夫

植木 力賞
彫刻部運営委員　神山 茂樹

　少し遠出をすると、目に入るの
は川や池の風景です。今日の川は
きれいかな？岩や水しぶきはどう
かな？あの橋の上から見た景色や
光はどうだろ。などとついつい思っ
てしまいます。
水は私の生涯のテーマだと思い

ます。水の流れ、岩にうちつけるしぶき、水面や水底に煌
めく光、透明感等、見ていて飽きないし、魅了されます。
　絵を描き始めてから22年がたちました。以前の体力や
集中力も半減して、いつまで描けるかなと思うこと度々で
す。でも、少しでも長く日本の美しい川や水辺の風景を、
臨場感あるように描いていけたらいいなとおもっています。

　正直なところ私もびっくりして
おります。受賞の喜びと裏腹に
自分にへの反省が大きくなりまし
た。まだ未消化のチャレンジだっ
たからです。これまでキューブの
地球に固執して続けましたが、も
う少しマンネリで、次の打つ手を

模索する中、苦肉の策の球を導入しました。以前から丸、
三角、四角の構成に取り組んではおりましたが、球がこ
んなに便利な物とは実際驚きました。球は画面の中で
自由に構成でき、またその意味するものが、物体であっ
たり、空間であったり、心や願いや平和、鏡的な効果もあ
ります。狭い画面をもっと広く感じさせたいという願望を
球に込めて、異次元や背面や側面上下そして重力まで
も描き込めます。光や色も自由な絵の世界は、何か新し
い物の導入で、まだまだ発展の可能性が無限にあると
信じています。伝統を重んじつつ、もっともっと新しいも
のに挑戦したいと思います。

　初出品以来、一貫として“忘れ
られた領域に光をあてる”ことを
テーマとして描いています。
　今回の作品は、2016年という

「刻（とき）」を表象している「場」
を表現するという意味で、冬枯れ
た野の片隅に、折れた小枝や蔦

に絡まれて異様な姿で立つ一本の枯木をモチーフに選び
ました。その光景に物語性を感じたことと、光をうけて輝く
枯木にこのうえない美を感じたからです。描く対象を枯木
と周辺の枯れ草にしぼりましたが、冬から春へ向かう時間
の流れをとりいれたく、遠景に春の到来を予表する緑樹ら
しきものを望ませました。また、光のもつ象徴性を表現し
たいと思い、画面を極力単純化し、色彩も制約して光と闇
を主体とする構成にしました。しかし明暗のコントラストを
単純に強調するにとどまり、微妙な光のニュアンスを描き
きれませんでした。今後は光の表現を当面の課題にして、
光と闇について解釈をさらに深めていきたいと願ってい
ます。

　描きたいものを描きたいように
描こう。
少し前から思う様になったのです
が、それからは目の前が開けて明
るくなりました。
　ボンヤリとあれこれ考えている
時間が長く、作品が出来るのは遅

いのですが、こうして視野が広がった分さらに決めていく
のに時間が掛かりそうです。体力も落ちてきていますし。
　唯　気持ちは今までになく軽やか。この次は、どんな絵
が描けるだろうか、考えています。
　今回美術評論家の勅使河原先生からご評価いただい
た事は大きな力になりました。

　　コブダイ弁慶の憂鬱
　海水温に敏感な仲間はそうそ
うに旅立った。
しかし大気も汚染、行方は分から
ない。
遅れたわれは更に上昇、宇宙をめ
ざした。

滞在13,176時間。
果たしてここは安住の空間か。
最近あるキカイの部品、破片らしきものが漂っているのを
見た。
　表に返した時のガラス絵の明澄性、マチエールの意外
性を活かし、原子核実験、大気汚染、地球温暖化…　翳
りはじめた地球の逃れ、安住の星を求め過去と未来の空
間を彷徨う姿を、魚の姿を借りて、イメージ表現できれば
と思っております。
　宇宙空間の広がり、奥深さの表現はガラス絵が適して
いると思っております。

　終わることのない難民問題を
大きなテーマに、野外展示空間で
スケール感のある作品を創ること
を、しばらく前から考えていた。最
近は他での展示に追われ、時間
をかける事ができなかったが、「漂
流の民」はほぼ1年を費やした。何

回も日本海に足を運び、海岸を彷徨いながら、人間の営み
の痕跡のある木片を拾い集めた。外国漁船の破片の一
部であるような、或いは海流に漂う無意味な漂泊物を手
にし、思考することから作品制作は始まった。アトリエの外
で燃やしながら形を整えて組み立てる。錆びて折れ曲った
釘、太いボルト、すべてが時の証である。前作では川を下っ
た自然の木々をだけ使ったが、今回は残骸だけを集めて組
み立てた。上に乗る黒御影石は卵であり、生命の源であり、
内空と化した石の塊はお、今呼吸する人間である。
　「さて、次作を」と、いつもの海岸に足を運んだのである
が、湖の流れが変わり漂流物が全く無かった。頭を抱えて
いる。

　一陽会が都美術館で開催され
ている頃、植木先生から彫刻部に
「檄」と題された文章を配布され
た事がありました。その中に他の
美術団体の都美術館における彫
刻室は「展示会場では無く倉庫で
ある」とありました。確かに作品が

所狭しと並んでいました。国立新美術館に移り10年、一
陽会の彫刻展示は個々の作品のしめる空間を意識して
の陳列になっていると思います。もし、植木先生がご覧に
なられたら今の展示空間をどの様に評価してくださるので
しょうか…。今回の作品は短時間に集中して制作した事
もあり制作過程の記憶が無く会場に陳列されてからよう
やく客観的に見る事が出来ました。マチエール等色々な
課題が見え、自分の希求している「ずっしりとした実在感」
にはまだ及ばないなと実感した次第です。年毎に気持ち
と体力が結びつかずエンジンが切れかけていた所の受賞
でしたので、後押しをされた様な気持ちです。次回作につ
なげて行ければと思っています。
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第62回展　受賞者紹介第62回展　受賞者紹介

スカラベ賞
絵画部会員　岡田 彌生

スカラベ賞
絵画部会員　林　裕子

一陽賞
絵画部会友　孫　鵬

青麦賞
絵画部　福山 歩由美

青麦賞
彫刻部　鈴木 亮翔

スカラベ賞
彫刻部運営委員　六﨑 敏光

スカラベとは………
　別名タマオシコガネ、コガネ虫科の甲虫の一種。
ファーブルの『昆虫記』で有名。この虫を意味する語
が生成の意味にも通じ、天地創造の神、また球状の
玉を転がす習性から古代エジプトでは太陽の神の
象徴として神聖視され、これを型どって護符した。護
符は貴石や陶器などで作られ、装飾品や印章として
も用いられた。ミイラの心臓の上に置かれたものは、
復活を祈願するという意味をもつ。（広辞苑、および
百科事典マイペディアより抜粋）
　美術団体一陽会を創立した際、シンボルマークと
してスカラベを冠したことは、大先輩の諸先生たち
の慧眼にほかならない。一時はこのスカラベを軽視
するかのような向きもあったが、反省と自戒を込めて
第59回展で、まさしく復活したのである。

　大分以前から、「加速する時空
のなかで」と言う題名で出品して
居ます。形而上的な空間の中に、
私自身が考える虚像と実現の対
照を、一つの画面の中で併せ輻
湊する現代社会のスピード感を、
道路に託して、描いて見ました。

　たまたま出かけた長崎で、偶然
行き合わせた軍艦島行きの船。ま
だ世界遺産の認定前、ほとんどな
んの知識もなしに乗ってみました。
　私にとっての炭坑のイメージは

「筑豊」であり、土門拳の写真の
世界でした。抜粋された数枚の写

真を見ただけでしたが、衝撃的でした。軍艦島は、それと
は違って、とても豊かな暮らしだったそうですが、それでも
今は廃墟となり、このまま朽ちていくのでしょう。
　瓦礫を描いていると、地震や津波をどうしても思いだし
てしまいます。自然の力や人の手で、繁栄や衰退や再生
や破壊が、いろんな場所で繰り返され、或いは忘れられて
いくのでしょう。でも、そこにはきっと、何百年も前と同じ陽
が射し、風が吹いているのでしょう。そして、何百年先も。
　Time goes on…
　いつの日か、そんな絵が描けたらいいなと思います。

　私が一陽会に初めて出品した
作品のタイトルは「戦い」でした。
そして今回受賞した作品のタイト
ルも「戦い」です。これは偶然のこ
とですが、自分の中で原点に立ち
返る大変意味のあることだと感じ
ています。初めて出品した年から

数年間、新しいテーマにチャレンジするも迷走したり、出品
できない苦しい年もありました。だんだんと自分のスタイル
が見えてきた今回の「戦い」で大変栄誉のある賞をいた
だけた事は、今までやってきた事への自信になりました。と
ても感謝しています。
　今作は人間と人工物の戦いを描きました。人間が便利
さを求めて自ら生み出してきた人工物が、現代社会では
人間の仕事や精神的なゆとりを奪い侵略を始めています。
機械の部品を多足生物に見立て、逆に人工物に人間が
使われてしまう世界をテーマにしました。まだまだ未熟で
すが、見る人に衝撃が走るような作品を目指して、これか
らも頑張りたいと思います。

　前回の初出品時に、想像以上
の評 価で賞を頂いたのが一 陽
展での私の第一歩でした。その
時はただただ嬉しいばかりでした
が、時間が経つにつれ、次作への
プレッシャーを感じました。“先の
事を考えると不安もあるけど嬉し

い。”そんな気持ちに私は覚えがありました。記憶を辿ると、
それは私が結婚した時の気持ちと同じだったのです。もう
随分と遠くへ過ぎていった自分の気持ちが鮮明にフラッ
シュバックしました。不安と緊張、明るい未来へ希望の第
一歩!そんな初受賞の時の私の気持ちを、今回のウェディ
ングというシーンに込めて表現しました。自分の気持ちが
作品とリンクすると制作にも力が入りますね。そんな思い
入れのある作品が素晴らしい賞を頂き大変嬉しいです。

　私の作品の今回のテーマは
「間隔」です。
　この作品は3つの異なる四角
形を組み合わせ、真中の一番大
きい四角形を少し浮かせる構図
となっており、表面を叩いて一定
のリズムで跡を残し、石の重みや

長年放置された遺跡のような存在感のある仕上がりとな
りました。私にとってこの作品は、四角形の大きさ、重なる
部分、真中の浮かせる高さなど沢山考える事の多い作品
となり、彫刻を始めてまだ浅い私にとってこれほどの課題
があると不安でした。しかし、この課題をクリアして行くに
つれ製作が楽しくなり、最後まで製作することが出来まし
た。私はこの時の達成感が一番印象に残っています。
　これからもこの感覚を忘れずに、製作に精進したいと
思っております。

　先輩の山﨑猛先生に誘われて
8回展から出品となり、いつのまに
か55年が過ぎてしまいました。こ
んなに長くつづけられるとは思わ
なかったのですが、80歳を前にし
て未だ自分を彫りあてることがで
きないでいます。振り返って見ま

すと、これまでに委員、会員、会友の物故者、退会者は90
名になりますが、その中には人生の盛んな年代にガンで
倒れた方が6名おられます。森川正之、中堀嘉雄、植木舜
一、高嶋文彦、渡会意士、小池郁男、いずれもすばらしい
仕事をされていた人たちです。もっともっと活躍が期待さ
れていただけに、突然に襲われた不幸は、ことばもありま
せんでした。思いおこすたびに残念でなりません。彫刻部
に大きな足跡をのこして逝かれた無念の方々にスカラベ
賞を贈りたい気持ちです。このたびの受賞は輝いた先人
を偲ぶ機会となりました。
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第62回展　受賞者・新会員紹介第62回展　受賞者紹介

会員賞
絵画部　安孫子 百合

会友賞・会員推挙
絵画部　尾山 隆夫

会員賞
絵画部　安藤 義孝

会友賞・会員推挙
絵画部　楠　裕子

会員賞
絵画部　柴山 桂子

会友賞
絵画部　たかはし あきこ

会員賞
彫刻部　三井 正人

会友賞
絵画部　三浦 高之

　ルオーはアンドレにこんな手紙
を書いています。「私が自分を探
して苦しみすぎたとしてもまだ自
分を見つけたとは言えない…内
部を引き裂くものは不安や高い野
心のためではない…たとえ300年
生きても私は、なお無限の歩みを

感じるであろう」
　そんなに苦しいのなら絵を描くのをやめたらどうと友達
が言います。私はどうして描きたいのだろうか？少しでも納
得のできる作品にするためには、どうしたら良いのだろう？
自分を探して絵を描いているのか？どれもこれも解らない
ままですがルオーの作品とあの額縁は大好きです。
　私は、描けば描くほど迷路に入っていきますが、それも楽
しみたいと思っています。一陽会の先生方々　仲間たち　
みんなが道標です。

「ルオー」高田博厚（筑摩書房）から

　この度の受賞の一報をうけ、喜
びとともに身の引締まる思いをい
たしております。ここ数年の作品
のテーマは、今、生きている世界
の不確かな未来を表現したいと
思い、試行錯誤しております。弛
みなく時間が流れていく暗闇の中

で、わずかに指し示す羅針盤を頼りに“一歩一歩”前へ進
んでいく様子には、今現在の自分自身の創作活動とも重
なり合っています。毎回、制作は手探りの状態であり、確
実に仕上げる自信も無いままに作業しております。今の不
安で満ちた暗闇にかすかな希望の光が現れるようなそん
な世界が描けたら良いのかなと現時点ではそう考えてお
ります。
　まだまだ技術力、表現力、画面の組立等、未熟な部分も
ありますので、これからも日々精進し、少しでも理想の世界
が描けるよう努めていきたいと思います。

　とにかく、人のやらないことをや
る。なんじゃこりゃ！と思ってもらえ
たらしめたもの。尖鋭なる未完成
を心掛け精進します。

　私は中学の授業の時以来、自
分が絵を描くとは一度も思った事
は有りませんでした。でも絵や彫
刻を見るのが好きで美術館へは
良く行っていました。
　それが年を経て、絵画教室に
通い、私にも描けるんだと云う思

いと、初めてサインを入れ額に入れ、一陽会展に出展した
時の感激、忘れられませんでした。それが水彩で100号を
描くまでになり、会友賞を頂き、さらに会員推挙を頂きあり
がとうございました。諸先生方、教室の仲間、皆様のお蔭
です。
　これからは会員としての自覚を持ち、苦しい時も有りま
すが、一生懸命描いていこうと思います。

　自分のスタイルを確立したい
…独自の表現を見つけたい…そ
んな想いを女性の身体パーツを
使って、不思議な空間に、今でも
動き出しそうな踊り出しそうなイ
メージで、作品を描きました。
　しなやかな心は、生きていると

いろんな場面に出くわしますが、柔らかいひだのような心
と、多少の知恵でなんとか乗り切りたいなという気持ちで
描きました。
　自分が未熟な事、足りない部分は充分わかっております
が、一陽会という場で長所に目を向けて頂きながら、あた
たかく育てて頂いたと思います。絵の具を混ぜるワクワク
感やおもしろい形が出来たドキドキ感を大切にしながら、軽
やかに、楽しい作品を作り続けます。

　今回、会友賞を受賞できて嬉し
く思います。
　毎日、家事と仕事に追われる中、
作品に取り組む時間との格闘の
日々です。
その日々の中、自分の納得いく作
品を描きたい、そして、一陽展を

見る為に足を運んで見てくれた方々が少しでも良い作品
を見たいと思ってもらえる作品にしたいと製作に取り組ん
でいます。
　これからもそう言う気持ちで絵を描いていけたらいい
なぁと思っています。

　私は木彫の具象作品の制作を
続けています。今回、当初散歩道
の途中の生垣にヒントを得て、くね
くね曲がった幹と葉の入り組んだ
面白さを作品にしたいと思いまし
た。作っていくうちにあまり初めか
ら形をイメージした通りの完成に

向かうのが面白くなくなり、途中からドリルであけた穴の向
こう側を全体のバランスや緊張感があるように形作る作
業に切り替えました。木が残っている量と、穴のあいた空
間の量が、上下左右で動きが感じられるような制作を心
掛けると、やがて生垣のはずが、次第に大きな林に見えて
きました。木のかげには、穴ぐらがまるで動物の通る道の
ように感じられ、全体が動物の秘密の基地のような作品
になってきました。最後はぞうのような作品になりましたが、
このような制作は、一瞬一瞬の制作が緊張感に溢れてい
て、わくわくしながら制作を進めることが出来ました。これ
からも制作過程で色々な発見や出会いを求めて制作して
いきたいと思います。

　受賞の一報を聞いた時、私は一
陽会に出品を始めた頃の事を思
い出していました。初出品は、高校
生の時。動機は、父の勧め。出し始
めた当初は学生でしたが、今は美
術の教員として教える側です。高
校卒業後、私は絵を描くために美

大へ入学。当時の美大では、インスタレーションが流行りで
した。「絵を描かない」事がかっこいいという時代に、真面
目にアトリエで絵を描く事に違和感を感じていました。そし
て、若い作家の間では「公募展離れ」の風潮もあり、作家と
しての方向性に悩んでいました。そんな中、初期はダダや
シュルレアリスムの思想やその表現の研究に没頭。その後、
大学院時代に目にしたスーパーレアリスムや一陽会でのエ
アブラシの表現に関心を持ち模索を始め、現在の作風に
たどり着きました。描く環境や作風は様々変化していきまし
たが、自身の表現を追求したいという想いは今も変わりませ
ん。「継続は力なり」。これからも、絵を描き続けながら自身の
「表現」を追求すべく精進していきたいと思います。
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会員推挙 絵画部　赤川 雅俊 会員推挙 絵画部　城戸 清子会員推挙 絵画部　緒方 かおる 会員推挙 絵画部　佐々木 英子

会員推挙 絵画部　荒川 正則 会員推挙 絵画部　甲賀　保会員推挙 絵画部　緒方 美智子 会員推挙 絵画部　里地 芳美

会員推挙 絵画部　市川 孝子 会員推挙 絵画部　小島 信子会員推挙 絵画部　川村 甚子 会員推挙 絵画部　白﨑 榮子

　地方展の折に誘われて以降、一陽展
に出させて頂いている。近年は仕事の
都合で何年か中断し、もう無理かと思っ
たが何とか再開することができた。今回
の推挙を一つの励みとして、今後も継続
できればと願っている。振り返れば、家や

地方展の狭い空間基準で終始していた私が、本展に出品
して何より驚いたのは、その展示空間の大きさと、多くの
大作群に埋没した自作品の稚拙さ存在感の希薄さだっ
た。大きな展示空間という新たな視点を、強烈に意識した
事を思い出す。ただ残念ながら才及ばず、今に至るも進歩
は見られない。依然として課題ではある。ただ果たしてそ
れで良いのかどうかの疑問も、心中で迷走している。制作
とは諸々悩み多きものである。

　金属にあたる光。風が吹くたび、自分
が動くたび影はゆれる。その一瞬の光の
響き合いを感じ、描いていけたらと思って
います。
　会員推挙の報に接し、身の引締まる思
いでおります。この恐れと喜びを胸に努

力してまいります。

　あれは2011年の一陽展。貼りまくっ
た100号の作品が初めて国立新美術館
に展示された。きっと審査では「何だこ
りゃ！」状態だったと思う。あの時から私の
試行錯誤が始まった。美術館で自分の作
品を観る度、こんなに恥ずかしいものなの

かと冷汗が出る。いつになったら自信が持てるようになるの
だろうか？でも、これが試行錯誤の原動力なのだろう。
　私は子ども達とWSをすることが多い。表現することの
楽しさを伝えたいと思っている。そして私自身も学んでい
る。これからも自分の内側に潜んでいるものを誰かに伝え
られるように試行錯誤を重ねながら眼前の画面に挑んで
いきたい。その画面を通して誰かが私の存在に気付いて
くれることを願いながら。

　絵さえ描いていれば幸せ。まさに至福
の時間です。
　できることならば一日24時間、一年
365日絵を描いていたい。今は水彩でガ
ラスの食器類を描いていますが、モチー
フは何であれ、空気の揺らぎを描きたい

と思っています。

　春、女王蜂の単独による巣作りから始
まり、働き蜂を育てると巣には急速に発
達して、秋には数千頭の大群になり、さら
に多数のオスと新女王を育て上げたのち、
巣社会は解散して、交尾した新女王蜂の
みが生き残って越冬し、次世代を担う。

　ハチは働き者で、朝早くから日没まで、雨が降っても活
動し、巣づくり、餌集め、子育て、巣の守護など独自の社
会機構をもち労働に励んでいる。
　自分の役割を果たし、互いを認め支えあう「協同」の精
神を忘れてしまったかに見える人間社会、人は他の生き
物とどのように共生していくべきなのか、社会の中でどの
ように生活していくべきなのか、現在人が忘れかけている
ことを思い起こさせてくれる。

　私が一陽会に出会ったのは、定年を機
に（故）長岡宏（静岡大学名誉教授）先生
から勧められたからです。それまでは、地
方で一人で活動していました。
　30代〜50代前半まで、ベニヤ板に銅板
を貼ったり、布に真鍮を通したりする造形

や焼き絵・印鑑で描くなどコンセプトアートをやっていました。
　ここ7〜8年前から再び絵の具を使うようになり、宮本三郎
記念デッサン展・Face2016などのコンクールに参加できる
ようになりました。
　私の絵の方向は3種類で、①文字や新聞・水滴を使ったコ
ンセプトアート②物語絵（第3章以降頓挫しています）③マス
クシリーズです。一陽展でかわるがわる出てくるので、同作
家と思われないかもしれませんがよろしくお願い致します。

　精神的に非常に不安定な時期がありま
した。その折り偶然裸婦を10分×5回で
描くデッサンに巡り会い短時間で描く緊
張感と完成させる楽しさを味わいました。
その事がきっかけで長崎爆心地浦上天
主堂近くに住み信者であった父方の親族

が全滅し私は父の戦死でこの地を離れ生を得た経歴があ
ります。その心象風景を身近にある材料を使って描いて見
たくなりました。小学校以来の拙い絵でしたが1人で描く喜
びを知りました。「旅立ち」「何処へ」と次第に精神的癒し
になりました。試行錯誤の未人物だけが残り現在に至って
います。未熟な私を一陽会の皆様が受け入れ見守って下
さった事深く感謝しお礼申し上げます。残り少ない人生をこ
れからもその時々の心象風景が描けたらと願っています。

　第55回一陽展に初出品の頃は、初め
ての大作を描くと言う事にわくわくしてい
ました。回を重ねる毎に題材について悩
むようになりました。私のモチーフは風景
画であっても、主として対象物を固定せず

“自然の中に生きる”がテーマです。貯
水池で水に浸った木、雪の重みで湖水に倒れた一部が氷
の下にと、過酷な条件の中で生きている木、雪の林道やり
んごの木など、思えばいつも木でした。しかしそれも風景
の一部で、決まった対象物を追求して描いていません。そ
れがコンクール向きではないと指摘を受け、題材について
いつも悩むところでした。今年は水際の葦を主題に挑戦
し、会員推挙を戴く事が出来ました。今新たにスタートライ
ンに立つ気分です。

　健康そのものだった私が十数年前に
難病と告知され、痛さと怠さの中でまる
で飛べない紙飛行機の様だと思いまし
た。それでもしばらくして飛べない紙飛
行機でも飛ぼうかと、鴎になって海の上、
人魚に変身海底へ、花畑上空や、見知ら

ぬ街へ、幸せ住むという山脈のかなたに幸捜しに、輝く光
の中へと私の分身は勝手に舞い始めました。ありがたい
事に絵を描く事は素敵な翼を与えてくれたのです。最近は
銀河の彼方へ軽やかに飛び出しました。たとへひと夜の
夢であっても、夢幻の旅を続けてます。私の思いを乗せた
紙飛行機は、痛みも怠さも不自由さをものともせず、虹の
彼方へフェィドアウトするまで飛び続ける事でしょう。今の
私は飛行可能な紙飛行機です。

　23年前還暦を前に、ギャラリー、美術
館巡りに行き、一陽会と出会い心揺さぶ
り会に入り、今に至ってます。
　新しいことにチャレンジする気持ちは、
これからも続けていきたいと思いながら
ももどかしい毎日です。

　一陽会に初入選したのは2003年でした。私
は絵を描くのは好きでしたが教職時代は真剣
に自分の絵を描く時間がないまま過ぎてしまっ
たようである。
　退職後、心気一転夢を果たしたいと思いハ
ワイ、オーストラリア、台湾、沖縄、中国へと旅を

重ね変わりいく時代の流れの中で、中国の雄大な兵馬俑に出会っ
て生きるパワーをつかむ事が出来たのです。そこには何千体もの
兵馬俑が様 な々形態で発掘されている事に改めて感動、その場面
を創造ゆたかに描き兵馬俑を魅了したいと思い描き続けています。
　今まで描き続けてこれたのは、一陽会に籍をおき研究会での御
指導が土台となっているからです。
　未熟な私です。会員推挙に感謝しこれを期に心をひきしめ描き
たいと思っています。

　絵画に縁のなかった私が、佐川先生
の淡彩教室に入り、そこで仲間からス
ケッチに誘われ何時の間にかスケッチ三
昧の日々。絵を描くことの楽しさを知りま
した。その後油彩画に転向し、また新た
な仲間と出会い、一陽展に出品するよう

になりました。
　現在はテーマにしている『自然の恵み・生命』を追求し、
表現出来るか模索中です。また、制作に追われる中、今日
まで描き続けられる環境に感謝しています。
　今回の会員推挙に技量もない私としては、戸惑いがあ
ります。これからの事を考えると不安で、重圧に押しつぶ
されそうですが、今後も先輩方にご指導を頂きながら制
作に励んでいきたいと思っています。

09 10ICHIYO  No.52 ICHIYO  No.52



第62回展　新会員紹介第62回展　新会員紹介

会員推挙 絵画部　仙田　清 会員推挙 絵画部　松原 照代会員推挙 絵画部　福島 涼子 会員推挙 彫刻部　前川 芳輝

会員推挙 絵画部　西尾 昭子 会員推挙 絵画部　三村 恵理会員推挙 絵画部　伏黒 由利子 会員推挙 彫刻部　森山 元國

会員推挙 絵画部　樋口 三千代 会員推挙 彫刻部　衛守 和佳子会員推挙 絵画部　牧田 聖代

　公募展を観に行くというようなこともな
く、絵画とは無縁な生活でしたが、若い
頃観たロシアの画家シーシキンの風景画
を忘れられず、自分もこうした自然が描け
たらなあとの思いが制作の原点です。
　公募展に初めて出品したのが一陽会

の50回展でした。なぜ一陽会だったかというと美術界につ
いて何も知らなかったので、ちょうど50回という切の良い
数字を選びました。しかし、そのレベルの高さに愕然とさせ
られました。それから13年目にして会員に推挙されました
が、未だに森や野原、水辺という自然の美しさが描けませ
ん。目標に技量がついていかないのです。人生観を表現す
るとともに、人々に感謝していただける作品を描く、これが
私の生涯の目標です。

　何をテーマに、どう表現したら自分にし
か描けない自由な絵になるか、延々と思
考錯誤しています。
　現代人の混沌とした生き方を描いて
いる「彷徨」は、正に暗闇でもがく、絵描
きとしての私自身でもあります。

　会員推挙を頂き、行く手に少し灯りが見えたようにも思
えますが、それは新たな彷徨の幕開けでもあります。これ
からも、楽しみながら迷いながら、自分にしか描けない絵を
追究していきたいと思います。

　美しい自然。
しんしんと木々に降りしきる白い雪。
自然が織りなす無造作で神秘的な景色
がもたらす、圧倒的な生命感。
　雪に包まれた深淵の森に足を踏み入
れると、自然の息吹が心をかすめる。

その瞬間、自分がここに存在したという証を、その情景と
共にキャンバスに残したいと思う。
　自然の偉大なる生命を宿す絵画の追求。
それこそが、私の美の神髄である。

　彫刻は時を刻むこと、と想いながら
制作しています。「時間・記憶・進化」を
テーマに静謐で詩情豊かな作品を目指
しています。
　今回、会員推挙された作品「奏でる
人」は私の中の神様です。

　4年前に病で入院生活を送りました。頭部の形はその
時、毎日描いていた仏画から生まれたものです。更に弦楽
器の渦巻きやフォルム、弦などイメージを広げて構成しま
した。
　神様ですから、時空を超え、あなたの心に音楽を奏で
ます。

　ふるさととは遠きにありて思うもの…？
いえ、最近の私は月の1/4は故郷に居
る。そのせいもあり想いだすことも多い。
幼き日、友の家の天窓に降ってくる雪が
グレーに見えた不思議―！吹雪の一本
道を登校した時、黒のコートが雪で真白

にー！真青な空をバックに赤レンガの校舎、前庭のふんわ
り新雪にバッタリ大の字の快―青春の朝！
　立山と白銀の白山は神 し々く、いつも見たくなる。雪国
育ちの私は太陽に憧れ、青い空と海には心踊る。自然を
美しいと感ずる心を大切にしたい。そして、今、生命の神
秘を思う。偶然の重なりで生きている幸せに感謝し、自分
なりに精いっぱい生きたいと願う。そんな想いが少しは表
現できただろうか…

　この度は会員にご推挙いただき、大変
うれしくまた光栄に思います。
　当初は大阪などの身近な風景を描い
ておりましたが、ここ数年はイタリアの風
景を追いかけています。スケッチブックと
カメラを手にイタリアの古い町を歩いて

いると、道に迷ってしまうことが度々あります。そして、迷っ
たからこそ出会える風景もあります。そういう旅先ならで
はのドキドキわくわくも含めて、再現することがきたら、と
思いながら絵の具を積んでゆきます。そして、絵の中でも
何度も迷子になってしまいます。全然迷わずに絵を描けた
ら、と思うこともありますが、旅も絵も簡単に目的地に着い
てしまっては、つまらないのかもしれません。

　「自分の能力は自分で使ってみなけれ
ばわからない」湯川秀樹博士の言葉で
ある。人には創造性の種が内在してい
るが、それを刺激しないと発芽しないと
思ってきた私の気持ちと、この言葉が重
なる。

　これまで「一陽展」には具象作品を出品してきたが、今
回は抽象の平面的な作品を出品した。私の中に多様な
表現の可能性があるかもしれないと希望をもち、実際にス
ケッチした線をその時の思いを込めて描き、不安な気持ち
と闘いながら制作した。推挙の連絡を頂いたときは、表現
の幅を拡げようとする姿が評価されたと嬉しく思った。抽
象表現の世界に一歩踏み出せた私を、一陽会が後押しし
ているということを忘れずに精進していきたい。

　一陽会展の初入選が57歳の時、あれ
から20年　喜寿の年に、会員推挙のお
祝いを頂きました。
これからが、スタートだと思います。
残りの人生を健康に留意して、しっかりと
した体力と精神力を維持して、個性ある

作風の研究に真摯に向き合いたいと思います。

　一陽会に出展しはじめて、モチーフ
を「循環」として4、5年描いて来ました。
心揺さぶられる生命の力強さ、神秘さに
感動した思いを絵描き、発表出来る事を
目標に無我夢中で作品づくりをして来ま
した。豊かなる大地より芽を出し葉を茂

らし花咲き、子孫を残し又大地に帰って行くという1つの
循環がある。そんな短い循環から長い循環まで大小様々
ある中で自分も大自然の営みの小さく短い命でしかない。
だからこそ、どれだけ多く感動させてくれる物にめぐり逢
え、心豊かに成長できるかは量り知れないが、止まる事な
く成長し続けて行きたい。これを期に自分を見つめ直して、
もっと自由に納得できる物を描き続けたいと思う。

　いつも「命は？人間は？」と問いかける
言葉が頭から離れたことがありません。
自分の小ささも感じています。生き物が
大地の上で自らの眼で見ている空間の
中で最大限に生きようとしていることに、
不思議さ悲しさ恐ろしさを感じながら、そ

れを客観的に見ている自分がいます。創造することは私の
大切な時間です。制作しながら心でつぶやく呪文がります。

「小さないのち　小さないのち　自由にそだて心で生きろ　
みんなと共に　絶対たのしい自然のちから　生きる強さを」
　私の本心でしょう。生きる力と楽しさと安らぎと少しの色
気、強い意志はないけれど、いつも揺れながら生きていき
たい。皆さまと共に…。

　シュールレアリスムに興味を持ったの
は、高校生の時ダリの絵に出合ってから
でした。多感な高校生にとってはかなり
衝撃的でした。今迄観てきた風景画や
静物画とはまるで違う世界に感動し、そ
れからの私は不思議な絵ばかり描いて

いました。結婚後は絵から遠ざかっていましたが、子育て
が一段落したのでまた描き始める事にしました。
　昨年からは、シュールな世界に取り組んでいます。
　これからどのように展開するかわかりませんが、おもしろ
い作品を描いていこうと思います。
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公募団体ベストセレクション 美術
2016　　　　　　　　　　　　
5月4日～27日　東京都美術館

岡崎昭夫 退職記念展　　　　　　　　　　
8月2日～10月29日　筑波大学 大学会館 アートスペース

阿部知暁 絵画展　　　　　　　　　　　　　
8月24日～30日 11月30日～12月6日
大丸神戸店 7階美術画廊 大丸東京店 10階美術画廊

懇話会有志団体

推薦作家展　
6月27日～7月2日
銀座 井上画廊

FACE展　
選抜作家小品展2016－前期
11月25日～12月3日　
REIJINSHA GALLERY

新作品集刊行記念
美しい驚き 泉谷淑夫展　　　　
11月2日～8日　横浜高島屋7階 美術画廊

兆し
三輪祐子×三輪乙彦　
4月8日～6月12日　
関市立篠田桃紅美術空間

「金沢美大同窓生による東京・銀座－金沢－大展覧会」参加展

Black Space in ―かたち―展　　　
9月12日～17日　ギャラリーGK

néo〈視点－12の個〉展　
10月17日～23日　ギャラリー暁

岡村順一展　　　　　
11月28日～12月3日　光画廊

第2回 菱川賞　　　　
8月14日～19日
千葉県富津市役所1Fホール
9月1日～10日
日展新会館

三阪 雅彦

藤本 元美

甲賀　保

大場 吉美

大久保 綾子

棚瀬 修次 棚瀬 修次

三輪 乙彦 グランプリ　山本 映子

アーティストトークで絵画部作家作品を解説する
大場吉美運営委員
彫刻部、神山茂樹運営委員も自作を語る。

レセプションにて 
濱田運営委員ご挨拶

神山 茂樹

柴山 桂子岩田 明美

白井 正浩

～神戸を愛した作家たち～
宇野孝之、藤本元美、2人展　　　　
5月31日～6月6日　そごう西神店4階＝催会場

－鉄と砂－
金綱照夫 油彩展　　　　　　
4月12日～17日　木更津わたくし美術館

福家省造展 風景＆情景2016 
4月26日～5月15日　
森の小枝ギャラリー
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三阪雅彦展　　　　　
9月26日～10月1日　光画廊

まほろば 
佐久に咲く素描展2016　
10月13日～19日　ギャラリー絵夢

三阪雅彦水彩画展　　　
11月21日～29日　
近鉄百貨店奈良店 5階美術画廊

美の揺籃　　
9月15日～24日
木ノ葉画廊

2016 CAFネビュラ展
11月9日～20日　
埼玉県立近代美術館

時たちの交差 木村保夫展　
6月18日～23日　
長岡中央図書館2階美術センター

一陽会 佐渡会員と仲間展　　　　　　
3月24日～27日　アミューズメント佐渡 一階展示室

前田睦絵画クラブ さわらび展　　　　
11月16日～22日　北九州芸術劇場市民ギャラリー

第34回 石井悦夫個展
7月15日～21日　
スパンアートギャラリー

古野恵美子展　　　　
5月10日～22日　ギャラリーa

大久保綾子展 —生命を紡ぐ—
5月16日～21日　銀座 井上画廊

坂井幸子展　　　　　　　　　
4月29日～5月11日　Gallery Mutsu

垣内カツアキ 風景・水彩、スケッチ、デッサン展　　
9月25日～11月30日　6月5日～7月31日　伊那アルプス美術館

第70回記念 女流画家協会展
6月29日～7月6日　東京都美術館

楠森道剛展 —煌 kou—　　
11月16日～27日　画廊ぶらんしゅ

衛守和佳子 陶芸展 桜椿　　　　
2017年1月17日～22日　gallery絵舞遊

インスタレーション3人展2016
大場吉美×齋藤久子×三井素子 
11月8日～20日　石川国際交流サロン

墨による　大場 吉美

生嶋 香津子 山﨑 千代香

前嶋 英輝

小松 富士子
小松 富士子

安田　淳

塩川 慧子

塩川 慧子

北村 五十一 石塚 ホヅエ 椿　智美

前田　睦

陽のあたる岡
小春日和展 2016　　　　　　　
11月23日～12月4日
ギャラリー倉敷
泉谷淑夫　前嶋英輝　伊丹 脩
孫 鵬　妹尾佑介　今浦 稔
横山瑞歩

「開学70周年 金沢美大同窓会 金の美大展覧会」参加展

安田淳展 ～もうひとつの現実～　
9月19日～24日　シロタ画廊
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TOKYO東京支部

■2017年支部活動
●第21回一陽会東京展
　平成29年5月20日（土）～27日（土）
　東京都美術館　1階第3展示室

○2016年支部員の活動
■個展
●大川きよ子展　3月8日～13日
―いのりのひびき― ギャラリーアガペー（銀座）
●第34回石井悦夫個展　7月15日～21日
　 アベンアートギャラリー（銀座 西欧ビル1F）
●棚瀬修次個展　9月12日～17日
　金沢美大70周年記念（金の美展） ギャラリーGK
●武田守弘個展Vol-31個展　10月31日～11月12日
　ARTのMATSURI 日本橋SPCギャラリー
●武田守弘個展「アートって楽しい」
　12月22日～26日 あつぎアートギャラリー
●高橋正晴　石のかたち展　1月12日～23日
　玉川大学芸術校舎ギャラリー 玉川大学
■グループ展・その他
●さらば原発展（企画展）　3月12日～27日
　千年画廊Café 武田 守弘
●〈春の嵐〉展　4月11日～16日
　ギャラリー暁（銀座） 棚瀬 修次
●初夏の花鳥風月展　5月16日～21日
　ギャラリーSTAGE-1（銀座） 棚瀬 修次
●女子美術大学から羽ばたいた作家たち
　「百花繚乱―百人のバラ展」　5月25日～31日
　銀座三越7Fギャラリー・永井画廊 小松 富士子
●ベストアーチスト展　6月27日～7月2日
　A'sアーチストスペース（銀座） 棚瀬 修次
●第50回足立区展　6月21日～26日
　シアター1010ギャラリー（足立区） 棚瀬 修次
●第40回國美藝術展　6月22日～27日
　東京都美術館（上野）　棚瀬 修次（優秀賞受賞）

KANSAI関西支部

（主に2016年2月～2017年1月）
■展覧会
●第54回関西一陽展　2016年3月8日～13日
　大阪市立美術館
＊関西支部独自の公募展として開催。支部会員、出品

者にとって、新作の大作を出品することで、この関西
一陽展が一年間の制作活動及び秋の一陽展に向け
たスタートとして位置づけられている。

＊今年度も新たな出品者の広がりも見せ、水彩画の部
門も定着。（20号以上）。秀作も増えてきた。

＊特別展示として水谷喜美子委員が新作も含めた大作
を10点発表。関西支部のエネルギーを感じさせてく
れた。

＊初日にシンポジウム「制作討論会」を開催。橋本紀夫、
古野恵美子両会員がパネラーとしてそれぞれの立場
から　制作に関わる思いや技法などを紹介。併せて
協賛いただいているホルベイン工業（株）小杉氏より
絵の具にかかわる講演をしていただいた。質問や意
見なども数多く出され、とても有意義な内容になった。
参加者約70名で、次回も実施予定。

＊初日の合評会（ギャラリートーク）を実施し出品者が
多数参加。支部会員による一人ひとりへの丁寧な講
評は励みになった。

＊初日夕刻より、授賞式と懇親会を開催。受賞者、初入
選者からの抱負も聞かれ、活気のあるひとときだった。

＊入場者も3000人を越え、盛況だった。
〈出品状況〉
　支部会員　絵画・版画  84点（55人）
＊特別展10点
　彫刻   7点（ 5人）
　入　選　　絵画　60点（39人）

〈入場者〉　3088人
〈第5回　関西一陽展受賞者〉
　関西一陽賞 三好 利治（絵）
　大阪市長賞 吉尾 梨加（絵）
　大阪市教育委員長賞 辻 マサオ（絵）
　ホルベイン賞 水谷 浩三（絵）
　奨励賞 後藤　杏　谷口 紳一　竹原 喜久郎
 中西 敦子　濵上 寛司（以上、絵）
 橋本 雅美（彫）
　会友賞 西尾 昭子　三村 恵理（彫）
●2016一陽会関西作家展　6月10日～15日
　サンパルギャラリー（神戸市）
＊絵画30号までの中・小品の展示で、充実した内容と

なった。

●絵夢CONNECTION　7月1日～10日
　ギャラリー絵夢（新宿） 棚瀬 修次
●綺羅星展　7月7日～16日
　千駄木画廊（文京区） 石井悦夫　棚瀬 修次
●ART MEETING2016　7月30日〜8月30日
　―田人の森に遊ぶ（いわき市） 武田 守弘
●現代絵画・抽象展　8月8日～13日
　ギャラリー暁（銀座） 棚瀬 修次
●現代進行形野外展2016　10月2日～11月20日
　遊・桜ヶ丘 武田 守弘
●あつぎ市民芸術文化祭「第26回野外彫刻造形展」
　10月9日～16日　あつぎ市ぼうさいの丘公園
 小林 達也　武田 守弘
●まほろば佐久に咲く、素描展2016
　「佐久市立近代美術館収蔵作家による素描展」
　10月13日～19日　ギャラリー絵夢（新宿）
　 小松 富士子
●〈視点―12の個〉展　10月17日～23日
　ギャラリー暁（銀座） 棚瀬 修次
●日韓―美術交流20周年記念展
　（川崎・富川友好都市）　10月26日～30日
　川崎駅前リパーク3Fアートガーデン 小松 富士子
●CAF・NEBULA展　11月9日～20日
　埼玉県立近代美術館 小松 富士子
●日本ベルギー友好展～友へ～選抜小品展
　Galarie Raven-Stein　11月12日～14日
　主催　Japon Belgigue Exposition d'amis
　後援　在ベルギー日本大使館 三浦 安針
●Face2016選抜作家小品展　11月25日～12月3日
　GALLERY REIJINSHA（銀座） 甲賀　保
●青木　繁「海の幸」オマージュ展　12月5日～10日
　ギャラリーサムホール（銀座） 棚瀬 修次
●第2回絵画と平面の現在と未来展　1月16日～21日
　ギャラリー暁 高岡　徹
●第9回福島県在京美術家展
　（同時開催　東日本大震災チャリティー展）
　1月16日～21日　ギャラリー白百合（日本橋）
 渡部　貢（濵田　清）
●日本ガラス絵協会展　1月23日～28日
　井上画廊（銀座） 高岡　徹（他18名）
●一麦会43回油彩作品展　1月23日～29日
　京橋ギャラリーくぼた4F 山田 幸彦　加藤 恵子
●現代抽象作家展-surprise10-　1月27日～2月8日
　ギャラリー絵夢（新宿） 棚瀬 修次
○2016年11月 石井 悦夫・逝去

 （小林 達也　棚瀬 修次・記）

【絵画出品40名（一人1点出品）】
 アキコ 高橋　安孫子 百合　榎本 紀代文
 大西 正雄　大東 明宏　奥谷 卓則　奥村 佳弘
 尾島　守　川邉 嘉章　楠森 道剛　古曽 成樹
 小松 正司　坂本 真左子　佐野 儀雄　墨川 廣徳
 隅田 博美　高孝 壬津子　たつみ ゆうこ　田渕 幹夫
 檀野 計藏　豊岡 知世枝　中田 絵里　永田 牧子
 新村 則一　西尾 昭子　西谷 のり子　西山 眞理子
 橋本 紀夫　福井 建彦　福島 涼子　福家 省造
 藤田 安臣　藤本 元美　古野 恵美子　松村 一夫
 三阪 雅彦　水谷 喜美子　溝下 美代子　三村 恵理
 山下 濶志
●第62回一陽展〈大阪展〉　10月18日～23日
大阪市立美術館　地下展覧会室
＊絵画・版画107点　彫刻 11点の展示
　・巡回作品　　絵画40点　彫刻4点
　・関西支部会員（委員・会員・会友）作品
　　絵画・版画56点（56人）　彫刻7点（5人）
　・関西の入選　絵画11点（11人）
＊入場者　3055人
＊巡回作品も含め大作に応じた展示を行い、見やすく、

活気ある展覧会になった。
＊初日の15:00より大場吉美運営委員、濵田清運営委

員のギャラリートークを実施。大勢の参加の中で丁
寧な講評をいただいた。両運営委員は、その後の懇
親会にも出席。参加者と和やかに歓談された。

〈第62回一陽展　受賞者（関西支部関係）〉
　鈴木信太郎賞 溝下 美代子（絵）
　会員賞 安孫子 百合（絵）
　会友賞 たかはし あきこ（絵）
　一陽賞 孫　鵬（絵）
　特待賞 高橋 章子　檀野 計藏（絵）
　奨励賞 津末 慶子（絵）
　会友賞 坂本 真左子（絵）
　会員推挙 西尾 昭子　福島 涼子　三村 恵理（絵）
 前川 芳輝（彫）
●第55回関西一陽展　2017年 3月7日～12日
　大阪市立美術館
■2016年度の支部行事
●事務局会議
＊支部会議および展覧会の前に随時開催
　・1月11日
　・3月7日（関西展陳列担当者）
　・4月30日
　・9月24日・10月15日（一陽展陳列担当者）
　・11月19日
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●支部会議
　・1月24日　年度当初総会
　　（年間計画、予算、第54回関西一陽展準備など）
　　新年会
　・5月8日　第62回一陽展に向けて発送作業
　　諸準備、関西一陽展反省など
　・9月11日　一陽展出品作品の把握（下見）
　・10月2日　一陽展〈大阪展〉諸準備、発送事務
　・12月4日　決算総会（第54回関西一陽展発送事
　　務）
　・2017年 1月22日　年度当初総会・新年会
●研修会

〈一陽展に向けての作品講評会〉
8月21日 　エル・おおさか 
＊一般出品者・会友16名の講評を行い、出品に向けて

の意欲が高まり、受賞や会員推挙、初入選などの結
果を残すことができた。

■個展
●福家省造展〈風景&情景2016〉
　4月26日～5月15日 森の小枝ギャラリー（京都市）
●古野恵美子展　5月10日～22日
 ギャラリー a（京都市）
●藤本元美、宇野孝之2人展
　～神戸を愛した作家たち～
　5月31日～6月6日 そごう西神店催会場（神戸市）
●三阪雅彦展　9月26日～10月1日 銀座・光画廊
●美しい驚き・泉谷淑夫展　11月2日～8日
 横浜高島屋美術画廊
●楠森道剛展　- 煌Kou -　11月16日～27日
 画廊ぶらんしゅ（池田市）
●三阪雅彦水彩画展　11月21日～29日
 近鉄百貨店奈良店美術画廊
■2016年度のコンクール入賞・入選など
●第21回アートムーブコンクール
　（大阪・江之子島文化芸術創造センター・4月）
 平田 せつ子
●第62回全関西美術展　（大阪市立美術館・10月）
 佐野 儀雄（招待）　山下 濶志（招待）
 上田 純子（第二席賞）　奥村 佳弘　福家 省造
●第27回美浜美術展
　（美浜町生涯学習センターなあびす・10月）上田 純子
■美術館企画展など
●公募団体ベストセレクション美術2016
　5月4日～27日　東京都美術館 三阪 雅彦
●第24回川西市展　2月
 川西市中央公民館・文化会館

■2017年度関西支部の主な予定
●2017一陽会関西作家展　6月16日～21日
　 ギャラリー サンパル（神戸市）
●研修会　一陽展出品作品の下見会　　
　8月20日（日）13:00～ エル・おおさか
●第63回一陽展〈大阪展〉　10月24日～29日
　 大阪市立美術館
●第56回関西一陽展　2017年3月13日～18日
　 大阪市立美術館
■ 2017年度関西支部事務局　
　事務所 福家 省造
　会計部 （支部会計）　藤本 元美
 （関西展会計）川邉 嘉章
 （大阪展会計）山下 濶志
　事業部 安孫子 百合　上田 純子　大東 明宏　
 （会計監査⋯西尾 昭子　福島 涼子）　
 （相談役⋯運営委員・委員）

 （福家 省造・記）

CHIBA千葉支部

■支部活動
●新春サムホール展（委員・会員35名出品）1月13日　
　 ギャラリー金巴里
●総会・新年会（12:00～）同人・準同人展打ち合わせ
　（14:00～）1月24日　ホテルボートプラザちば
●千葉一陽会同人・準同人展（24名出品）3月17日
　 画廊ジュライ
●準備会（9:00～）第39回千葉一陽展について
　3月19日　 蘇我コミュニティセンター
●第39回千葉一陽展　6月14日 千葉県立美術館
●第39回千葉一陽展研修会　6月18日
　 千葉県立美術館

●第39回千葉一陽展授賞式・懇親会　6月18日
　 レストランほてい家

 （審査員）尾島　守　藤本 元美
●第31回日本の海洋画展
　（全日本海員福祉センター主催）8月～
　東京芸術劇場ほか 古曽 成樹
●第59回守口市美術展覧会　9月
 （審査員）水谷 喜美子
■各種展覧会での作品発表（企画展、グループ展など）
●第11回AFU（アートフォーラム宇治）美術展
　3月3日～6日　宇治市文化センター　福家 省造
●たまねぎの会絵画展　4月29日～5月4日
　寝屋川 市民ギャラリー 奥村 佳弘
●カッテリーベレ絵画展　5月20日～25日
　くずは アートギャラリー（枚方市）
　 安孫子 百合　たつみ ゆうこ　巽 富士子
　 西山 眞理子　水谷 喜美子　水谷 浩三
●38E SALON DE KATO「カト展」
　5月24日～29日　ギャラリーカト（京都市）
　 奥谷 卓則　福家 省造
●第36回蟻の会展　5月20日～23日　ギャラリー紀州
●第70回青甲会記念展　7月13日～18日　
　和歌山県民ギャラリー 以上　古曽 成樹
●第六回21世紀関西女性絵画展　11月2日～5日　
　兵庫県立美術館 古野 恵美子
●第32回ハクの会作家展　11月15日～20日
　京都府立文化芸術会館
 奥谷 卓則　奥村 佳弘　福家 省造
●心に響く小品展　6月21日～7月3日
●25人の絵画展　11月15日～20日　
●第25回折々の作家たち展
　2017年1月24日～2月5日　
　以上=ギャラリーヒルゲート（京都市） 古野 恵美子
●大阪市立美術館美術研究所展　1月19日～24日
　 大阪市立美術館
●ルート・テン展　6月14日～19日
　茶臼山画廊（大阪） 以上=平田 せつ子

●第61回一陽展受賞作家小品展　10月18日
　 ギャラリー金巴里
●幹事会（13:30～）11月29日
　 千葉市美術館講堂
■個展
●金綱照夫油彩展　4月12日
　 木更津わたくし美術館
●坂井幸子展　4月29日 ギャラリー暁
●大久保綾子展　5月16日 井上画廊
●宇梶陽子作品展　8月30日 千葉県文化会館
●生出裕人展　12月22日 画廊ジュライ
■グループ展・その他
●日本ガラス絵協会展　1月4日　井上画廊
 石川 三知代会員　川口 文子会員　古賀 敦子会員
●第8回洋画グループ犀展　1月4日
　 千葉信金　里地 芳美会友
●福島県在京美術家協会展　1月18日
　ギャラリー白百合
　 濵田 清運営委員　山口 陽子会員
●一櫂会展　2月25日　画廊ジュライ
　 講師:濵田 清運営委員
●暁展2016　3月21日　ギャラリー暁
　 大北 節子委員
●春の嵐展　4月11日　ギャラリー暁
　 大久保 綾子委員　石川 三知代会員
●ガラス絵コクリコ会創立30年記念展　4月12日
　千葉県立美術館 代表 : 古賀 敦子会員
●公募団体ベストセレクション展　5月4日
　東京都美術館 大久保 綾子委員
●みなづき展　6月7日　ギャラリー金巴里
　 会員、会友、同人多数参加出品
●野田美術会小品展　6月14日　興風会館
　 鹿又 保子会員
●懇話会有志団体推薦作家展　6月27日　井上画廊
　 岩田 明美会員
●総美展　6月27日　五井会館 里地 芳美会友
●彩の會展　6月28日
　君津市生涯学習交流センター
　 講師 : 細川 尚運営委員
●Water Color千葉展　7月5日
　千葉県立美術館　鹿又 保子会員
●日本ガラス絵協会展2016　7月11日　
　ギャラリー一枚の繪
 石川 三知代会員　川口 文子会員　古賀 敦子会員
●ante展　7月25日　Salon・de・G
　 大北 節子委員　山崎 泰司同人
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●G・クローバー展　8月22日　茂原市美術館
　 講師 : 川上 弘子会友
●羅の会展　9月26日 ギャラリー青羅
　 川上 弘子会友
●千葉ゆかりの作家展　10月1日
　木更津わたくし美術館
 細川 尚運営委員　金綱 照夫会員　棚倉 英雄会員
●グループわかば展　10月25日
　こみなと稲毛ギャラリー 佐々木 英子会員
●金谷美術館コンクール2015
　審査員・受賞者新作展　10月29日
　 金谷美術館　岩田 明美会員　立花 大聖会友
●究美会展　11月1日　
　千葉市美術館市民ギャラリー
　 講師 : 細川 尚運営委員
●金巴里展1部2部　11月1日　ギャラリー金巴里
　 会員、会友、同人多数参加出品
●November展　11月14日　ギャラリー暁　
 大北 節子委員
●第40回記念野田美術会展　11月23日
　さわやか千葉県民プラザ 鹿又 保子会員
●彩趣会展　11月23日
　野田市役所ふれあいギャラリー
 講師 : 鹿又 保子会員
●暁展2016Ⅱ　12月19日　ギャラリー暁
 大北 節子委員
■コンクール・その他
●千葉市展　3月5日　千葉市美術館市民ギャラリー
　奨励賞 香焼 直美会員　小澤 賢侑会友
●猫ねこ展　7月1日　松山庭園美術館
　入選 山本 映子会員
●猫たちの遊々展　7月16日　ほくさい美術館
　入選 山本 映子会員
●第2回菱川賞展　8月14日
　富津市役所1Fホール／日展新会館
　菱川賞 山本 映子会員
　審査員賞 宇梶 陽子会員　山口 陽子会員
　奨励賞 大北 節子委員
　佳作賞 山田 久子会員
　入選 里地 芳美会友
●第66回千葉県展　10月24日　千葉県立美術館
　（会員以上　無鑑査）
　県美術会賞 立花 大聖（日本画）
　銚子市長賞 佐々木 英子
　奨励賞 渡邊 ひろ子
　会員推挙 篠﨑　聡

●詩画展　6月20日～26日　画廊楽 村杉 哲子
●第70回記念女流画家協会展　6月29日～7月6日
　東京都美術館
 塩川 慧子　後藤 静子　久留宮 和子
●第11回ハマ展会員会友展　7月5日～11日
　横浜市民ギャラリー 村杉 哲子
●第27回虹の会　3月7日～12日
　アートガーデン川崎 緒方 かおる
●横浜から生まれたプレミアム アーティスト アート展
　11月5日　横浜イギリス館 横須賀 康子
●第2回菱川賞
8月14日～19日　千葉県富津市役所1階ホール
9月1日～10日　日展新会館
 横須賀 康子
●アートバザール展　8月1日～7日
　ギャラリー八重洲 東京 緒方 かおる
●第5回横浜開港アンデパンダン展
　3月28日～4月3日　横浜市民ギャラリー
 緒方 かおる
●神奈川県女流美術家協会展　10月19日～24日
　横浜市民ギャラリー 後藤 静子　久留宮 和子
●玉川学園ギャラリーウォーク
　10月22日～11月3日
　アートスペースMATHUI 衛守 和佳子
●第6回女流吉象展　7月24日～30日
　ギャラリームサシ 塩川 慧子
●小品展　10月24日～30日　画廊楽
 塩川 慧子
●猫の会　10月25日～31日　　横浜市民ギャラリー
　 青山 猛郎　内田 綾子
●日・韓―美術交流20周年記念展
　10月26日～30日　アートガーデン川崎
 横須賀 康子
●第72回ハマ展　11月2日～14日
　横浜市民ギャラリー
 村杉 哲子　青山 猛郎　緒方 かおる　村田 忠夫
 井口 栄資
●美の揺籃　9月15日～24日　木の葉画廊
 塩川 慧子
●第70回記念女流画家協会相模原展
　11月4日～15日　相模原市民ギャラリー
 塩川 慧子
●区役所ホール展示　11月14日～25日
　金沢区役所 村杉 哲子
●秋生展　11月17日～23日
　アートスペース イワブチ 村杉 哲子

　常任理事出品 小島 鐡男　濵田　清
　理事出品 大北 節子　大久保 綾子　田沼 和夫
　会員出品 宇梶 陽子　金綱 照夫　川上 弘子
 小嶋 英子　坂井 幸子　宍倉 綾子
 永倉 一徳　山口 陽子　山崎 泰司
 山田 久子　山本 映子　岩田 明美
 里地 芳美　鈴木 利久　楠　忠臣
 河野 緋紗子
　入選 篠﨑　聡　小澤 賢侑　吉田 静江
 鈴木　豊　渡邊 ひろ子　早瀬 淳男
 牧内 弘明　橋本 るり子
 （濵田　清・記）

KANAGAWA神奈川支部

■支部活動
●第19回神奈川一陽展　5月17日～23日
　横浜市民ギャラリー
　絵画部23名32点、版画部2名5点、彫刻部3名3点
　出品
　講評会も兼ねる

●下見会（絵画・版画）7月10日　神奈川県民センター
●忘年会　12月12日
■個人及びグループ活動
●桜がお題の小品展　3月23日～31日
　ギャラリー亜露麻（東松山） 衛守 和佳子
●彫刻の素材―伝えたいかたち　3月31日～4月5日
　画廊珈琲ZAROFF（初台） 衛守和佳子
●五女の会　4月4日～10日 三原 路子
●みずえ展　5月9日～15日 三原 路子
●横須賀美術協会展　6月5日～11日
　横須賀市文化会館 三原 路子　久留宮 和子
●ハマ展歴代大賞受賞者展　6月6日～11日
　仲通りギャラリー 村杉 哲子
●第34回茅ヶ崎美術家協会展　6月14日～7月9日
　茅ヶ崎美術館 横須賀 康子

●国際野外の表現展　11月26日～2017年7月
　東京電機大学内（埼玉比企） 衛守 和佳子
●新春プチパン展　1月10日～21日
　仲通りギャラリー 村杉 哲子
●衛守和佳子 椿桜 陶芸展　1月17日～22日
　ギャラリー絵舞遊 衛守 和佳子
●横須賀美術協会会員会友展　1月22日～28日
　横須賀市文化会館 三原 路子　久留宮 和子
●第3階NEKOISM2016展　8月25日～29日
　元麻布ギャラリー 緒方 かおる
●第72回ハマ展受賞者展　2月20日～26日
　画廊楽 緒方 かおる

 （村杉 哲子・記）

CHUBU中部支部

■支部活動
◇2016年4月～2017年3月
●第53回中部一陽展　5月25日～29日
　名古屋市博物館 3Fギャラリー
　（絵画59点・彫刻3点　合計62点）
　〈受賞者〉
　（絵画）
　　中部一陽賞 小藪 達也
　　中日賞 志知 佳子
　　東海テレビ放送賞 服部 秀勝
　　奨励賞 岩田 悠子　伴　昭子
　　新人賞 佐々木 美樹子　亀山 敏子
　（彫刻）
　　新人賞 樋口 勝彦
　集中発表 伊藤 裕一　高森 和子　野田 美子
●夏期総会　7月23日
 名古屋市芸術創造センター
●第43回岐阜一陽展　6月28日～7月3日
　岐阜県美術館
　彫刻 今井田 一己　小島 健司　樋口 勝彦
 森島 昭道
　絵画 今井田 高江　大橋 壯久　小畑 恭子
 河井 一郎　久保田 正剛　小藪 達也
 志知 佳子　高森 和子　西脇 義照
 野田 美子　山田 晃平　横山 満津子
●第62回一陽展　9月28日～10月10日
　国立新美術館
　〈受賞者・初入選者〉
　絵画 会友推挙　小藪 達也　山田 晃平
　彫刻 初入選　樋口 勝彦
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●第17回陽友会展　10月18日～23日
　名古屋市民ギャラリー 栄
 伊藤 知佐子　大橋 壯久　志知 佳子　鈴木 啓子
 高森 和子　中嶋 美瑳子　野田 美子　橋爪 玲子
 服部 秀勝　伴 昭子　山田 晃平　横山 満津子
 他5名
●新年総会
　2017年1月28日 鉄神
●中部一陽展 打ち合わせ会　3月4日
 名古屋市芸術創造センター
■個人活動
◇2016年3月
●第5回 河井一郎と仲間展　ジャック&ベティ
 河井 一郎　大橋 壯久　山田 晃平
●木・金会絵画展　名古屋市民ギャラリー
 中嶋 美瑳子
◇4月
●春艸会展（69回）愛知県美術館ギャラリー
 中嶋 美瑳子
●ギャラリー葵 8周年記念展 高森 和子
◇5月
●尾張旭市美術館　尾張旭市文化会館ギャラリー
 加藤 美千代
●大垣美術家協会展　大垣市文化会館
 久保田 正剛　西脇 義照
◇6月
●養老町美術協会展　養老町民ギャラリー
 久保田 正剛
●神戸町美術展　日比谷五鳳記念館
 久保田 正剛
●一宮総合美術展　一宮文化センター 高森 和子
◇7月
●養老教職員作品展　養老町民ギャラリー
 久保田 正剛　西脇 義照
●羽島市美術協会洋画部展　羽島文化センター
 小畑 恭子　今井田 高江
◇8月
●Asian Art Fellowship 2016　
　東京芸術劇場展示ギャラリー 加藤 美千代
●第17回 源流展　岐阜県美術館 小畑 恭子
●第8回水母（くらげ）の会展　わたなべ珈琲店
 伊藤 裕一　片野 泰人　岡本 勇夫　伴 昭子
●一宮美術作家協会展　一宮市博物館 高森 和子
◇9月
●2016西濃美術展　大垣市民会館 久保田 正剛
◇10月

●作品研究会　7月12日　午後1時～4時
 講師 : 小島 鐡男運営委員　舘野 弘運営委員
 （25名参加）
●第62回一陽展　国立新美術館
　会員推挙 赤川 雅俊　荒井 正則　市川 孝子
　会友推挙 勝山 昭子　平坂 典子　本多 和子
 丸山 チヨ子　水上 さおり
　損保ジャパン興亜美術賞 島田 広之
　野外彫刻賞 小林 一夫
　奨励賞 金田 真由美　君島 しょうたろう
 小林 明子　西澤 裕美子
■公募展
●第68回長野県美術展　6月26日～7月3日
　松本市美術館
 碓田 順彦（無鑑査）　荒井 正則　勝山 昭子
 北島 英己　林　政人　松川 勝男　丸山 チヨ子

●大垣市美術展　大垣市民会館
 久保田 正剛　西脇 義照
●養老町美術展　養老町民会館
 久保田 正剛　西脇 義照
●第69回 岐阜市美術展
　みんなの森ぎふメディアコスモス
　審査員 三輪 乙彦　小畑 恭子
●恵那市展　恵那市文化センター 久保田 正剛
◇11月
●春艸会秋季展　セントラル・アートギャラリー
 中嶋 美瑳子
●第48回 羽島市美術展　羽島文化センター
　実行委員 今井田 一己　小畑 恭子
　優秀賞 樋口 勝彦
　入選 山田 晃平
●一宮市美術展　一宮文化センター 高森 和子
●藍画会展　中電岐阜ビル パレットルーム
 河井 一郎　大橋 壯久　山田 晃平
◇12月
●一宮市現代作家美術秀選展　一宮市博物館
 高森 和子
●チャリティ 色紙展
　○岐阜新聞社　マーサ21（岐阜） 久保田 正剛
　○岐阜新聞西濃総局　イオン大垣
 久保田 正剛　西脇 義照
　○朝日チャリティ 中嶋 美瑳子
　○毎日文化センターギャラリー 中嶋 美瑳子
◇2017年2月
●第39回 羽島市美術協会展　羽島市文化センター
 今井田 一己　小畑 恭子　今井田 高江
●8人の女流画家展　ノリタケの森ギャラリー
 加藤 美千代
◇3月
●養老町美術協会洋画部会　養老町民会館
 西脇 義照
 （小畑 恭子　野田 美子・記）

NAGANO長野支部

■活動報告
●総会準備会　1月30日 あきねい
●総会　3月19日 ホテル信濃路
●第49回一陽会長野展準備会　6月25日 あきねい
●第49回一陽会長野展　7月13日～18日
　松本市美術館
　絵画32点　彫刻4点　招待（絵画2点　彫刻1点）

 横山 優子　依田 千恵子　春原　功（彫刻）
●第67回北信美術展　11月7日～13日
　トイーゴ（23名出品）
　審査員 北島 英己　松川 勝男
　長野県知事賞 宮川 元宏
●第69回中信美術展　2017年1月3日～15日
　松本市美術館 やまぐち かずお　林　政人
■個人・グループ活動他
●垣内カツアキ近作展　3月20日～6月3日
●第12回垣内カツアキ水彩、スケッチ、デッサン展
　6月5日～7月31日
●垣内カツアキ淡彩スケッチ山々展
　7月15日～9月23日
●垣内カツアキ花々展　8月1日～9月23日
●垣内カツアキ風景展　9月25日～11月30日
 以上伊那アルプス美術館（箕輪町）

碓田順彦委員「屋台天井画制作」
　善光寺のお膝下で南千歳区にある屋台、居住
しておられる縁もあり天井画を制作し注目され
ている。
　昭和5年作、白木の総ヒノキ造りで彫刻を施
さない簡素な造作に、もう少し目立つ屋台にし
たいとの声で、碓田氏に声がかかった。
　平成27年、龍と鶴を配するため、参考資料の
収集に、金沢、京都他、美術館、北斎館、博物館等
へ足を運ぶ。鶴の観察には動物園を訪れた。平
成28年6月に完成し、7月の屋台巡行にお披露
目された。

　縦1.9メートル、横1.7メートル南千歳の象徴
の鶴が5羽、龍の周りでそれぞれ松竹梅の枝を
くわえて羽を広げている構図である。新たに平
成の息吹きが吹き込まれ、これからの祭りを盛
り上げていくことと思料する。

（長野支部長　林　政人・記）

屋台巡行前夜祭 天井絵の除幕式
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●き・らめく・・・展
　君島 しょうたろう　名香山 直子　出品
　安曇野市豊科近代美術館 5月10日～15日
　ギャラリー&カフェねむの木 6月1日～6日
　サントミューゼ上田市立美術館 9月14日～18日
　ギャラリー森の妖精たち 5月～10月
　ギャラリーアート黒姫 5月～11月（6回）
●島田広之の絵画教室 2016　5月2日～15日
 千曲市民ギャラリー
●第15回日本美術家連盟
　信越、新潟、長野地区会員展　7月12日～17日
　新潟県民会館 やまぐち かずお
●ヨコヤマユウコ展　7月23日～31日
 ギャラリーアート黒姫
●アフター5 イリュージョンズ　8月15日～28日
　千曲市民ギャラリー 島田 広之
●Run9 展　10月25日～30日　松本市美術館
 やまぐち かずお
●信州コンテンポラリーアート展
　10月29日～11月6日　北アルプス展望美術館
 林　政人
●博多バスキング展　11月8日～13日
　Gallery Enlace 小林 一夫
●松川勝男展　12月1日～25日 アート・エム（長野市）
●アート・エム絵画展　2017年3月21日～26日
　ギャラリー82 松川 勝男 主宰 12名

 （林　政人・記）

ISHIKAWA石川支部

■活動報告
●総会　4月10日 ガーデンホテル金沢
●作品研究会　8月6日　市民工房うるわし
　濵田 清運営委員・舘野 弘運営委員を招聘し、本展
　に向けての作品研究会・懇親会を開催。

●本展反省会　10月30日 市民工房うるわし

■グループ展
●三人展　3月2日～6日　石川県七尾美術館
 野中 未知子
●花と緑 ののいち椿まつり　3月19日～20日
　野々市市文化会館フォルテ
 竹田 明男　尾山 隆夫　西山 恭申
●版画女子展　3月　広島県立美術館別館
 石川 ナオミ
●伝えたいかたち―彫刻と素材
　3月31日～4月5日　ギャラリーZaroff（東京）
 浜谷 信彦
●第56回小松美術展　4月　サイエンスヒルズこまつ
 安田　淳
●関西版画会展　4月　京都美術館別館
 石川 ナオミ
●富山石川現代作家展　4月23日～5月22日
　アートハウスおやべ（富山） 飯田 恭彦
●第12回白山会南加賀造形美術展
　5月21日～27日　能美市学習センター
 安田　淳　阿部 正子　小西 明人　山崎 綾乃
 後出 秀茂　田方　勇
●三人展　6月1日～13日
　かつざきロビーギャラリー由
 川村 甚子　岩城 和恵
●辰口の風展　6月12日～20日 後出 秀茂
●古九谷修古祭現代陶芸展　6月25日～26日
　芭蕉の館 浜谷 信彦
●懇話会有志団体推薦作家展　6月27日～7月2日
　井上画廊（銀座） 柴山 桂子
●金城大学短期大学部同窓会美術展
　6月28日～7月3日　金沢21世紀美術館
 柴山 桂子　巻 砂紀恵
●サムホール展煌めき　8月1日～20日
　かつざきロビーギャラリー由 川村 甚子
●第3回ACB展　8月　ギャラリーソレイユ
 安田　淳
●女性二人展　9月1日～30日　さらいギャラリー
 阿部 正子　山崎 綾乃
●金沢OPT展　10月　ひろた美術画廊 安田　淳
●県工130周年記念展　10月
　金沢21世紀美術館 石川 ナオミ
●開学70周年金沢美大同窓会「金の美大展覧会」
　KANABISM石川展　10月29日～11月6日
　金沢21世紀美術館 大鍬 英治
●開学70周年金沢美大同窓会「金の美大展覧会」
　KANABISM

●2016一陽会石川支部展　11月30日～12月5日
 石川県立美術館
●2017一陽会石川支部新春展　1月27日～2月1日
 グリーンアーツギャラリー
■個展
●安田淳展～もうひとつの現実～　9月
 シロタ画廊（銀座）
■美術館企画展
●公募団体ベストセレクション美術2016
　5月4日～27日　東京都美術館
　運営委員出品（選抜） 大場 吉美
　会員出品（選抜） 白井 正浩
■公募展
●第72回現代美術展　4月2日～19日
　石川県立美術館（洋画）
　副理事長出品 大場 吉美
　委員出品 野中 未知子　安田　淳
　会員・審査員出品 柴山 桂子
　会員出品 竹田 明男　飯田 恭彦　金田 千佳
 白井 正浩　中野 久賀子　中本 邦夫
 西山 恭申
　次賞 尾山 隆夫　城戸 清子
　北國賞 小松 繁行　後出 秀茂
　佳作賞 山崎 綾乃　巻 砂紀恵
　入選 阿部 正子　小島 信子　小西 明人
 川村 甚子　芝西 広美　石川 ナオミ
 中谷 美和子　岩城 和恵　田方　勇
●第72回現代美術展　4月2日～19日
　金沢21世紀美術館（彫刻）
　会員出品 大鍬 英治
●第20回日仏現代国際美術展　4月　東京都美術館
　常任委員出品 安田　淳
●版画フォーラム　6月　東秩父和紙の里（埼玉）
　シスレ賞 石川 ナオミ
●第2回菱川賞展　8月14日～19日
　奨励賞 金田 千佳
●第5回野々市市美術展　9月4日～11日
　野々市市情報交流館カメリア
　理事・審査員出品 竹田 明男
　理事出品 尾山 隆夫　西山 恭申
●第57回日本版画会展　11月　東京都美術館
　会員賞 石川 ナオミ
●志賀町を描く美術展　11月26日～12月4日
　審査員賞 後出 秀茂
●日本芸術センター第8回絵画公募展　12月
　入選 安田　淳

　11月1日～6日　石川県立歴史博物館
 安田　淳　大鍬 英治
●開学70周年金沢美大同窓会「金の美大展覧会」
　The BYOBU　11月　金沢21世紀美術館
 大場 吉美　安田　淳
●インスタレーション3人展　11月8日～20日
 石川国際交流サロン　大場 吉美
●2016CAFネビュラ展　11月
　埼玉県立近代美術館 安田　淳
●第56回歳末美術展　12月1日～6日　香林坊大和
 大場 吉美　竹田 明男　安田　淳　阿部 正子
 飯田 恭彦　尾山 隆夫　金田 千佳　川村 甚子
 城戸 清子　柴山 桂子　白井 正浩　中野 久賀子
 中本 邦夫　西山 恭申　山崎 綾乃
●第4回ACB展　12月8日～13日　ギャラリーノア
 安田　淳　西山 恭申
●キム・ソヒと創作の森の仲間たち展　1月
　しいのき迎賓館 石川 ナオミ
●一二会　2月23日～28日　ギャラリーノア
 竹田 明男　白井 正浩
●第5回ACB展　2月10日～26日
　ギャラリーソレイユ 安田　淳　西山 恭申

 （白井 正浩・記）

IBARAKI茨城一陽会

■活動報告
◇2016年
●「彫刻と素材―伝えたいかたち―」vol.2
　一陽会の10作家　3月31日～4月5日
　画廊珈琲zaroff（東京都渋谷区初台）
 北沢　努　葛迫 大祐（外8名）
●「第6回県西水彩画会展」　5月31日～6月5日
　古河街角美術館（茨城県古河市）
 阿部　進（外19名）
●「村山悦子彫刻展」　6月7日～19日
　ギャラリーしえる（茨城県水戸市） 村山 悦子
●「第41回取手美術作家展」　6月18日～29日
　古河街角美術館（茨城県古河市）
 雨谷 達夫　深谷 直之（外36名）
●「第44回MITO彫刻展」　7月1日～6日
　アートセンタータキタ（茨城県水戸市）
 小宅 淑子　北沢　努　篠原　洋　六﨑 敏光
 村山 悦子　森山 元圀（外1名）
●「MOKSHA2016～解放、心の自由～」
　8月16日～21日　ギャラリーしえる（茨城県水戸市）
 北沢　努
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●「曖昧さにただよう余情―北沢努展」
　9月3日～15日
　アートスペース・エリコーナ（福島県いわき市）
 北沢　努
●「第16回アートグループQ絵画展」
　9月6日～11日　古河街角美術館（茨城県古河市）
 阿部　進（外21名）
●「舘野弘絵画展～雨と空と雲と未来～」
　10月1日～11月20日
　しもだて美術館（茨城県筑西市） 舘野　弘
●「第6回つくば美術館～きらめく～」
　10月4日～16日
　茨城県つくば美術館（茨城県つくば市）
 北沢　努（外17名）
●「第45回グループSABO展」　10月21日～26日
　アートセンタータキタ（茨城県水戸市）
 海老根 美奈子（外4名）
●「北沢努展―森に棲む2016」　11月8日～13日
　ギャラリーしえる（茨城県水戸市） 北沢　努
●「第15回彩の会展」　11月19日～25日
　ギャラリーオゾン（茨城県筑西市）
 阿部　進（外13名）
●「第22回うしく現代展」　11月20日～12月4日
　牛久市中央生涯学習センター（茨城県牛久市）
 中村 義孝　深谷 直之（外50名）
●「YEAR-END EXHIBITION OF MINI・
　SCULPTURES」　12月7日～21日
　ギャラリーせいほう（東京都銀座）
 中村 義孝　深谷 直之（外123名）
●「第26回チャリティ/ちょっと小さな展覧会」
　12月13日～30日
　ギャラリーサザ（茨城県ひたちなか市）
 北沢　努　六﨑 敏光（外60名）
◇2017年
●「第42回チャリティ著名人色紙・作品展」
　1月2日～3日
　水戸京成百貨店催事場（茨城県水戸市）
 海老根 美奈子　小宅 淑子　北沢　努
 中村 義孝　六﨑 敏光（外220名）
●「小宅淑子彫刻展～50年の歩み～」
　1月7日～13日　県民文化センター（茨城県水戸市）
 小宅 淑子
●「茨城の美術セレクション展」　1月7日～15日
　つくば美術館（茨城県つくば市）
 宇留野 信章　舘野　弘　中村 義孝　六﨑 敏光
 （外35名）

●南魚美術協会会員展　9月8日～11日
 B&G体育館浦佐　山本 安雄　桑原　收
●加茂の今展　9月16日～19日 千野 清和
●新潟市美術協会展　10月12日～16日
　新潟市美術館
 生田目 温子　阿部 克志　高山 久子
●市橋哲夫展「海の宙シリーズ」
　10月25日～11月3日 あきらギャラリー
●第28回しんわ美術展　10月28日～11月6日
　津山市立文化展示ホール 長谷川 清晴
●新潟県美術家連盟 芸展　11月12日～18日
　新潟県民会館
 長谷川 清晴　山本 安雄　生田目 温子　桑原　收
●GALERIE SIMON PROJECT「天空散歩」展
　12月5日～10日　ギャラリー志門（銀座） 市橋 哲夫
●にいがたアートサーカス
　「大和デパート記憶と希望～まちへ行こう」展
　12月16日～25日　旧新潟大和デパート2F
 若木 弘美　市橋 哲夫 

 （北村 五十一・記）

TOYAMA富山一陽会

◇2016年2月
●富山市美術作家連合展　富山市ガラス美術館
 萩中 幸雄　桝田 律子　荒井 哲夫　古田 恵子
 武田 清子　姫路 廣司　菊　昌隆　藤木 良一
 寺脇 圭子　山本 正臣　河原 憲行　富岡 博子
●富山県今日の洋画展　アートハウス小矢部
 山本 文郎
●生涯学習フェスティバル　婦中ふれあい館
 荒井 哲夫
◇3月
●富山・飛騨交流美術展　飛騨美術館 萩中 幸雄
●砺波市美術協会展　砺波市美術館 山本 文郎
●安城文化協会文協祭美術展　安城市民ギャラリー

●「先生たちの美術館展5」　1月9日～2月5日
　板東郷土館ミューズ（茨城県板東市）
 飯田 政子　田邉 光則（外24名）
●「第29回アートロード展」　2月5日～11日
　東海ステーションギャラリー（茨城県那珂郡東海村）
 北沢　努
●「第24回土なかま彫塑展」　3月5日～11日
　東海ステーションギャラリー（茨城県那珂郡東海村）
 北沢　努　葛迫 大祐　鈴木 しのぶ　村山 悦子
 谷津 喜美代（外8名）

 （磯山 芳男・記）

NIIGATA新潟一陽会

■活動報告
●鈴木力展　1月2日～11日
 ギャラリーあきら（新潟市）
●阿部克志水彩画展　2月11日～20日
 ギャラリーやまぼうし
●西蒲区文化施設を運営する市民の会（企画展）
　3月5日～27日　巻郷土資料館 長谷川 清晴
●一陽会 佐渡会員と仲間展　3月24日～27日
　アミューズメント佐渡
 椿　智美　石塚 ホヅエ　北村 五十一
●k amon会　4月16日～19日 千野 清和
●第2回にいがたアートサーカス「結展」
　5月5日～10日　旧新潟大和デパート
 若木 弘美　市橋 哲夫
●第15回日本美術家連盟信越地区会員展
　7月12日～17日　新潟県民会館
 長谷川 清晴　山本 安雄　千野 清和　阿部 克志
 桑原　收
●南魚美術展　9月8日～11日
　南魚沼市デスポート 山本 安雄　桑原　收

 山本 文郎
●版画同好会展　氷見信用金庫 永澤 一美
●永見美術展　プラファ氷見 永澤 一美
●銀彩の会　北陸銀行小杉支店 竹内 隆男
◇4月
●セブンクロスツー展　富山県民会館 笹山 満義
◇5月
●富山一陽会小品展　とやま自遊館レストランシャトー
 小品25名38点出品
●滑川市美術協会展　滑川市博物館 笹山 満義
●野萩の会作品展
 萩中 幸雄　菊　昌隆　竹森 由希子　藤木 良一
 寺脇 圭子　黒崎　博
●富山国際現代美術展in富山
　富山県民会館ギャラリー 古田 恵子
◇6月
●第71回富山県美術展　富山県民会館
　審査員出品 萩中 幸雄
　県展賞 田村 昭子
　奨励賞 荒井 哲夫
　佳作 古田 恵子
　入選 桝田 律子　永澤 一美　武田 清子
 伏黒 由利子　菊　昌隆　池田 国男
 姫路 広司　高橋 久仁子　富岡 博子
 竹森 由希子　寺脇 圭子　梶原 信男
 河原 憲行　山本 正臣　長永 揚子
●となみ野美術展　砺波市美術館 山本 文郎
●第57回 日本版画会富山支部展　富山県民会館
 永澤 一美
●富山市工芸美術作家協会展
　富山市民プラザアートギャラリー 富岡 博子
●富山県洋画連盟新川地区会員展
　朝日町立ふるさと美術館 笹山 満義　池田 国男
●金城大学短期大学部OB展　金沢21世紀美術館
 古田 恵子
◇7月
●富山市洋画作家連盟小品展　アートギャラリー栄
 萩中 幸雄　桝田 律子　古田 恵子　姫路 廣司
 菊　昌隆　藤木 良一　寺脇 圭　河原 憲行
●滑川市洋画連盟展
　滑川市立美術館 笹山 満義
●七夕会作品展
　アートギャラリー栄 菊　昌隆
●上市美術会会員展
　上市町まちなか交流プラザカミール
 池田 国男　黒崎　博

「小宅淑子彫刻展〜50年の歩み〜」
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●小杉采芳会小品美術展　小杉文化ホール
 梶原 信男、竹内 隆男
●野萩の会ロビー展　にいかわ信金富山支店
 菊　昌隆　藤木 良一　竹森 由希子　寺脇 圭子
 黒崎　博
◇8月
●富山一陽会第62回一陽展出品事前研修会
　富山県民会館　大作27名出品
 講評 : 濵田　清先生　大場 吉美先生
●上市町美術展　北アルプス文化センター
　審査員出品 萩中 幸雄
　招待 池田 国男
　奨励賞 黒崎　博
●地域の作家展　アートギャラリー栄 武田 清子
●洋画sparking 2016 in 庄川展
　庄川美術館 萩中 幸雄　山本 文郎
◇9月
●第62回一陽展　国立新美術館　27名出品
　会員推挙 伏黒 由利子
　奨励賞 寺脇 圭子　黒崎　博　山本 正臣
　入選9名
●新萩の会作品展
　富山市民プラザアートギャラリーA
 萩中 幸雄　菊　昌隆　山本 正臣　高島 達雄
 田村 昭子　長永 揚子
●富山県洋画連盟内なる風景展小品展
　富山市ガラス美術館
 萩中 幸雄　桝田 律子　荒井 哲夫　古田 恵子
 武田 清子　姫路 廣司　藤木 良一　寺脇 圭子
 竹森 由希子
●第54回氷見市展　ふれあいスポーツ
　招待 永澤 一美
◇10月
●中央通りアートプロムナード 笹山満義展
　―幻想の空間―　北陸銀行ショーウインドウ
 笹山 満義
●滑川市美術展　滑川市博物館 笹山 満義
●酒蔵アートinなめりかわ2016　ぼんぼこさ
 笹山 満義
●富山県洋画連盟砺波地区チャリティ小品展
　北日本新聞社砺波支社ギャラリー 山本 文郎
●砺波市展　砺波市美術館 山本 文郎
●教職員厚生会展 萩中 幸雄
●富山県洋画連盟砺波地区会員展
　北日本新聞社砺波支社 山本 文郎
●第57回 日本版画会展　東京都美術館

●第52回福井一陽展　3月17日～21日
　 福井県立美術館
●福井一陽会役員会　4月9日
　 山口伊三郎家具（貸会議室）
●福井一陽会総会　4月23日 　福井県教育センター
●作品研究会Ⅰ　5月15日 　福井問屋センター
●作品研究会Ⅱ　6月12日 　福井問屋センター
●合評会・懇親会　7月23日・24日
　 福井問屋センター・グランユアーズフクイ

●福井一陽会役員会　12月10日
　 山口伊三郎家具（貸会議室）
●福井一陽会新年会　2017年1月14日
　 ユアーズホテル
●福井一陽会役員会　3月4日
　 山口伊三郎家具（貸会議室）
■個展等
●中島恒子個展　3月1日～31日
　 鯖江図書館文化の館
●松原照代水彩画展　7月1日～31日
　 ギャラリーサライ
●清水正男洋画展　12月1日～30日
　 ギャラリーサライ
■公募展
●第75回水彩連盟展　3月30日～4月11日
　国立新美術館
　入選 木田 英子　高岡 せつ子　丸山 和子
●第29回市美展ふくい　5月13日～22日
　福井市美術館
　絵画造形部門
　審査員・審査員出品 佐川 文子　清水 正男
　無鑑査出品 内藤　汎　畑　秀仁　村田 宏人
 西藤 節子
　市長賞・無鑑査推挙 孫﨑 公子
　福井市文教育委員会賞・無鑑査推挙 坪田 美代子
　市文化協会会長賞 白﨑 榮子
　FBC福井放送賞 石田 孝子

 永澤 一美
●上市絵画教室展　アルプスの湯ロビー 黒崎　博
◇11月
●第62回一陽展 大阪巡回展　大阪市立美術館
 桝田 律子　古田 恵子
●越中アートフェスタ　富山県民会館
　佳作 丸山 敦子
　入選 伏黒 由利子　姫路 廣司　長永 揚子
 河原 憲行　山本 正臣
●第61回富山県芸術祭美術連合展
　富山県民会館
 萩中 幸雄　山本 文郎　笹山 満義　桝田 律子
 永澤 一美　古田 恵子　荒井 哲夫　丸山 敦子
 武田 清子　池田 国男　寺脇 圭子　竹森 由希子
●富山市民大学文化祭
　富山市民プラザアートギャラリー
 萩中 幸雄　藤木 良一　田村 昭子　長永 揚子
 稲垣 岳彦　秋本 美智子
●版画in2016庄川展　庄川美術館 永澤 一美
●葛の会洋画展　高岡美術館市民ギャラリー
 竹内 隆男
◇12月
●富山市美術展　富山市民プラザ
　招待 萩中 幸雄　桝田 律子　古田 恵子
　大賞 姫路 廣司　彫刻 奨励賞・日本画 入選
　奨励賞 河原 憲行
　入選 菊　昌隆　田村 昭子　山本 正臣
 長永 揚子　稲垣 岳彦　秋本 美智子
●ねいの会作品展　婦中町ふれあい館ギャラリー
 荒井 哲夫　高橋 久仁子
●富山駅北地下道市民ギャラリー展
 藤木 良一　黒崎　博
◇2017年2月
●富山市美術作家連合会展
　富山市民プラザ・ギャラリー
 萩中 幸雄　桝田 律子　古田 恵子　荒井 哲夫
 武田 清子　姫路 廣司　菊　昌隆　藤木 良一
 寺脇 圭子　山本 正臣　富岡 博子

 （古田 恵子・記）

FUKUI福井一陽会

■2016年度活動報告
　（2016年1月～2017年3月予定）
●福井一陽会役員会　1月11日
 福井市体育館（貸会議室）

　日刊県民福井賞 郡谷 美穂子
　奨励賞 加藤 富子　坂井 和子　阪口 美幸
 松原 照代　横山 純子　渡辺 妙子
　一般入選 櫻川 幸代　松井 優子　松本 潤子
 宮越 麗子
●第9回現代童画会福井地区展　6月18日～26日
　鯖江まなべの館　無鑑査出品 辻 トシ子
●第33回福井サムホール展　7月14日～27日
　福井放送会館カルチャーセンター　絵画造形部門
　入選 郡谷 美穂子　櫻川 幸代　坪田 美代子
 武鎧 恭子　松井 優子　渡辺 妙子
●第12回世界絵画大賞展　8月12日～20日
　東京都美術館
　入選 宮川 正市
●第36回福井県市長文協選抜美術展　9月3日～5日
　福井県立三方青年の家多目的ホール
 北嶋 三智子　児玉 常聖　宮川 正市　丸山 和子
●第66回福井県勤労者美術展　9月8日～11日
　福井県立美術館
　福井県知事賞 松井 優子
　奨励賞 松本 潤子
●第17回水彩人展　9月25日～10月2日
　東京都美術館
　入選 松原 照代
●第62回一陽展　9月28日～10月10日
　国立新美術館　出品者48名
　委員推挙 北嶋 三智子
　会員推挙 白﨑 榮子　牧田 聖代　松原 照代
　会友推挙 大森 英節　阪口 美幸　竹内 光一
 中西 美恵子　武鎧 恭子　松本 潤子
 渡辺 妙子
　特待賞 中島 恒子
　奨励賞 櫻川 幸代　木田 英子　土田 清香
　入選　8名
●第67回福井県総合美術展　10月8日～23日
　福井県立美術館
　絵画造形部門
　審査員・審査員出品 佐川 文子　清水 正男
 内藤　汎
　無鑑査出品 宮川 正市
　県美展審査員特別賞 孫﨑 公子　村田 宏人
　福井テレビ賞 西藤 節子
　一般入選 石田 孝子　加藤 富子　郡谷 美穂子
 坂井 和子　阪口 美幸　櫻川 幸代
 白﨑 榮子　竹内 光一　谷口 恵子
 坪田 美代子　中島 恒子　中西 美恵子
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 武鎧 恭子　牧田 聖代　増澤 恵美子
 松井 優子　松原 照代　松本 潤子
 宮越 麗子　村上 禮子　横山 純子
 渡辺 妙子
　日本画部門
　県美展賞 島田 くみ子
●第41回鯖江市美術協会展　10月14日～16日
　嚮陽会館（鯖江市） 宮川 正市　中島 恒子
●第57回鯖江文協展　11月4日～6日
　嚮陽会館（鯖江市） 宮川正市　中島 恒子
●第42回現代童画展　11月9日～15日
　東京都美術館　出版美術新人賞 辻 トシ子
●第9回鯖江市美術展　11月25日～29日
　嚮陽会館（鯖江市）
　審査員出品 佐川 文子　宮川 正市
　教育委員会賞・無鑑査推挙 中島 恒子
■グループ展他
●第11回アトリエ羊庵展　1月8日～11日
　福井県立美術館
 北嶋 三智子　大森 英節　木田 英子　児玉 常聖
 島田 くみ子　平井 仁美　土田 清香
 廣瀬 冨美子　増澤 恵美子　丸山 和子
 三谷 滋子　宮川 成美　森山 秀樹
●第9回笑夢の会展　1月22日～24日
　福井県立美術館
 大森 英節　児玉 常聖　島田 くみ子　辻 トシ子
 平井 仁美　増澤 恵美子　丸山 和子　三谷 滋子
 宮川 成美
●第9回スプリングアート展　2月24日～28日
　福井県立美術館
 佐川 文子　北嶋 三智子　石田 孝子　加藤 富子
 郡谷 美穂子　児玉 常聖　坂井 和子　阪口 美幸
 櫻川 幸代　白﨑 榮子　高岡 せつ子　谷口 恵子
 坪田 美代子　中西 美恵子　西藤 節子
 松井 優子　松原 照代　丸山 和子　宮越 麗子
 村上 禮子　横山 純子　渡辺 妙子
●第52回福井一陽展　3月17日～21日
　福井県立美術館
 石田 孝子　茨山 芙美子　岩永 勝彦　大森 英節
 加藤 富子　北嶋 三智子　郡谷 美穂子
 児玉 常聖　坂井 和子　阪口 美幸　佐川 文子
 櫻川 幸代　島田 くみ子　清水 正男　白﨑 榮子
 竹内 光一　谷口 恵子　辻 トシ子　土田 清香
 坪田 美代子　内藤　汎　中島 恒子
 中西 美恵子　西藤 節子　畑　透仁　平井 仁美
 廣瀬 冨美子　武鎧 恭子　真木 康至　牧田 聖代

■活動の総括
●グループ展（一陽会高知'16展）

28回目のグループ展。高知一陽会メンバー5名が、
秋の本展出品予定作品も含め各3～4点を持ち寄り、
陳列展示した。

●勉強会
上記グループ展陳列終了後、展示会場にて各出品
作品について率直な指摘と意見の交換を行った。

■個人的活動
●平田慎一作品展―風景の残層―　4月1日～3日
　 高知市文化プラザ市民ギャラリー（高知市）
●第69回高知県美術展覧会　10月9日～25日
　高知県立美術館（高知市）
 安藤 義孝〈入選〉　大黒 郁代〈無鑑査〉
 平田 慎一〈褒状〉

 （末田 光一・記）

AOMORI青森一陽会

◇6月
●会員打ち合わせ会　会場　青森市内 会員11名
◇7月
●第38回青森一陽展
　会場　青森市民美術展示館（青森市）
　60号以上1人2点出品
◇8月
●第64回青森美術会平和展
　会場　青森市民美術展示館（青森市）
　出品者 笹森 眞紀子　対馬 玲子　対馬 久世喜
◇10月
●第53回青森社会福祉協議会チャリティ色紙展
　会場　福祉協議会大広間（青森市）
　出品者 対馬 久世喜　対馬 玲子
●クレアシオン絵画教室作品展
　会場　ギャラリークレアシオン（弘前市）
 主宰　中嶋　強
●コミセン絵画教室作品展
　会場　コミュニティセンター栄（五所川原市）
 指導　対馬 久世喜
●第28回青森一陽会小品展
　会場　ギャラリークレアシオン（弘前市）
　30号以下1人2点出品
●第46回教美展
　会場　青森美術展示館（青森市）
　出品者 中嶋　強　逢坂 清悦　笹森 眞紀子
 土岐 千佳子　新戸部 一弘

 孫﨑 公子　増澤 恵美子　松井 優子　松原 照代
 松本 潤子　丸山 和子　三谷 滋子　宮川 正市
 宮川 成美　宮越 麗子　村上 禮子　村田 宏人
 森山 秀樹　横山 純子　渡辺 妙子
●玲風会展　3月23日～27日　福井県立美術館
 辻 トシ子
●究展　4月6日～10日　福井県立美術館
 佐川 文子
●グループS・青の会合同展　4月7日～10日
　福井県立美術館
 清水 正男　竹内 光一　武鎧 恭子　孫﨑 公子
●第14回グループ彩展（水彩画）4月21日～24日
　福井県立美術館 佐川 文子　松井 優子
●第56回ぺんぺん会展　5月25日～29日
　福井県立美術館
 佐川 文子　石田 孝子　松原 照代　横山 純子
 松本 潤子　井上 真知子
●Pino&森の仲間たち水彩画展　5月25日～29日
　福井県立美術館 松原 照代
●第8回吉川絵画クラブ展　9月23日～25日
　鯖江なまべの館 宮川 正市　中島 恒子
●I.H.I OB展
　10月21日～27日 横浜／11月7日～11日 東京
 森山 秀樹
●第10回スプリングアート展　2017年1月6日～9日
　福井県立美術館
 佐川 文子　北嶋 三智子　石田 孝子
 井上 真知子　加藤 富子　郡谷 美穂子
 児玉 常聖　坂井 和子　阪口 美幸　櫻川 幸代
 白﨑 榮子　高岡 せつ子　谷口 恵子
 坪田 美代子　中西 美恵子　西藤 節子
 松井 優子　松原 照代　丸山 和子　宮越 麗子
 村上 禮子　横山 純子　渡辺 妙子
●華陽会9人展　1月6日～9日　福井県立美術館
 佐川 文子　阪口 美幸　櫻川 幸代　白﨑 榮子
 坪田 美代子　中西 美恵子　松井 優子
 村上 禮子　横山 純子、渡辺 妙子

 （真木 康至・記）

KOUCHI高知一陽会

◇2016年4月～2017年3月の活動状況
■活動の経過
●勉強会　6月29日（水）
●一陽会高知'16展　6月30日（火）～7月3日（日）
 高知市文化プラザ市民ギャラリー（高知市）

○クロッキー研究会、デッサン会、写生会などに積極的
に参加している。

 （逢坂 清悦・記）

AKITA秋田一陽会

■支部活動
（2016年4月～2017年3月）
●第33回グループ耀展（石川 恭子 主宰）　5月
 秋田アトリオン
●港 洋画人展　6月　北部交流センター「キタスカ」
 石川 恭子
●秋田国際美術家協会 国際交流展　6月
　秋田県立美術館 石川 恭子　高橋 章子
●第5回 二人展　7月・8月
　秋田市生涯学習センター 菅野　操　高橋 章子
●松山桂子こども絵画教室
　秋田テルサ子供絵画教室 合同展
　7月・8月　秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」
 松山 桂子 主宰
●秋田美術作家協会 美郷町展　9月・10月
　美郷町「学友館」
 榎 江里子　菅野　操　高橋 章子
●第62回一陽展　9月・10月　国立新美術館
 大西 暢子　奨励賞受賞
●秋田セリオンタワーカルチャーセンター絵画展
　（グループJuly）
　10月　セリオンタワーギャラリー　石川 恭子 主宰
 大西 暢子
●第62回一陽会 大阪巡回展　10月
　大阪市立美術館 高橋 章子
●第4回 二人展　10月、11月
　秋田銀行御野場支店 菅野　操　高橋 章子
●第60回秋田美術作家協会展　11月
　秋田県立美術館
 松山 桂子　奨励賞受賞会員推挙
 榎 江里子　菅野　操　高橋 章子
●秋田魁新報社 新聞小説挿絵13回シリーズ担当
 石川 恭子
●第42回秋田秀作美術展　2017年3月
　秋田県立美術館 榎 江里子

 （榎 江里子・記）

YAMANASHI山梨グループ

（2016年4月～2017年3月）
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支部 & グループ活動報告 彫刻部研修会報告

彫刻部研修会報告
彫刻部運営委員　中村 義孝　　彫刻部会員　土井 敬真 ・ 安田　操

日時 2016年12月3日（土）14:00〜16:00
会場 国立新美術館3F研修室A・Bにて

講演 「日本の彫刻とは… —これまでとこれから—」
講師 一陽会会員 ・ 山形大学准教授　土井 敬真

講師　土井 敬真 会員

　2016年12月3日に第17回目の彫刻部研修会が開催されました。最近は、
1年おきに一陽会彫刻部内部と外部から交互に講師を依頼し講演をしていた
だくようにしています。昨年は外部講師として南嶌宏先生に講演をしていただ
いたので、今年は彫刻部内部から土井敬真先生に講演をお願いいたしました。
土井先生は山形大学で主に彫刻を指導され、近代日本の彫刻にも造詣が深
い方です。西洋彫刻導入の時期から近代日本彫刻を振り返り、今後の彫刻の在り方について、我々に考える機会
を与えていただきました。以下は講演の概要です。

　現在私たちが鑑賞し、造り出している「彫刻」と呼ばれる立体芸術の概念は明治時代以降に日本に導入された
西洋彫刻の影響を受けたものである。もちろん明治時代以前に立体芸術作品が日本に全くなかったというわけで
はなく、仏像や頂

ちん
相
ぞう

と呼ばれる僧侶の肖像、武人の肖像といった優れた立体作品が数多く存在している。それらは
今日「仏像彫刻」や「頂相彫刻」といったように「彫刻」と呼ばれている。しかし、この「彫刻」という言葉自体が明
治時代に西洋から芸術の概念を日本に導入する際に生み出された翻訳語なのである。現在では「彫刻」という呼
び名で一般的に定着しているが、その過程には「像ヲ造ル術」や「彫

ちょうる
鏤」といった言葉が用いられてもいた。また

今日、「彫塑」という言葉も耳にすることがあるが、これは明治27年に大村西崖により提唱された言葉である。彫刻
（カービング）と塑造（モデリング）というそれぞれの技法を含む芸術であるから、彫り刻むという意味の「彫刻」よ
りも「彫塑」と呼ぶ方がよりふさわしいと提唱されたものであった。
　西洋彫刻の直接の指導は、明治9年に開設した工部大学附属美術学校（工部美術学校）の彫刻学科における
イタリア人彫刻家ヴィンチェンツォ・ラグーザによるものが最初とされている。ラグーザによって、脂土（油土）や石
膏、塑造による石膏像の摸刻といった今日よく目にする材料や制作技法などが日本に伝えられた。ラグーザから学
んだ大熊氏廣といった工部美術学校の卒業生たちや、長沼守敬、新海竹太郎、北村四海、藤川勇造など西洋の
美術学校に留学し、現地で彫刻を直接学び帰国した者たちによって着実に西洋の彫刻は日本に導入されていくこ

とになった。その一方で仏像などの以前から
存在した立体作品の「彫刻」としての再評価
もおこなわれているが、この明治時代に導入
された西洋の彫刻を無視して今日の日本の彫
刻を語ることは難しい。
　いま改めて日本の彫刻がどのようなところか
ら生まれたのかを振り返り、そして今後どこに
向かっていくのかを考えることは決して無駄な
ことではないように思われる。そしてそれはま
た、今後の一陽会の彫刻部の歩むべき道を考
えるということに繋がるのではないだろうか。

●峡北美術協会展　5月　山梨県立美術館
 市村 四方子
●山梨美術協会展　6月　山梨県立美術館
 三井 正人
●やまなし県民文化祭　11月　山梨県立美術館
 三井 正人　吉田 光雄（審査員出品）
●やまなしの作家たち　2017年1月
　山梨県立図書館 三井 正人　吉田 光雄
●山梨美術協会会員展　2月　山梨県立美術館
 三井 正人

 （吉田 光雄・記）

OKAYAMAI岡山グループ

●陽のあたる岡 第6回展　5月10日～15日
　天神山文化プラザ
　P150号、S100号、他小品3点出品
●陽のあたる岡・小春日和展2016
　11月23日～12月4日　ギャラリー倉敷
　岡山在住の作家13人による小品展 約40点を展示
■泉谷 淑夫
●第67回岡山県美術展　9月6日～11日
　岡山県立美術館
　M30号1点審査員出品
●第30回個展　11月2日～8日
　横浜高島屋7F美術画廊A
　P200号からミニアチュールまで45点出品
●アートプロムナード2017展
　2017年1月13日～29日　ギャラリー倉敷
　50×100cm他小品2点出品
■妹尾 佑介
●天プラ・セレクションvol.74
　妹尾 佑介 展「VIVID!」　8月16日（火）～21日（日）

　岡山県天神山文化プラザ
　絵画大作を中心に約20点を展示
 （前嶋 英輝・記）

FUKUOKA福岡グループ

●第62回一陽展　9月28日～10月10日
　国立新美術館
 前田　睦　生嶋 香津子　山崎 千代香
●文化祭 絵画クラブ先品展　11月5日～6日
 市民センター
●前田 睦 絵画クラブ［さわらび展］
　11月16日～22日　リバーウォーク北九州
　8名により130号2点、100号6点、10号まで44点展示

●みどりの館 絵画展　11月22日～12月11日
　みどりの館
　油彩・水彩「福岡県、山口県」100号出品
 前田　睦
●熊本復興祈願 希望の灯り聖夜芸術展
　12月21日～23日　熊本市流通情報会館
　仮設住宅に［月影］のカレンダー贈呈
 前田　睦

濱 （前田　睦・記）

多くの多様な意見を集めていきます。
　どんなに小さな意見からでも、活力のきっかけとなります。
　数年前から設置しており、活力ある美術公募団体とはいかにあるべきかと、考えていく会議として企画されました。
現在は、年に一度初夏に開催されています。東京展の開催時期に、東京・関東地区の運営委員が中心になって、
フリートーキングをしていく会議です。経費をかけずにミーティングです。
　元気で活力ある美術家を育成すること、一緒に活動できる作家を勧誘すること、会員メンバーを外部にアピール
することなど、一陽会を広く発信するための会議です。
　今回のテーマは、画廊での展覧会費用の支援策と構成員のシステムづくりです。短・中期的には、作家支援基金の
企画検討もあります。皆様にお知恵を頂きながら進めて参ります。ご助言やご協力をお願いします。

「一陽会刷新プロジェクト会議について」 一陽会事務所からのお知らせ
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Toics

滝川鯉吉の物
ミニヒストリー

語　 Rikichi Takikawa

　1935年、日本人の画家を父に、スイス人を母に、スイス
で生まれた私は、5歳の時に始まった世界大戦のため母と
スイスに残り、父と長い間、別れ別れになっていました。
　当時の欧州在留邦人は、比較的少数で、外交官や大手
企業の社員以外は芸術家や留学生など、そのなかでも国
際結婚する人は少なく珍しかったと思います。そのうえ海
外渡航は船で遅く、遠く日数もかかり、旅費も高く、楽ではあ
りません。ですから父と再会するのに10数年かかりました。
　父に会い、憧れの日本文化に触れ、その上、父のパリ時
代の友人、高岡徳太郎先生の薦めにより、デザインの仕事
につき、さまざまな表現、創造する機会を与えられ、今まで
充実した日々をおくれたことは、幸運でした。
　1960年第6回一陽会展には、油絵「逗子の夜景」を出
品させていただいたことも、懐かしい思い出です。その後、

第六回 一陽展（1960）「逗子の夜景」
P.30号

L'ombre des vents （1998）
H240cm  W420cm  L390cm

企画 ・ 発行／一陽会
編集委員／竹田明男、柴山桂子、白井正浩、小松繁行
制作 ・ 印刷／バル ・ 大村印刷株式会社
発行日／2017年4月1日

一陽会事務所
〒920-1161　石川県金沢市鈴見台3-19-25 バルデザイングループ　大場吉美 方
TEL 076-222-2231  Fax 076-261-0029（展示会中は会場事務所）
http://www2.ucatv.ne.jp/~itiyokai.snow/

Sabita Niji Iro no Kaze （2009）
H310cm  W221cm  L126cm

Chess （2010）
H360cm  W140cm  L180cm

Grand Cacatois （1980）
H360cm  W240cm  L150cm

Up Down （1997）
H240cm  W140cm  L87cm

デザインから立体の造形にかかわるようになり個展で作品
を発表する機会に恵まれ、また1987年には続けて参加し
ていた、一陽会の会員になり現代芸術を代表する団体の
一員として、参加できるようになりました。
　現在は、いろいろな分野に、技術にも視野を広げ、手を
伸ばしながら研究しています。今、世界は基本的な変化の
時代を迎えており、特に我々の分野では材料や手段の選
択が重要です。
　さらに私にとっては、過去対現在という時系列だけでな
く、西欧と日本のそれぞれの伝統の対比など、考えれば
考えるほど興味の尽きない課題が増え、調べたり、時間に
追われていますが、まだ若い会員の方々や芸術家の皆様　
方と共に、発表する機会を大切に、過ごしています。




