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　スキーと温泉、そして野沢菜で知られる長野

県野沢温泉村のおぼろ月夜の館で、7年振りの

特別展が開催され、一陽会の後援も頂く事が

できました。学生時代の自画像（油彩）からドイ

ツ滞在中のスケッチ、週刊紙の表紙を飾った祭

りの版画、アメリカ題材の水彩画など1階と2階

での展示になりました。濵田御夫妻や石川支

部からも御来村頂きありがとうございました。

　この地では、日本を代表する火祭りが小正月

の夜、盛大に催される。他にも、夏の祭りも数多

く歴史の深さを感じさせてくれる村です。私の

表紙原画503点などのコレクションや、役場の

道祖神祭りの壁画も手掛けたりと、家族での付

き合いは35年程になります。

　出品作品は学芸員の水野氏が選

んだもので、随分と思い出多い作品

が並びました。美大2年時の自画像

や、結婚後一人ドイツに仕事場を得

て制作していた頃のスケッチ、多く

のスタッフを抱えて制作した表紙の

版画、3ヶ月半の闘病から復帰して

からの一陽会展出品の大作。そして

63回展出品作品「海水浴の図」の

下絵迄。さても遠い昔になってしま

いますが、1年の浪人後、絵描きになろうと決

心して美大に入りデッサンと油絵に没頭してい

た3年時、学生運動の影響を受け学内が封鎖

され、それではと銅版画を習い始めたのがきっ

かけで、いつの間にか版画の道を進む様にな

りました。この頃から自分の夢を絵に定め、寝

ても覚めてもその事だけを第一に考え日夜制

作に励みました。世界のタナカになりたい…と。

　絵を描く、版画を作る、と云う作業は人に夢

を与えるもの。アメリカやヨーロッパを、自作

の版画をかかえて美術館や画廊など随分と売

り込みに歩きました。1人で、1ヶ月2ヶ月と年1

〜2回の旅は決して楽ではありませんでしたが、

夢の実現に向けての旅は、幸い多くの方々の

援助を受け今日国内のみならず、欧米の公共

施設やいくつもの美術館にもコレクションして

頂き、制作を続けられる幸せを感じております。

　この仕事、長く続ける事が大切なんだなあと、

そして出来ればもうしばらくの間、描き続けさ

せて欲しいなあ !

田中正秋　作品展
アメリカの風景と

重要無形民俗文化財の祭り
平成29年10月7日土〜12月10日日

野沢温泉村　おぼろ月夜の館
田中 正秋
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第63回展　受賞者紹介第63回展　受賞者紹介

鈴木信太郎賞
絵画部会員　尾島　守

瀧 悌三賞・会員推挙
絵画部会友　川上 弘子

高岡徳太郎賞
絵画部会員　小倉 正之

野外彫刻賞
彫刻部会員　三井 正人

植木 力賞
彫刻部運営委員　小林 一夫

損保ジャパン日本興亜美術財団賞
絵画部会員　奥村 佳弘

　冷たい石の床に寝転んで、猫
の目線で見上げると、頭の上いっ
ぱいに上下の感覚が解らない世
界が広がります。
　猫をモチーフにして5年、もとも
と人間が好きで、中学生の頃から
ずっと、風景の中の人物を空間ご

と切り取って描いてきましたが、猫の柔らかさと硬い石の
建物の対比が楽しく発想を広げてくれたので、自分でもわ
くわくしながら描いています。私の絵の中の猫はいつも12
匹、みんなバラバラの自分勝手な動きをします。こんな風
に文章に書くと、絵の前で猫を数えてくれる人が増えるか
な、しめしめ、絵から物語が始まってほしいと考えています。
あと、神戸の街のこと、マネキンと着ている服のこと、知っ
てほしいことがいっぱいで紙面が足りません、私の代わり
に絵が語ってくれるといいな。
　ちなみに、「描く」って言う漢字と「猫」って似ていると
思いませんか、今しばらく、「猫?い」て行こうと思います。
ありがとうございました。

—静かに語りかけてくるものに耳
を澄ませて—
「日常にある物の存在感と空間
を描く」
　日々の暮らしの中にあり、身近
で長い間使い続けても飽きない
もの、大切に思い慈しみを持って

接しているものがモチーフになっています。何気なく目
に留まる日常のシーンに、ふと引き込まれる。そんな空
間を描きたいと思っています。描くものはシンプルな造
形の器や無色で透明なガラス瓶、古い木机。時には紙
袋や木箱、キャンバス等、素材感のある物です。それら
をじっと見つめていると、存在感に心が暖められている
ことに気づきます。そしてそれらの物と物との間に生ま
れる空間の有り様を、平板な描写ではなく存在を確かめ
るような思いを持って描いていきます。明暗のコンポジ
ションと少しの色彩が空間に温度を与えてくれます。そ
の暖かさを人の心にゆっくりと静かに届けたいと思って
います。

　私のテーマはいつも「時の流
れ」です。ゆっくりと流れる時間を、
人物を配置した静物で表現してき
ました。モチーフには古い置物や
新鮮な花等、対照的なものを選び
ました。背景はシンプルにして、対
象の人物が際立つように構成を

して、逆光とすることでバルールを弱めています。布を通
して人体を見せられるように、できるひだや色を変化させ
ることで装飾性や密度を持たせました。人物を中心に描く
ことで自分の世界を作り出すので、あまり現実のモデルに
入りすぎないように心がけて、強いテーマ性や主張は出さ
ないようにしています。人物を描くことで自分を絵に投影
しているのかもしれません。特に静の部分を描くことで自
分の感じる好きなものが表現できたと思います。
　このテーマでずっと一陽展に出品してきました。常に未
完成でありながらも、完成を目指す強い意志が画面から感
じられるような制作を続けていきたいと思います。

　例年木彫の寄木、内刳りの技
法を用いて人体や具象的な要素
の多い抽象的な形を作ってきた。
木を接着しているため、雨に弱く
野外とは縁が薄かった。
　しかし圧倒的な高層ビルに囲ま
れた六本木の空間にいつの日か

作品を並べて見てみたい欲求は年々高まっていた。
今回の「ミックスジュース製造機」は、基本的に1本の楠
木を彫り込んだものだ。木の生い立ち、方向性をいかしな
がら上下逆さに椅子や樽を組み合わせた。本体を鉄の台
座にはめ込み倒壊しないよう補強した。細かい部品は、ダ
ボを用いて本体に差し込んだ。雨に耐えられるように4重
の塗装を施した。
　耐候性は、彫刻にとってフォルムやコンセプトと同等に
重要な要素である。多くの彫刻は時間を超え、現在も残っ
ている。今回野外で作品を展示して、彫刻の強さ、素材な
どについて改めて深く考える機会となった。

　アトリエの近くに1本の「渋柿」
の大木があった。正確には「豆柿、
信濃渋柿」という。ビー玉ほどの
実をたわわにつけ、霜が降るたび
に甘さを増す。子供の頃は冬のお
やつとして食した。木に登って遊
んでいると、「折れやすいから危

ない」と近所の人に怒られたこともある懐かし記憶に満ち
た木である。この大木を切ると聞き、チェンソーを持って
材料確保交渉に駆け付けた。幸運にも所有者は快く承諾
し、作品のイメージを膨らませながら伐採の作業に入った。
ここに強者の老人がいた。命綱もなく、梯子と1本のロー
プだけで軽々と登り、高い上の枝からどんどん切り落とし
ていく。風で木が揺らぐ。傍観する我々は足がすくむ。太
い幹だけになると指示される方向にロープを引っ張り、掛
け声と地響きとともに、鮮やかに倒していく。クレーンの無
い時代の方法である。チェンソーで寸法に切り始めると強
烈に柿渋の匂いが立ち込める。「生」の香りと人々の汗を
体感しながら今回の作品は生まれた。

　17才で高校展に出した30号
の風景画は、地平線迄広がる湿
原と遠く薄い山、カーブして遠ざ
かる一本道と垂れ込める重い雲。
自然を賛美した空想の情景でし
た。イメージする事、焦がれる形
を求めて来ました。翻って今の私

は「エモーション」を描いています。気持ちと言うものは形
にしにくく、具体性に欠けます。でも絵画よりももっと抽象
的な、音を紡いでゆく音楽に例えれば、ビル・エバンスのフ
レーズひとつの中にあれだけの気持ちが込められていま
す。文学でも修辞学の優れた小説家の美しい行間には素
敵な心が読み取れます。絵画での私の場合は人物のフォ
ルムと抽象的な線、文字スタンプや余白等を配して様々な
レトリックを工夫してゆけば、エモーションを表現出来るの
ではないかと模索しています。

スカラベ賞
絵画部委員　大北 節子

　毎日のように地球のどこかで大
小はあっても地震
　は起きている。日本付近は特に
地殻活動が活発になったそうで
南海トラフ、最近では千島海溝沿
いの巨大地震の予知がされてい
る。

せめて1日前ぐらいに地震警報を出してくれたら…と思う
けれど限りなく無理なようだ。生 し々い東日本大震災の記
憶を次の千年先の世代までと考えると無力感に襲われる。
　Scrap&Builtで多くの困難を乗り越えてきた歴史を考
えると、タフな精神と無常観がないまぜになったのが日本
人の共通意識なのだろうと思う。
　危険がすぐ隣にあるのを理解しても、楽観的に考え日々
の生活を過ごしている。正常性バイアスが働くそうです。
　私の好きなオーデンの詩の一節です。
The sense of danger must not disappear
Our dream of safety has to disappear

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。
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第63回展　受賞者・新会員紹介第63回展　受賞者紹介

スカラベ賞
絵画部委員　水谷 喜美子

スカラベ賞
彫刻部運営委員　中村 義孝

一陽賞・会員推挙
絵画部会友　磯崎 式子

青麦賞・会員推挙
絵画部会友　武田 準二

青麦賞
絵画部　山田 芳之

青麦賞
彫刻部　羽室 陽森

スカラベ賞
絵画部委員　岡﨑 昭夫

　10数年前の個展の時、私の絵
を見ていると喘息の発作が治まる
という人に出会った。発作が起こ
りそうになると差し上げた作品冊
子を眺めていると不思議に呼吸
が楽になり、薬も不要だという。自
分に文才があれば学会で発表し

たい位という長い手紙を受け取り、介助タクシーに乗り数
回来場した老婦人の姿を思い出した。私は感動に震えた。
深い幸せを味わった。こんな経験は初めてだった。
　絵は万人の物では無い。絵描きと鑑賞者との稀な出会
いだと思う。この出会いを神に感謝する。一陽展に出品し
続けて50数年、振り返ると何と多くの先達、仲間に出会
えたことか!その一人ひとりに想いを馳せるとつくづく素晴
らしい仲間だったと感謝せずにいられない。
　ああ美神よ、描く気力を生涯与えたまえ。描くことが私
の存在理と思うから。

　一陽展のシンボルであるスカラ
ベの名称がついた賞を頂戴し光
栄に思っております。大学入学の
ころから彫刻をはじめ卒業と同時
に一陽展に出品し、41回休まず
こられたことは幸運であり支えて
いただいた方々に感謝いたしてお

ります。若いころからあまり器用な方ではなく何をやっても
人一倍時間をかけなければ人並みなものになりませんで
した。競い合って彫刻をする仲間にも恵まれましたが、い
つもライバルの背中を追っている状況は変わらず、いつか
自分もあんな風になれればと思うことはしばしばありまし
た。制作も仕事もうまくいかないことが続いていますが、い
つも「一陽来復」の言葉に励まされてきました。「明けな
い夜はない」とつぶやくと不思議に落ち着き、暗い夜のう
ちにこそ力を蓄えておこうという気持ちになれます。私の
理想とする夜明けは未だだいぶ先にあるように思います。

　闇の中に在る形・光・影・陰影に
惹かれます。若い頃の一時期にモ
ダンバレエの舞台照明の仕事に
就いていたことがあり、非日常世
界の中に感情を解放できるからで
しょうか。
　また様々な花を育てている中で、

特に夕顔が夕暮れに短時間に妖しく力強く花開き、朝日の
中で生命を終えるのを見ると、その一瞬の命を描き留め
たいと思います。儚い生の中で美しく咲く、それは人間の
望みそのものではないでしょうか。今作品は、煌めく水の
躍動感をも併せて表現しました。
　夕顔を描く時、花びら全体のうねりを面として捉えるこ
とを心がけていますが、その中にも鉛筆でなければ描けな
い細部があります。ドローイングは近年、特に海外で油絵
などと並んで、絵画の一部門として認識されているようで
す。下書きやクロッキーではない、独立したアートの一部
門としてのドローイングの力を少しでも感じていただけれ
ばと願っています。

　過去に特待賞をいただいた時、
喜びも束の間、次回作はと考え始
めると普通はこうだ、常識的には
こうだ。あるいはこんなふうに描
いたら笑われるんじゃないか、とい
う恐れからプレッシャーを感じるよ
うになりました。ではどうしようか

と思い巡らせていると、ある時ふっと失敗から新しい発見
もある。失敗など恐れなくとも良いのではないかと思うよ
うになりました。心の内側から湧き上がってくる想いに従っ
て絵を描くこと、ありのままの自分でいい。描きたいものを
自由に描きたいように描く、それが一番良いのではないか、
最後はそこに辿り着きました。安部龍太郎氏の小説「等
伯」の中で誰も見たことがない絵を描けと言う一文がでて
きますが、何故かその一文に心惹かれ大それた事ながら、
私もそれを目指そうと思っています。描くことが苦しいので
はなく楽しめればと思うようになり、今回の作品に繋がりま
した。次回はそんなに苦しまずにすみそうです。

≪小さい頃の記憶を辿って渓谷
沿いの道を歩く。山を登る体力が
無いのではという不安が心をよぎ
る。登山口で手にした案内図に目
を通し、「魚止滝」まで登ろうと考
えた。5月の木々の色は光をまぶし
く映している。丸太の浮橋を渡り、

斜面を一気に登った所にその倒木があった。両手で抱え
ることのできない木が、根に岩を抱き谷に向かって倒れて
いた。倒木の姿は自分のように思えた。しかし、木につぶさ
れても、生命はたくましい。そこに希望を見つけることがで
きた。≫
　20代の頃に描いていた作品は人に見せる自信があり
ませんでした。長い中断後の今も同じ気持ちです。とにか
く今は描写力をつけたいと思っています。ぞくぞくする感
覚を伝える事ができればと願っています。入賞は、少しは
自信となりましたが、展覧会場では他の作品に圧倒され、
恥ずかしい思いでいっぱいでした。これからも精一杯精進
して描きたいと思います。

　この度発表させて頂いた作品『月
を観る人』ですが、私はこの作品を通
して沢山の意見を聴くとができました。
特に作品全体に入れられた"切れ込み
"については賛否両論有り、優れた作
品とは何かについて考え直すよい機
会になりました。

　作品を作り、それを人に見せるとき、最も重要なのはその作品
が充実感を伴っているかだと考えます。充実感と言っても造形の
巧みさやテーマ性など、人により充実を感じる部分は様々かと思
います。
　私にとっては作品を鑑賞する際、作品の造形的な美しさを感じ
ると同時に、その作品がどの様な意思の元に制作されたのかと
思いを巡らす、その時間こそが最も充実していると感じるのです。
　そして、意思を感じさせる作品というのは、作家が多くのエネル
ギーを注いだ作品だと思うのです。
　今回の展覧会で私の作品は誰かに充実した瞬間を提供でき
たのだろうか。そんな疑問を抱きつつも、自らの表現を充実させる
には制作をし続ける他ないのだと強く意識しました。

　一陽展の初入選は二十歳の
時18回展で、それ以来、題材は
公園のブランコ、雨のハイウエー、
団地の影の上のサンダルと変化
し、現在はクレーターです。ジェッ
ソに黄色を混ぜてキャンバスに塗
ること数回、耐水の紙やすりで研

磨、それを10回以上繰り返した後に、キャンバスにテクス
チャを施して、エアブラシでフロッタージュをすると、下塗
りの黄色が青の画面上に乱舞して残り、その千変万化が
セザンヌの塗り残しの白のように心地よい。ほぼ自動的な
作画なので、人の目を気にせず、あれこれと迷うこともな
く、描くことの自由と描くことからの解放を楽しんでいます。
これって画家と言うよりは幼児のなぐりがきならぬ、なぐり
スプレーかもしれない。二十歳の時にブリジストン美術館
で見たセザンヌの『サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノ
ワール』の澄んだ青が目に浮かびます。退職してやすらぎ
の毎日ですが、97歳まで長命であった大学の恩師を目指
して、青に抱かれる作品の制作を続けていきたい。
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第63回展　受賞者紹介第63回展　受賞者紹介

会員賞
絵画部　大西 正雄

会友賞
絵画部　生田 裕人

会員賞
絵画部　宮坂 和子

会友賞
絵画部　妹尾 佑介

会員賞
絵画部　村杉 哲子

会友賞
絵画部　福山 歩由美

会員賞
版画部　小林 ミイラ
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　マルクスは「世界は解釈される
ものではなく、変革するものであ
る」と言ったが、絵画の世界では
この混沌とした現世界をその作家
自身の感性により解釈され、再構
築された図像を画布に表現するこ
とこそ解釈の意ではないかと思う。

この解釈するという行為が芸術の世界で如何に重要であ
るかは他分野の芸術作品、ドストエフスキーの文学やベー
トーヴェンの音楽に見られる世界を再認識させる異常な
までの力、それはけして美しいだけでも楽しいだけでもない
口当たりが悪いものだ。だが本来の芸術作品とはその様
な物なのだ。けして人畜に無害ではないのだ。ひるがえっ
て日本の現状を艦みれば、とくに音楽ジャンルなど通俗化
の最たるものでとても大人の職取に耐ええないJポップの
曲や、愚にもつかぬ流行歌を何千曲も作曲して芸術院会
員だと言っていられるその摩訶不思議な世界は、とても世
界を再認識させる力など感じないし、まさしく人畜無害に
誰にでも飲みやすく提供される甘味飲料なのである。

　「眠る公園」を出品するように
なってもう3年目になります。現在
の仕事に移ってからは全く描く時
間が無くなって、こんな場面を描
きたい、あんな場面を描きたい、と
いう思いだけが頭の中をぐるぐ
ると回っているばかりの日々です。

出張先でも公園を見つけてはあれこれ考え、仕事以外の
時間も思案を続けるので、へとへとになります。眠らない
工場をモチーフにしたのも何か因縁めいていて、背景は自
画像かとも思えるところです。
　市原市の臨海地区の化学工場へ写真を撮りに行った
のは夜中でした。黒い怪物のような工場が欲しかったので
すが、警備のためキラキラ。中央に横たわる巨大なパイプ
は最も重要でした。工場から伸びて公園の地面に突き刺
さるパイプを描いたときようやく画面が一つになって、納
得がいきました。少女のポーズもいつもどおり悩みました
が、小さく見えないよういじっているうちに成長してしまい、
想定外の意味を帯びて興味深かったです。

　工業地帯の構築物に魅せられ、
絵のモチーフは先ず、「工場あり
き」毎回、画面作りが悩ましいとこ
ろです。環境汚染、環境破壊、な
どなど・・・何かと負のイメージが
強い題材ですが、先端技術を有し
た工場群からもたらされる恩恵も

多々あり、私たちの快適な日常生活を支えているのも確か
なことです。片や樹木の根は、地上部より遥かに広く深く
根を張りめぐらせ、地下水や土中の微生物の助けによっ
て成長し、空中への酸素を放出し、浄化作用に癒やしま
でと・・・人類の英知と自然が支え合う世界に想いを馳せ、
共存、共栄し循環する領域を表現してみました。未来は明
るい!と信じて・・・

　会友賞という栄誉ある賞を頂
くことができ、大変感激しておりま
す。非常にレベルの高い作品が
並ぶ一陽展本展で、こうした賞を
頂けることは、大いに自信になりま
す。本当にありがとうございました。
私事ではありますが、2017年は

転勤により、仕事や住環境が一変し、制作のペースが大き
く乱れてしまった一年でした。情けない話ですが、正直な
ところ、制作に気持ちが向かわなかった時間もありました。
もし私が一陽会に属さず、個人のみの活動をしていれば、
昨年は何もせずに一年を過ごしてしまっていたかもしれま
せん。一陽会の先生方は、毎年私の絵を見守ってくださり、
良い時も悪い時も、厳しくもあたたかい声をかけてくださ
います。やはり、表現は鑑賞してくださる存在があってこそ
成立しうるものだと、実感しています。これからも自分を研
鑽するために、そして見てくださる人に少しでも私の作品
で楽しんでいただけるように、努力していきます。

　葉を落とした枝は、空をバック
に美しい造形を織りなしている。
枝の描く直線に近い曲線は、木を
生命あるものにするための法則
があるかのようにゆれ動く。そし
て、太陽に向って上へ伸びていく
枝、春の花の重さで垂れ下がって

しまった枝が交錯している。
キャンバスにそれらを映し込めば、いい絵ができるのでは
ないかと思ったのが、先の個展を終わった2年前。ところ
が、枝は思うような方向に描けず、色の選択を誤り、美し
いとは程遠い絵になり、と試行錯誤を繰り返し4枚目で、ど
うにかこうにか、たどり着くことができた。
大きい会場で観た絵は、「まだまだだぞ!」と言っている。し
ばらく、冬の寒さに耐え、付き合っていきたいと思う。

　辛い時、悲しい時、苦しい時、
人生のどん底とも思える　そんな
時、私は絵を描くことで、度々救わ
れてきました。
　絵を描くことで、精神のバラン
スを保ってきたように思います。
　「人生に光が射す。」と言葉で

表現することがありますが、もしその光景が目に見えたな
ら、こんな感じ!というのを描いたのが、今回の「春を待
つ」です。
　冷たく薄暗い部屋に居る女性の胸元に、暖かな一筋の
光が射します。
　女性の手元には、神様の使いである天使の羽が舞い
落ちます。
　私には、絵を描くことが希望であり、人生に射す光なの
です。
　暖かな春が近づいてると信じて、これからも制作に励み
たいと思います。
　そして、絵が描けることに感謝しています。

　この度は、会員賞をいただき
まして、有難うございました。何
か・・・、記憶の中で残したい食事、
食べ物の風景を表現していけた
ら・・・と思っています。できればご
覧になっている方々と共に、“そ
うそう、あるある、そんな感じ”と

いう食事の風景を表現できたらなと思っています。そして、
食べ物にどこか美しさとか感謝の心とかが表せるように、
下品にならないようにうまくまとめて、あたたかく伝える事
ができたら良いなと思っています。（私の作品をシュールと
か、怖いとかおっしゃる方もいらっしゃいますが。）
　銅版画のメゾチントの手法ですが、レンブラントのよう
に、対象物にスポットライトをあてて表現する方法に憧れ
ています。

　数年前からジャガイモを描いて
います。きっかけは、冷蔵庫のか
げで、こっそり芽を出していた彼ら
を見つけたことでした。鮮やかな
紫色のツノ、ふわふわとした細か
い白い毛が、秋の日差しに照らさ
れて、キラキラと光っていました。

水気がなくなった皮はたくさんのシワがよっていて、まるで
「ニヤリ」とほくそ笑む口のよう。その顔を見て、ただ淡々
と成長していく植物の力強さに感心したことを、今でも覚
えています。
　今回は、ジャガイモたちが集まって何か話しているよう
な様子を描きました。ジャガイモをテーマしてから、もうい
くつものジャガイモをシワシワにしては、食べずに、誠に残
念ながら捨ててしまっています。そんな彼らのうらめしげ
な声が聞こえるような気がして、この絵を描きました。今も、
アトリエに転がるジャガイモたち。モデルとしてひと仕事し
ていただいた後、自然にお帰りいただくための良い土はな
いものか・・・思案している日々です。
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第63回展　新会員紹介第63回展　新会員紹介

会員推挙　絵画部　青山 孟郎

　文字通り透き通った感の透明水彩に魅せられて、
100号クラスの風景画を描いています。絵の具を水の
流れに乗せ、にじみ・ぼかし・白抜きなどで偶然出会う色

も生かし形を作ってゆく・・。しかしイマイチと描き直し。でもそれがまた・??　
前の方が良かったかな!などなど。苦しんでいるのか楽しんでいるのか?

会員推挙　絵画部　坂本 真左子

　目の前の絵の描けていないところをどう解決すれば
よいのかと、技量不足そっちのけで悪戦苦闘している
ことがよくあります。しかし、それはしなくてもよい努力

であって時間を浪費しているのかもしれないと自問自答することもしばし
ば。そんなことを何度繰り返しているのかとも思いますが、それが私。関西

会員推挙　絵画部　隅田 博美

　子供の頃から不思議な夢をよく見ました。あまりの風
景の美しさに泣きながら目を覚まし、現実の方が自分の
居場所でないような気がして。夢の風景を絵にしたくて、

描き続けていますが、夢はあいまいで、なかなか形になりません。現実の
風景を組み合わせて、なんとか表現してみようと苦戦する日々 です。

会員推挙　絵画部　孫　鵬

　今回の作品「時は来た」は、男性の胴体が鳥籠に
なっており、扉が開け放たれて中にいた一羽の鳥が外
へ羽ばたく瞬間を描きました。男性自身も大きく手を広

げ、上昇気流に乗って飛び立とうとしています。これは「人工物の汚染や
支配によって未来への方向性を見失った現代社会の人間を「鳥籠の中

会員推挙　絵画部　たかはし あきこ

　移り行く日々 の中で創作活動は私にとって大変な作
業です。それでも描き続けるのは、自然の一コマを描き
続けて来て、これまで気にも留めなかった四季の移ろい

会員推挙　絵画部　武田 清子

　平凡で健康な生活こそが、何にも替えがたい物と気
づいた時、何げない風景や当たり前の物が新鮮に感じ
られる様になり、私の絵のテーマになっていました。一

陽会に入れて頂いて11年。その頃から原因不明の痛みに悩まされる様

会員推挙　絵画部　西藤 節子

　長く植物を描いてきましたが、二年前の早春に母の
法事の時の胡蝶蘭が枯れてきてその花びらを色紙で
何気に受けた時に、筋が浮き立ち面白い繋がりが出て

いたり、花びらの色を微かに残した部分と透き通るような部分とでグラ
デーションも醸し出されていて、そこに生命の循環や再生の強さと愛おし

会員推挙　絵画部　池田 国男

　まだまだ未熟な自分であるのに会員推挙の報を受
け大変恐縮する思いです。定年退職後の趣味としてと
思って来ましたが、そう言う訳にもいかなくなってきた様

会員推挙　絵画部　石田 孝子

　東日本大震災の衝撃的なTV映像は、今尚私の脳
裏に焼き付き、作品のテーマにもなっています。人間に
驚異をもたらす自然との共存を願わずにはいられませ

ん。それ以来、浮き球をモチーフにした心象風景画に取り組んでいます。
次第に縄紐とガラス球の造形表現に新たな魅力を感じ、試行錯誤の連

会員推挙　絵画部　磨井 静子

　此の度の63回展で「会員推挙」の連絡を頂き、支部
の先生方支えてくれた皆様方に感謝の念を、又喜びと
安堵感と苦しみからの解放を感じました。振り返ると中

学2年生で絵を断念し進学の道を選びました。40才の時に発病して5年
間の空白の中でもう一度絵を描きたいとの思いに駆られました。40才後

会員推挙　絵画部　大谷 良一

　仕事柄生活していく上で、いつも時間等の制約を受
けています。そんな理由で遠くへ行けず、逆にそれが都
合良くもあります。何気ない近所の景色に夢を乗せ、美

しい風景画になってくれたらなぁと思い描いています。何せ一陽展に出品
して、初めて千代田線に乗った田舎者ですから。今後も地元の河川沿い

会員推挙　絵画部　大塚 幸子

　○○年前、パプリカは私たちの食卓にあまりなじみの
少ない野菜でした。遠い国から“キッチンへようこそ"と
小品を描いていました。今は亡き北山泰斗先生から、果

物がこぼれそうに山積みされた写真の切り抜きをいただいき、大作へと
意欲と夢が広がりました。今、「陥穽（かんせい）」（落とし穴）と題して描い

会員推挙　絵画部　木村 さかえ

　この度は、会員に推挙していただき、大変光栄に思っ
ています。はじめて一陽会に出品した時から考えますと、
現在の絵までの長い変遷をしみじみ感じています。これ

　題材とするのは、毎年ヨーロッパに出かけ、旧市街の
路地を彷徨い歩き、中世の香りを残す街の現代の表情
です。特に陽光の明るい南欧の街が好きです。
　何も判らないまま、第57回展に出した水彩画
が入選したのが始まりでした。今回会員に推挙されまし
たが、絵の上での非日常的空間を彷徨い続けたいと
思っています。

巡回展で、ある先生が声かけしてくださったひと言が忘
れられません。心が軽くなったような気持ちになりました。
有難う御座います。私の作品の有り様はまさにその“一
言”に凝縮されているのかもしれません。遅 と々した模
索が続いていますが、絵画教室に通い始めた頃の感動
とその“一言”を忘れず精進したいと思います。それが
次に繋がっていくのではないかな。

　夢の美しい風景の中には、なぜか神様のような人が
登場して、私は帰りたいと頼むのですが、いつも、まだ
帰って来てはいけないと言われます。生まれてきた意味
を知るまでは、絵を描き続けなさいと。いつになったらわ
かるのか、遠い道程です。

の鳥」に見立てて描きました。明るい未来への道筋が
明確になり、扉が開け放たれ、自由な社会となる時は来
るのだろうか。今男性はどんな場所にいるのかわからな
いよう腰から下をトリミングしました。一枚の絵から見る
人のイメージが広がる構図を意識しました。まだまだ未
熟者ですが、日々 精進していきたいと思います。

や自然の雄大さを感じ、作品が完成するたびに上達し
ていることが実感できるからです。
　そして幸いなことに家族の支えも得ることができてい
ます。家族に感謝するとともに、気持ちも新たに創作活
動に邁進します。

になり、今日に至っています。痛みが和らぐ時間、「あっ、
今だ!」と絵を描く生活に慣れてきました。昨年始めて
個展も開く事が出来ました。一歩前へ踏み出せた私に、
一陽会から会員推挙の報を頂き二重の喜びでした。あ
りがとうございました。出来る時に、精一杯好きな絵を
描き、気持ちを前向きに持ち続け、頑張っていきます。

さを感じ、魅かれるようになりました。
　そう感じる自分の気持ちを表したくて描いています。
　描く時には、どう表現するかを含め多くの事に都度
迷い模索しながらまたそれ自体を楽しんでいる自分が
います。
　会員推挙頂けたことに深く感謝し、この先未熟ながら
も自分の世界を掴んで行けたらと思っています。

な気がします。岩や岩壁をモチーフとして描いて来てい
ますが、会員に相当する様な絵画を描ける様に皆さん
と共に勉強して行きたいと思います。今後ともよろしく
お願い致します。

続です。画面に存在するものの序列化や明暗の調子
に対する的確さなど空間表現にも課題を感じています。
此の度、会員推挙をいただき、心新たに今後も日々努
力・研究に邁進していきたいと思っています。日本画家、
片岡珠子氏は「立派な先生と力強い友達を持つことは、
絵を学ぶ上に大切なこと」と述べているように、私もま
さに福井のこの恵まれた環境に心から感謝しています。

半と50才前期に赴任したヨーロッパの地は豊富な色彩
と緑豊かな平原が広がってよく一人で描きました。しか
し、気が付けば外国の街中より日本の木造家屋に目が
向うようになりました。家業の木材や丸太や木の匂いの
鋸屑の影響のせいかもしれません。木の持つ魅力を如
何に表していくか今後の課題です。初心に戻ってしっか
り描いていきたいと思います。宜しくお願いします。

の風景を描いていくと思います。今は妻子を捨て、タヒ
チへでも行きたいけれど、行けません。北関東もなかな
かいいものです。「人の道を外さぬように」と、故小林
源次先生から絵の手ほどきを受けました。一陽展に出
品し　、今回会員にまでさせて頂き、少しでも良い絵と
なる様に頑張って精進して参ります。

ていますが、現代は物が豊かで便利な反面、とても怖い
世の中でもあります。画面の周りのパプリカを現代に見
立て、中の暗い部分を落とし穴に表現しています。世の
中には、この落とし穴がどこに待っているかわかりませ
ん。パプリカに様々なドラマを演じて欲しい。そしてパプ
リカの艶やかな表現はガラス絵の鮮やかな発色があっ
てこそだと思います。

までもずっと迷いながら絵を描いてきました。時に、後退
することもあると思いますが、螺旋を描くように少しでも
進んでいけたらと願っています。今は、時の流れの一瞬を
動植物で切り取りたいという、ちょっと大きすぎる望みを
持って描いておりますので、御指導宜しくお願い致します。

会員推挙　絵画部　西山 眞理子

　絵筆を持っている時、私が何で絵を描いているのだ
ろう?絵画と無縁の所にいた自分には、考えられません。
描くようになってから2〜3年は楽しくて時間を忘れ描い

ていたのが、いつからか悩みの連続で毎回止めようかと落ち込むばかり
です。描くことは今でも苦悩ばかりですが、私の中でいろいろな意味で想

いや感じる所が変わってきたように思います。感じた事
を表現するには、まだまだですが、ごく一部でも描けたら
と求め、ずっと悩み行くことでしょう。描くことにより、うま
く言えませんが、何かを教えてもらっているように思えま
す。そして今迄、出会った感動に感謝し、これから出会
うであろう不安と感動に・・・。
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会員推挙　絵画部　渡辺 通子

　長い間描いてきた、椅子と貝を止め、今は四角を
用いて抽象画に挑戦しています。
　私にとって四角は今までの積み重ねてきた時間で

あり、将来起こるであろう時間の数 と々いう思いです。
　新たな世界への挑戦に胸がときめいたと同時に
不安が一杯でしたので、今回の会員推挙は本当に嬉
しくこれからの励みになります。有難うございました。

第63回展　新会員紹介第63回展　新会員紹介

会員推挙　絵画部　村田 忠夫

　10号以上を描いたことがなかった私が50号の風景
画でキャンバスに向かっていたことを思い出す9年前。
その後4回入選すれど賞を頂くことは無く、やや諦めか

けていた5回目、元委員の神部先生の助言もあって、群衆の心をテーマに
した作品『何処へ』で奨励賞を、翌年特待賞と会友推挙を得て、絵に対

会員推挙　絵画部　山口 桂子

　この度、会員へ推挙していただき有難うございました。
私は、これまで絵の事で悩んだり、迷ったりした事が多々
ありましたが、描くことをやめようと思った事は一度もあ

りませんでした。また、先生方の講評にその都度納得しながらも思うよう
に描けないもどかしさを感ずることばかりでした。絵を描くことに近道はな

会員推挙　絵画部　山﨑 泰司

　自分自身の感覚で表現方法を見出し、イメージをふく
らませています。
　ひとりよがりのきっかけを強調しています。

　初心にかえって、自分なりに一歩一歩進んでいく絵に支えられ、描く事

会員推挙　絵画部　横山 優子

　出品したのは「記憶」と題したアンモナイトの化石の
絵だ。
　きっかけは糸魚川市のフォッサマグナミュージアムの

展示をみて、石の存在感に感動した事にある。
　何気なく足元に転がる石。実は、思いも及ばぬ様々な経験を得ながら、
途方もなく長い時間ここに在るものなのだ。化石となっているアンモナイト

会員推挙　絵画部　渡辺 とし子

　私の住む千葉市花見川区は、自然に囲まれた緑
豊かな町です。幕張の海岸から14.3kmの「花見
川」が流れ、春には桜、夏には川面が光り輝き、秋に

は桜の葉が色付き、土曜日曜には、サイクリングやランニング、散歩と、
区民の憩いの場となります。7年前の秋、カメラを持ち絵の題材を探し

会員推挙　版画部　若木 弘美

　私の考える銅版画の魅力は、キリキリと響くような
繊細な線や漆黒の存在感です。
　版が腐食される時間は、作品への思いと共に過ぎ

ていきます。

会員推挙　絵画部　橋爪　玲

　あたたかい闇に捧ぐ
　哀悼の意を込めて描いた作品「あたたかい闇」が
会員推挙をいただき、ようやく一区切りに思います。こ

こ数年、深い悲しみのなかにいた私の本展出品作は、「船葬　あまねく
月」「始まりの終楽章」「陰翳に富む日常」「遺響」等かなり迷走していた
様に思います。今回の作品で、漆黒の闇がせめてあたたかくあって欲し

会員推挙　絵画部　早瀬 淳男

　ある時、梅雨時に盛りの紫陽花が夏から晩秋にかけ
て枯れ行く過程で通常花と言っている部位（実はガク）
の色が抜けガク本来のうす緑から紅葉して赤く色付き、

時間をかけて最後に本格的に枯れていく様を見てわが身に重ねあわせ、
願わくば我もかくしぶとく美しく（?）老いて行きたいものとそれをモチーフ

会員推挙　絵画部　増澤 恵美子

　会員に推挙されたとの朗報を北嶋先生から頂き驚き
と喜びで胸一杯になりました。省みると北嶋先生が描
かれた水彩画に心うたれ、早速先生を訪れご指導をお

願いしたことが私が絵を始めるきっかけとなりました。あれから早30年余
り・・・。当時は全く絵心のない私でしたが先生のご指導のお陰で東京一

会員推挙　絵画部　松原 美幸

　長い間、絵を続けてきて本当に良かったです。
　これからも、自分の好きな絵を自分流に思うまま楽し
く、会員の名に恥じないよう、少しでも長く、描き続けら

会員推挙　絵画部　三浦 亀王丸

　クラシックカーという題材を描き始めた頃は、明暗に
よる光の照り返しや車体の写り込みの表現を追求する
ことで、描く対象と素直に向き合おうと奮闘していまし

た。描くにつれ、次第に描く対象とその周辺を取り巻く空間や世界観の表
現が描く際の課題となっていきました。表現する技術には、自然を正しく模

する姿勢が変わっていくようになりました。ただ好きで
絵を描いていたそれまでと違い、まずテーマを持つこと、
それがまた、個性に繋がって行くということを遅まき乍ら
学びました。
　これからは一陽会会員として恥ずかしくない、作品が
求められるのだという新たな心構えで、キャンバスに向
かっていきたいと考えています。

く、私も多くの先輩方がそうであったように、一歩一歩
直実に描いていくことしか上達の方法はないと思ってお
ります。
　そして、その先にあるもの、そこに見えてくるものを少
しでも感じながら描けていけたらと思います。これからも
精一杯頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろし
くお願い申し上げます。

で今を大切にしています。
　自己を見つめなおす新たなスタートとなりました。一
陽会参加に対し、アドバイス、励ましいただきました先生
方、先輩方に感謝いたしております。ありがとうございま
した。

が生息していたのは、その記憶のほんの一部にしか過
ぎないが、石となって大地と共にやはり長い時間軸の
中に在る。揺るぎないその存在に、憧れを抱いた。
　私は、日々 生活に追われ、迷いや不安を抱え、翻弄さ
れながら生きている。この石の存在感 は、私の心の中
で、錨のように指針のように、足を踏ん張り前を向かせ
てくれるように感じたのだった。

に、6km程自転車で走りました。川から少し離れた枯
れた地には、色々な物が捨てられ、どの様に運んだの
かと不思議に思う程大きなタイヤまでも捨てられて
いたのです。「花見川」がいつまでも憩いの場で有る
為に「美しい川」を守る事が大切と思い、捨てられた
タイヤを絵の題材としました。

　描くことから離れていた時期を経て、銅版画で表
現する喜びを得たことは私にとってとても大切なこと
です。
　この思いと、初めて作品が刷り上がった時の感動
を忘れることなく制作に向き合いたいと思います。
　出会ったことに感謝する気持ちを胸に刻んで。

い、一筋の光に導かれて欲しいという祈りを表しました。
召された者たちに見守られて、しばらくの別れを生きよ
う・・・次第に遠のいてゆく記憶がそうさせてくれるのか
もしれません。
　環境は、人を育み強くする
　描き、出品し続けることが出来る驚くばかりの恵みに
心から感謝です。

にその心象風景をテーマに選びました。
　とは言え表現力の未熟のせいでなかなか思うような
作品が描けないもどかしさのなかで今回会員推挙の栄
を頂き、驚きと更なる努力の必要性を痛感しています。
会員の名に恥じない絵が描けるよう精進いたします。

陽展に出品出来るまでになりました。その間、職務や家
事に追われ思うように描かれず断念しようと思ったこと
も多々ありました。真夏の太陽の下で咲き誇り、枯れて
もなお魅力あるひまわりに魅せられ、ひまわりを描き続
けています。私の人生に常に寄り添い苦楽を共にしてき
た水彩画。自分の想いを絵に託してこれからの人生を
ゆっくりと歩んでいきたいと思っています。

れますよう、努力、精進させて頂きます。
　ありがとうございました。

倣する技術と自身の感覚やイメージを具体的に形にし
ていく技術があると思います。様々な展覧会や作品を
拝見するたびに、一方の技術だけでなく、両方の技術
が合わさりハーモニーを奏でることで初めて自分の納
得いく作品が完成するのだと痛感させられます。これか
らも両方の技術を磨き、自分の納得のいく作品や表現
を追求していきたいと思います。
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個展・企画展・グループ展　etc. report ★一陽会所属作家の活躍を誌上再現個展・企画展・グループ展　2017年3月〜2018年2月　etc. report ★一陽会所属作家の活躍を誌上再現

〜風の旅人〜 三阪雅彦 洋画展　　
10月25日〜31日　大丸東京店 10階美術画廊

美しい驚き 泉谷淑夫展　　　　　　　
4月29日〜6月18日　奈義町現代美術館ギャラリー

阿部知暁 絵画展　　
5月31日〜6月6日　
大丸札幌店 8階美術画廊

彫刻三人展　　　
4月22日〜5月28日　
尼信会館 3階展示室

棚瀬修次 自選展
10月23日〜28日　
千駄木画廊

楠森道剛展　　　　　　　　
10月2日〜9日　Shonandai Gallery

横須賀康子展　　　　　　　　
5月15日〜20日　銀座第7ビル ギャラリー

阿部知暁 絵画展　　
10月5日〜11日
5階ギャラリーカワトク

水谷浩三・喜美子
ふたり展　　　　
7月15日〜8月20日
尼信会館 1階展示室

楠森道剛展
〜OTOGI〜　　　
12月19日〜24日
ギャリエ ヤマシタ2号館

古田恵子展
cocoon －無我への回帰－
3月16日〜4月16日
TOBARIER GALLERY

第19回 水谷喜美子 個展　　　
4月11日〜16日
株式会社喜聞堂 アートスペース余花庵

第12回 DU NORD展　　　
3月27日〜4月1日　銀座 井上画廊

水谷 浩三

水谷 浩三

小嶋 英子

坂井 幸子 藤田 裕子 本間 くみ

前川芳輝

水谷 喜美子

泉谷淑夫展 “月と羊のファンタジー”

10月2日〜9日　Shonandai Gallery 

13 14ICHIYO  No.53 ICHIYO  No.53



個展・企画展・グループ展　2017年3月〜2018年2月　etc. report ★一陽会所属作家の活躍を誌上再現 個展・企画展・グループ展　etc. report ★一陽会所属作家の活躍を誌上再現

小宅淑子 彫刻展 －50年の歩み 心の想いを…フォルムに－
2017年1月7日〜13日　茨城県立県民文化センター 一般展示室 

伏黒由利子展 〜わたしの心象表現 具象&抽象〜
10月19日〜22日　富山県民会館 3FギャラリーD　　

－星空の風景－
矢野 真展　　　
6月28日〜7月4日　
髙島屋 大阪店
6階ギャラリーNEXT

高橋章子 絵画展　　　
5月27日〜6月30日　
上小阿仁村 生涯学習センター 山口陽子・emi 親子展

9月4日〜9日　シロタ画廊

佐伯武彦・恵以子展　　
8月6日〜25日　喫茶B・G・M

石川ナオミ 銅版画展　
6月19日〜24日　画廊るたん 岩永勝彦の世界／福井の洋画

6月3日〜25日　福井県立美術館
岩永勝彦の世界　　　
10月9日〜14日　新井画廊

武田清子展　　
9月29日〜10月2日
アートギャラリー栄

古野恵美子 洋画展
5月4日〜10日　
京阪百貨店 守口店
6階京阪美術画廊 Ⅰ

響き合う空間展　
11月9日〜12月11日　
匠大塚 春日部本店

夢の庭4人展　　　　　　
9月10日〜10月9日　夢の庭画廊

インスタレーション3人展2017
大場吉美×齋藤久子×三井泰子 
10月10日〜22日　石川国際交流サロン

〈ムサシ新企画〉
ペティヨン展 pétillant　　　
7月2日〜8日　銀座 ギャラリームサシ

古野恵美子展
－彼方へ－　　　　
9月19日〜24日　
ギャラリー ヒルゲート 1F

大場 吉美

伊藤 正人 清水 啓一郎

安田　淳

塩川慧子

日本ガラス絵協会展－ガラス絵・風鈴－
高岡 徹 特別コーナー　　　
7月10日〜22日　gallery 一枚の繪
石川 三知代、 川口 文子、 古賀 敦子

ソレイユ
自由表現展 vol.2
9月8日〜25日
ぎゃらりーソレイユ
安田　淳、 西山 恭申

女流画家協会
金沢展　　　　　　
7月20日〜24日
石川県立美術館
塩川 慧子

日本ガラス絵協会会員による
新春ガラス絵展　　　　
1月8日〜13日
ぎゃらりい サムホール
高岡　徹、 川口 文子、 古賀 敦子

第11回美術家連盟
新会員奨励展'17　
6月12日〜24日
美術家連盟画廊
三浦 亀王丸

高岡　徹

佐伯 武彦 山口 陽子
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支部 & グループ活動報告 支部 & グループ活動報告

TOKYO東京支部

■2017年支部活動
一陽会東京展は東京支部主催として東京都美術館
での開催7年目を迎えています。
現在までの取り組みで一陽会東京展の評価も上がり、
29年度から5年間、同一会期、会場が確定しています。

（第7期1階3室、30年度5月19日〜27日の9日間）
今日まで支部員と特別出品者（外部作家も加えて）
で内容を充実させ努力しています。
更に18回展からはワークショップ、講演会、オーディ
エンス賞などを企画として（教育普及活動、鑑賞者
へのアプローチ）4年間継続し、今年の22回展もこの
企画を計画しています。

●第21回一陽会東京展
会場／東京都美術館、一階　第三展示室
会期／平成29年5月20日（土）〜27日（土）
受賞者
東京一陽賞 平山 えり子
特待賞 小林 ミイラ　和田 啓佑
奨励賞 盆　出省　高野 義雄　中村 達成
 浜田 三枝　藤本 美紗子　渡辺 通子
 山口 善史
東美賞 一町田 怜子
マルオカ賞 磯崎 式子
オーディエンス賞 仙田　清

●第21回展企画
・ワークショップ
　シルヴァーポイント　ドローイング　参加型
 小松 富士子

シュミット教授の作品 「三猿」、小松富士子氏、山田
幸彦氏、吉村雅利氏の作品
シルヴァーポイントドローイングの歴史、技法の解説
から始まった。少しずつ鑑賞者が参加者となり、20名
程となった。参加者は、おもい思いに題材を決めてい
た。子供の頃の図画を思い出したのか、楽しみながら
描き終え、喜んで持ち帰っていただいた。

・講演会「谷中の文化―まちづくり」
NPOたいとう歴史都市研究会

 副理事長　椎原 晶子
「ふるさとになれるまち」をテーマに、谷中のまちの
魅力再発見と人々のつながりを中心にお話しされた。
椎原晶子先生の主な活動は伝統的建物の調査・維
持管理・運営などであるが、人 と々のつどい・勉強会・
交流会も積極的に進められている。そして、市田邸、
旧平櫛󠄁田中邸、カヤバ珈琲などでの関わりのある建
物は、地域の人々に愛されている。参加者は30名ほ

■支部員の活動  個展
●棚瀬修次自選展　10月23日〜10月28日
　千駄木画廊（文京区） 棚瀬 修次
●vol-32 TA-BA-C個展　11月27日〜12月9日
　SPC ギャラリー（日本橋） 武田 守弘
■グループ展  その他
●第43回 一麦会展　1月23日〜1月29日
　京橋ギャラリーくぼた（京橋） 山田 幸彦　加藤 恵子
●第9回 いちかわ街かど美術展
　2月19日〜2月26日　
　市川市文化会館地下展示室（市川） 武田 守弘
●第43回 歩会彫刻展　4月25日〜5月7日
　千葉県立美術館（千葉） 武田 守弘（招待出品）
●抽象作家による「MY マニアル8ペット鳥展」
　5月15日〜5月27日　ギャラリーG.K（銀座）
 棚瀬 修次
●第12回 新池袋モンパルナス西口回遊美術展
　5月18日〜5月31日　大石村ガレージ画廊（池袋）
 武田 守弘
●第21回 一陽会東京展　5月20日〜5月27日
　東京都美術館（上野） 棚瀬 修次　高橋 正晴
●初夏の花鳥風月展　6月5日〜6月10日
　STAGE-1（銀座） 棚瀬 修次
●石川忠一を囲む会　6月8日〜6月14日
　ギャラリー絵夢（新宿） 棚瀬 修次
●CAF.N 金沢展　6月13日〜6月18日
　金沢21世紀美術館（石川） 小松 富士子 棚瀬 修次
●足立区展　6月27日〜7月2日
　シアター1010ギャラリー（足立区）　
 棚瀬 修次（審査員）
●絵夢CONNECTION 2017　6月30日〜7月9日
　ギャラリー絵夢（新宿） 棚瀬 修次
●第20回 綺羅星展　7月7日〜7月15日
　千駄木画廊（文京区） 棚瀬 修次
●Contemporary Art Exhibition
　7月24日〜7月29日　ギャラリーG.K（銀座）
　Gallery ちいさいおうち（京都） 棚瀬 修次
●故・林紀一郎先生の出版記念展とお別れ会
　8月14日〜8月19日　ギャラリー暁（銀座）
 棚瀬 修次
●第13回 世界絵画大賞展　8月14日〜8月20日
　東京都美術館（上野） 甲賀　保
●遊・桜ヶ丘現在進行形野外展
　10月3日〜11月26日　原峰公園（多摩市）
 武田 守弘
●2017年あつぎ市市民芸術文化祭

どでしたが、是非とも、多くの方に知って頂きたいと
思った。

■これまでのワークショップ、講演会企画
●第18回展
・ワークショップ　版画「うつしてみよう」
 講師　田中 正秋
・講演会　「国際シンポジュームの現況」
 講師　八木 ヨシオ
●第19回展
・ワークショップ　「木のオブジェ　磨き」
 講師　武田 守弘、安田　操
・講演会　「アニメーション　生き生きアート」
 講師　木下 小夜子
●第20回展
・ワークショップ　ライブドローイング
 実演　吉村 雅利
・講演会　テーマ「彫刻と素材について」
 講師　八木 ヨシオ　滝川 鯉吉
●第22回展（平成30年）開催期日について

会場／東京都美術館1階第3展示室
会期／平成30年5月19日（土）〜27日（日）（9日間）
搬入日／5月13日（日）　
陳列日／5月19日午前中、午後14:00開場

各部研究会、授賞式、懇親会
企画日／5月20日（日）午後ワークショップ、講演会

○22回展の企画について
・ワークショップ　第2回シルバーポイント ドローイング
 講師　小松 富士子
・講演会

大倉山ワークキャンプ、（モニュメントの制作、設置）
 講師　八木 ヨシオ

平成29年11月
「詩人の声　石彫家・八木ヨシオ ― 人と作品」評伝、
著者／早坂 義征　発行所／水茎舎より出版される。

・オーディエンス賞

　「第27回 野外彫刻造形展」　10月8日〜10月15日
　厚木市ぼうさいの丘公園 （厚木市） 高橋 正晴
●neo〈視点-12の個〉展　10月16日〜10月22日
　ギャラリー暁（銀座） 棚瀬 修次
●第3回 「十」・の眼展　10月23日〜10月28日
　ギャラリー暁（銀座） 棚瀬 修次
●第2次 フェノメナ '17展　10月30日〜11月4日
　Gallery 風（銀座） 小松 富士子
●サテライト展　10月30日〜11月26日
　SPCギャラリー（日本橋） 武田 守弘
●2017 CAF ネビュラ展　11月8日〜11月19日
　埼玉県立近代美術館（浦和） 小松 富士子
●まほろば佐久に咲く 素描展2017
　11月16日〜11月22日　ギャラリー絵夢（新宿）
 小松 富士子
●「十」・の眼展　11月26日〜12月1日
　銀座ギャラリー暁（銀座） 磯崎 式子　棚瀬 修次
●Infinity 2017　11月27日〜12月2日
　GALLERY ART POINT（銀座） 石川 敏夫
●ArtavitaContest♯25で1位優勝者選出
　11月29日
　Artexpo New York（2018 ニューヨーク）に招待出品
 石川 敏夫
●日本ガラス絵協会展　2018年1月8日〜1月13日
　ぎゃらりいサムホール（銀座） 高岡　徹
●ACTアート大賞展　2018年1月9日〜1月13日
　The Artcomplex Center of Tokyo（新宿）
 三浦 亀王丸
●第26回 新春展　2018年1月13日〜1月21日
　千駄木画廊（文京区） 棚瀬 修次
●〈ミニミニ100選〉展　2018年3月5日〜3月10日　
　ギャラリー暁（銀座） 棚瀬 修次
 （杉山　司・小林 達也・記）

KANSAI関西支部

◇主に2017年2月〜2018年1月
■関西支部関係の展覧会
●第55回 関西一陽展
　2017年3月7日〜12日　大阪市立美術館
<出品状況>　支部会員 絵画　93点（54人）
 ＊特別展9点含む
 彫刻　7点（ 5人）

入選 絵画　68点（38人）
 彫刻　1点（ 1人）
<入場者> 3,278人
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＊ 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、本展とは別に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になっている。（大阪市・大
阪市教育委員会後援）

＊ 第55回展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.受賞作も増えてきた。

＊ 特別展示として尾島守会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。松村一夫、
藤本元美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㈱小杉氏よりアクリ
ル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80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ていねい
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。

＊ 入場者も昨年を上回り3千人を大きく越え、盛況だった。
<第55回　関西一陽展受賞者>
　関西一陽賞 片山 麻里江（絵）
　大阪市長賞 橋本 豊子（ 〃 ）
　大阪市教育委員長賞 相浦 利祐（ 〃 ）
　ホルベイン賞 渡邊 光章（ 〃 ）
　奨励賞 大西 紀子　谷口 紳一　津末 慶子
 永田 和行　山本 尚子（以上、絵）
 山縣 里枝（彫）
　　会友賞 藤田 安臣（絵）
●2017 一陽会関西作家展　6月15日〜20日
　サンパルギャラリー（神戸市）
＊ 絵画30号までの中・小品と彫刻の展示で、充実した

内容となった。
【出品44名（絵画・彫刻一人1点出品）】

安孫子 百合　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

鍬田 和見　古曽 成樹　坂本 真左子 定岡 三紀子
佐野 儀雄　墨川 廣徳　隅田 博美　宗　保江

高孝 壬津子　高橋 章子　田坂 奈美子
たつみ ゆうこ　田渕 幹夫　檀野 計藏　豊岡 知世枝

永田 啓子　永田 牧子　新村 則一　西浦 まゆみ
西尾 昭子　西谷 のり子　西山 眞理子　橋本 紀夫

平田 せつ子　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

●事務局会議
＊ 支部会議および展覧会の前に随時開催
・1月10日・3月6日（関西展陳列担当者）・4月29日
・9月30日・10月21日（一陽展陳列担当者）・11月18日
●支部会議
・1月22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14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18日 一陽展出品作品の把握（下見）
・10月9日 一陽展<大阪展>諸準備、発送事務
・12月3日 決算総会（第54回関西一陽展発送事務）
・2018年1月21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19日 エル・おおさか
＊ 一般出品者・会友の講評を行い、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。

■支部会員の個展
●第19回 水谷喜美子 個展　4月11日〜16日
　アートスペース余花庵（京都市）
●彫刻三人展　4月22日〜5月28日
　尼信会館（尼崎市） 前川 芳輝（二木泰生・三木盛顕）
●美しい驚き 泉谷淑夫 展　4月29日〜6月18日

　奈義町現代美術館ギャラリー（岡山県）
●古野恵美子 洋画展　5月4日〜10日

　京阪百貨店守口店6階美術画廊
● - 星空の風景 -  矢野 真 展　6月28日〜7月4日

　大阪・なんば 高島屋6階　ギャラリー NEXT
●水谷浩三・喜美子 二人展　7月15日〜8月20日

　尼信会館（尼崎市）
●佐伯武彦・恵以子 展　8月6日〜25日

　喫茶B・G・M（兵庫県豊岡市）
●古野恵美子 展　- 彼方へ -　9月19日〜24日

　ギャラリー ヒルゲート（京都市）
●泉谷淑夫 展「月と羊のファンタジー」
●楠森道剛 展
　以上=第63回一陽展同時開催

　10月2日〜9日　湘南台画廊（東京・六本木）
●〜風の旅人〜 三阪雅彦 洋画展

　10月25日〜31日　大丸東京店10階 美術画廊
●楠森道剛 展 〜OTOGI〜　12月19日〜24日

　ギャリエヤマシタ2号館（京都市）

■2017年度 コンクール等の入賞・入選

三阪 雅彦　水谷 喜美子　三村 恵理　宮口　観
山下 濶志

●第63回 一陽展<大阪展>
　10月24日〜29日　大阪市立美術館地下展覧会室
＊ 絵画・版画121点　彫刻 12点の展示
　・巡回作品 絵画53点　彫刻5点
　・関西支部会員（委員・会員・会友）作品
 絵画57点（57人）　彫刻6点（5人）
　・関西の入選 絵画11点（11人）彫刻1点（1人）
＊ 入場者 3058人
＊ 台風接近と重なり、準備作業等が危ぶまれたが無事

開催。
＊ 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、本部からお招きした大場吉美、細

川尚、濵田清各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。各運営
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63回一陽展　受賞者（関西支部関係）>
　鈴木信太郎賞 尾島　守（絵）
　損保ジャパン日本興亜美術財団賞 奥村 佳弘（ 〃 ）
　スカラベ賞 水谷 喜美子（ 〃 ）
　会員賞 大西 正雄（ 〃 ）
　会友賞 たかはし あきこ（ 〃 ）
　特待賞 辻 マサオ（ 〃 ）
　奨励賞 大塚 小津江　多賀 和子 永田 和行
 渡邊 光章（以上 絵）
　会員推挙 坂本 真左子　隅田 博美
 たかはし あきこ　西山 眞理子（以上 絵）
　会友推挙 谷口 紳一　津末 慶子（絵）
●第56回 関西一陽展
　2018年3月20日〜25日　大阪市立美術館
※詳細は次号に掲載
■2017年度の支部行事

●市展・京展80年記念2016京展
　（京都市美術館・3月） 福家 省造
●第63回 全関西美術展　（大阪市立美術館・7月）
 佐野 儀雄（招待）　山下 𤄃志（招待）
 福家 省造（読売テレビ賞）
■美術館企画展など
●第25回 川西市展　（2月）
　川西市中央公民館・文化会館
 （審査員）尾島　守・藤本 元美
●原田の森ギャラリー リニューアルオープン展
　4月15日〜5月7日
　兵庫県立美術館王子分館原田の森ギャラリー

　川邉 嘉章　津野 充聡　鍬田 和見　前川 芳輝
　橋本 雅子

●兵庫県洋画団体協議会展　5月10日〜14日
　兵庫県立美術館王子分館原田の森ギャラリー

大東 明宏　尾島  守　新村教 則一　橋本 紀夫
廣門 幸三　藤本 元美　中田 絵里

●第32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60回守口市美術展覧会（9月）

（審査員）水谷 喜美子
●但馬ふるさと芸術文化祭（展示の部）
　11月兵庫県立但馬文教府ギャラリー

招待出品　佐伯 武彦
■各種展覧会での作品発表（企画展、グループ展など）
●第12回 AFU（アートフォーラム宇治）美術展
　3月2日〜5日　宇治市文化センター 福家 省造
●39E SALON DE KATO「カト展」
　5月23日〜28日　ギャラリーカト（京都市）

奥谷 卓則　福家 省造
●ルート・テン展　6月13日〜18日
　茶臼山画廊（大阪） 平田 せつ子
●心に響く小品展 6月20日〜7月2日
●それぞれの絵展 11月14日〜19日
●第25回 折々の作家たち展　2018年1月18日〜28日

以上= ギャラリーヒルゲート（京都市） 古野 恵美子
●開廊50周年 第三回 ガクラフト展  7月17日〜22日
●第7回 F6展　12月4日〜9日
　以上= マサゴ画廊（大阪市） 松村 一夫
●第71回 青甲展　7月19日〜24日
　和歌山県民ギャラリー 古曽 成樹
●第33回 ハクの会作家展　10月31日〜11月5日
　京都府立文化芸術会館

奥谷 卓則　奥村 佳弘　福家 省造
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●第5回 恵風会展　11月25日〜29日
　守口文化センター エナジーホール

山下 濶志　田坂 奈美子　上野 和子　田村 初江
玉置 義弘　中西 敦子　山本 尚子　山本　学

●The 14th Salon DO Painting exhibition
　12月1日〜6日　守口文化センター エナジーホール

安孫子 百合　高孝 壬津子　田渕 幹夫
檀野 計藏　西山 真理子　水谷 喜美子

水谷 浩三　森本 正義
■2018年度　関西支部の主な予定（4月以降）
●2018一陽会関西作家展　6月15日〜20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19日（日）13:00〜 エル・おおさか
●第64回 一陽展<大阪展>　10月23日〜10月28日

大阪市立美術館
●第57回 関西一陽展　2019年3月19日〜24日　　

大阪市立美術館
■2018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） 丹後 香子
（大阪展会計） 松村 一夫

　事業部 安孫子 百合　上田 純子　大東 明宏
山下 濶志

 （会計監査⋯⋯三村 恵理　たつみ ゆうこ）
 （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38名出品）

1月11日　ギャラリー金巴里
●総会・新年会　（12:00〜）
　会友展打ち合わせ（14:00〜）　1月22日

ホテルポートプラザちば
●千葉一陽会会友展　（24名出品）　3月16日

画廊ジュライ
●準備会　（9:30〜）
　第40回記念千葉一陽展について　3月19日

きぼーる15F多目的室
●第40回記念 千葉一陽展　※記念図録発行
　6月13日 千葉県立美術館
●第40回記念 千葉一陽展研修会　6月17日

千葉県立美術館

●彩の會展　6月27日
　君津市生涯学習交流センター 講師 : 細川　尚
●総美展　7月3日　五井会館 里地 芳美
●Water Color千葉展　7月4日　千葉県立美術館

鹿又 保子
●彩趣会展　7月4日　コスモス画廊喫茶

講師 : 鹿又 保子
●日本ガラス絵協会展　7月10日
　ギャラリー一枚の繪

石川 三知代　川口 文子　古賀敦子
●ante展　7月17日　Salon de G

大北 節子　山崎 泰司
●Vita展　8月2日　ギャラリーび〜た 佐々木 英子
●有難う。林紀一郎展　8月14日　ギャラリー暁

石川 三知代
●G・クローバー展　8月20日　茂原市美術館

講師 : 川上 弘子
●羅の会展　9月25日　ギャラリー青羅 川上 弘子
●平和を願う美術展　10月3日　千葉県立美術館

佐々木 英子
●金巴里展　11月6日　ギャラリー金巴里

会員・会友・同人多数参加
●November展　11月13日　ギャラリー暁

大北 節子
●野田美術会展　11月22日
　さわやかちば県民プラザ 鹿又 保子
●MOVE展in上海　12月4日　上海風月舎画廊

大北 節子
■コンクール・その他
●金谷美術館コンクール　2月18日　金谷美術館
　優秀賞 岩田 明美
●千葉市展　3月4日　千葉市美術館市民ギャラリー
　千葉市教育長賞 渡邉 ひろ子
　奨励賞 小澤 賢侑　鈴木　豊
●第67回 千葉県展　10月13日　千葉県立美術館
　（会員以上、無鑑査）
　県展賞 川上 弘子
　知事賞 黒川 秀夫
　千葉市長賞 渡邉 ひろ子
　館山市長賞 岩野 美紗子
　山武市長賞 佐々木 康樹
　会員推挙 早瀬 淳男　吉田 静江
　常任理事出品 濵田　清　小島 鐵男
　理事出品 岡村 順一　大久保 綾子　大北 節子
　会員出品 永倉 一徳　金綱 照夫　川上 弘子

山本 映子　岩田 明美　坂井 幸子

●第40回記念 千葉一陽展授賞式・懇親会
　6月17日 ホテルポートプラザちば
●第62回 一陽展受賞作家小品展　9月12日

ギャラリー金巴里
●幹事会　（13:30〜）　12月3日

きぼーる13F会議室
■個展
●細野美佳展　3月16日 高山写真館
●里地芳美展　4月18日 ギャラリー金巴里
●山口陽子・emi親子展　9月4日 シロタ画廊
●佐々木英子展　9月25日 光画廊
■グループ展・その他
●洋画グループ犀展　1月5日　千葉信金

里地 芳美
●福島県在京美術家協会展　1月16日
　ギャラリー白百合 濵田　清　山口 陽子
●日本ガラス絵協会展　1月23日　井上画廊

石川 三知代　川口 文子　古賀 敦子
●洋画グループ犀展　1月25日
　木更津市立中央公民館 里地 芳美
●一櫂会展　2月16日　画廊ジュライ

講師 : 濵田　清
●女子美同窓会千葉支部展　2月24日
　ギャラリー睦 大久保 綾子
●9人の女流作家展in千葉　3月2日　画廊ジュライ

大久保 綾子
●DU NORD展　3月27日　井上画廊

小嶋 英子　坂井 幸子　本間 くみ
●彩友会展　4月18日
　青葉の森公園森のギャラリー 講師 : 永倉 一徳
●アトリエこうたき展　4月27日　きぼーるアトリウム

講師 : 香焼 直美
●みなづき展　6月6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20日　興風会館

鹿又 保子

小嶋 英子　山田 久子　河野 緋紗子
宇梶 陽子　宍倉 綾子　里地 芳美

山崎 泰司　楠　忠臣　篠崎　聡
風早 和雄　斉藤 光彦　佐々木 英子

　入選 黒川 秀夫　渡邉 ひろ子　岩野 美紗子
佐々木 康樹　吉田 静江　早瀬 淳男

鈴木　豊　橋本 るり子
●市原市展　10月28日　山口達賞 里地 芳美
●飯田弥生賞展　12月3日　奨励賞 山田 久子

（金綱 照夫・記）

KANAGAWA神奈川支部

■支部活動
●第一回 下見会（絵画・版画）　4月2日

かながわ県民センター
●第二回 下見会（絵画・版画）　7月1日

かながわ県民センター
●忘年会 12月15日
■個展及びグループ活動
●横須賀康子個展　5月15日〜20日
　銀座第7ビルギャラリー 横須賀 康子
●OVAL展　4月17日〜23日　画廊楽 村杉 哲子
●第21回 一陽会東京展　5月21日〜27日
　東京都美術館 緒方 かおる　小澤 美雪

三原 路子　山室 正子
神山 茂樹　衛守 和佳子

●第71回 女流画家協会展　5月29日〜6月4日
　東京都美術館

塩川 慧子　後藤 静子　久留宮 和子
●第13回 横浜美術協会会員会友展　6月6日〜12日
　横浜市民ギャラリー 村杉 哲子
●第35回 茅ヶ崎美術家協会展　6月13日〜7月8日
　茅ヶ崎美術館 横須賀 康子
●金沢区美術展　6月19日〜25日　金沢区役所

村杉 哲子
●ペテイヨン展　7月2日〜8日　ギャラリームサシ

塩川 慧子
●女流画家協会金沢展　7月20日〜7月25日
　石川県立美術館 塩川 慧子
●第11回 アートバザール展　7月31日〜8月6日
　ギャラリー八重洲 緒方 かおる
●有難う。本当に有難う!林紀一郎展
　8月14日〜19日　ギャラリー暁 塩川 慧子
●第70回 鎌倉市展　10月6日〜10日　鎌倉芸術館

横須賀 康子

第40回記念 千葉一陽展
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●神奈川県女流美術家協会展
　10月18日〜10月23日　横浜市民ギャラリー

後藤 静子
●描の会展　10月30日〜11月5日
　サブウエイギャラリーM 青山 猛郎　内田 綾子
●第73回 ハマ展　11月1日〜13日
　横浜市民ギャラリー

青山 猛郎　井口 英資　緒方 かおる　村杉 哲子
●アンパンSM展　11月21日〜27日
　万国橋ギャラリー 緒方 かおる
●第10回 金沢区美術展　11月23日〜28日
　能見台地区センター 井口 栄資
●プチパン展　1月9日〜20日　仲通りギャラリー

村杉 哲子
●鎌倉美術協会・新春ギャラリー展　1月17日〜22日
　鎌倉生涯学習センター 横須賀 康子

（村杉 哲子・記）

CHUBU中部支部

◇2017年4月〜2018年3月
■支部活動
●第54回 中部一陽展　5月16日（火）〜5月21日（日）
　愛知県芸術文化センター
　（絵画46点・彫刻9点　合計55点）
　〈受賞者〉
　（絵画）
　　中部一陽賞 伴　昭子
　　中日賞 横山 満津子
　　奨励賞 伊藤 知佐子　岩田 悠子

亀山 敏子　佐々木 美樹子
　　新人賞 花嬢 舞妃子　山田 芳之
　　会友賞 松原 美幸
　（彫刻）
　　東海テレビ放送賞 樋口 勝彦
　　奨励賞 八谷 麻里子
●夏期総会　7月22日（土）　

名古屋市芸術創造センター
●第44回 岐阜一陽展　8月29日〜9月3日
　岐阜県美術館
　彫刻 今井田 一己　八谷 麻里子　樋口 勝彦

森島 昭道
　絵画 伊藤 知佐子　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　西脇 義照
野田 美子　山田 晃平　山田 芳之

久保田 正剛　西脇 義照
●養老教職員 美術研修 三重県
●羽島市美術展　不二羽島文化センター円空展示室
　運営委員審査員 今井田 一己　小畑 恭子
　市民賞（彫刻） 樋口 勝彦
　入選（絵画） 今井田 高江
●岐阜市展　入選 山田 晃平
◇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
●一宮市美術展　一宮文化センター
　入選 大橋 壯久
◇12月
●源流展　岐阜県美術館 小畑 恭子
●YOU友展　一宮三岸節子記念美術館

野田 美子
●チャリティー 色紙展
　岐阜新聞本社　岐阜マーサ21 久保田 正剛
　岐阜新聞　西濃総局　イオン大垣 久保田 正剛
　毎日新聞　毎日文化センター 西脇 義照
◇2018年3月
●水陽会展　毎日文化センター絵画教室
　名古屋市民ギャラリー8F 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28日 あきねい
●総会　3月18日　ホテルニューステーション
　長野支部50回記念画集発刊決定

（担当　碓田、やまぐち、島田、林）
※5月26日完成

●第50回 一陽会長野展準備会　6月24日
あきねい

●第50回 一陽会長野展　7月18日〜23日
　ギャラリー82
　絵画35点　彫刻3点　招待（絵画2点）

※23日　ロビーコンサート（ジャズバンド）
●作品研究会　7月17日　午後1時〜4時
　講師 小島鐡男運営委員　舘野弘運営委員

（31名参加）
●第63回 一陽展　国立新美術館
　会員推挙 武田 準二　横山 優子
　会友推挙 金田 真由美　君島 しょうたろう

西澤 裕美子　伊波 文三（彫）

横山 満津子
●第63回 一陽展　10月4日〜10月16日
　国立新美術館
　〈受賞者・初入選者〉
　　絵画　青麦賞 山田 芳之
　　　　　会員推挙 橋爪　玲　松原 美幸
　　　　　奨励賞 志知 佳子　鈴木 啓子
　　　　　初入選 亀山 敏子
●第18回 陽友会展　10月31日〜11月5日
　名古屋市民ギャラリー栄

伊藤 知佐子　岩田 悠子　大橋 壯久　亀山 敏子
志知 佳子　鈴木 啓子　中嶋 美紗子　野田 美子

橋爪　玲　服部 秀勝　伴　昭子　山田 晃平
横山 満津子

●中部一陽展打合会　3月17日
名古屋市芸術創造センター

■個人活動
◇2017年3月
●春艸会展（70回）　愛知県美術館ギャラリー

中嶋 美瑳子
◇5月
●大垣市美術家協会展　大垣市文化会館

久保田 正剛　西脇 義照
◇6月
●神戸町美術展　日比野五鳳記念会館

久保田 正剛
●藍画会　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
◇7月
●養老町美術協会展　養老町民ギャラリー

久保田 正剛　西脇 義照
●養老教職員展　養老町民ギャラリー

久保田 正剛　西脇 義照
●西濃地区教職員作品展　大垣市文化会館

久保田 正剛
●羽島市美術協会洋画部展
　不二羽島文化センター円空展示室

小畑 恭子　今井田 高江
◇9月
●西濃美術展　大垣市文化会館

久保田 正剛　西脇 義照
◇10月
●大垣市美術展　大垣市民会館

久保田 正剛　西脇 義照
　入選 山田 晃平
●養老町美術展　養老町民ギャラリー

　青麦賞 武田 準二
　特待賞 小池 華子
　奨励賞 吉原 悦子　伊波 文三（彫）
　植木力賞 小林 一夫（彫）
■公募展
●第69回 長野県美術展　6月25日〜7月2日
　松本市美術館
　知事賞 勝山 昭子

碓田 順彦（無鑑査）　荒井 正則　北島 英己
小池 華子　高橋 文夫　田中　渉　林　政人

松川 勝男　本多 和子　やまぐち かずお　横山 優子
依田 千恵子　春原 功（彫刻審査員）

●第68回 北信美術展　10月9日〜15日
　トイーゴ（23名出品）　
　審査員 碓田 順彦　北島 英己　松川 勝男
　信濃毎日新聞社賞 本多 和子
●第70回 中信美術展　2018年1月3日〜14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
●垣内カツアキ新近作展 3月20日〜6月4日
●垣内カツアキ回顧展（Ⅰ） 6月6日〜7月30日
●垣内カツアキ回顧展（Ⅱ） 8月2日〜10月20日
●垣内カツアキ回顧展（Ⅲ） 10月22日〜11月30日

以上　伊那アルプス美術館（箕輪町）
※垣内カツアキ10月27日退会

●き・らめく・・・展
君島 しょうたろう　名香山 直子 出品

　松本市美術館 4月18日〜23日
　安曇野市豊科近代美術館 5月16日〜21日
　市立小諸高原美術館 6月20日〜25日
　銀座 新井画廊 7月24日〜29日
　おぶせミュージアム中島千波館 9月16日〜10月1日
　ギャラリー森の妖精たち 5月〜10月
　アート黒姫 4月〜10月
●島田広之の絵画教室 2017　5月1日〜14日
　千曲市民ギャラリー 島田 広之
●小林一夫と浮ゆかいな仲間たち
　5月20日〜6月2日　元麻布ギャラリー 佐久平

君島 しょうたろう
●君島しょうたろう展　5月27日〜6月4日

アート黒姫
●十の会絵画小品展　6月4日〜24日
　須坂シルキープラザ市民ギャラリー 北島 英己
●第16回 日本美術家連盟
　信越、新潟、長野地区会員展　7月3日〜8日
　新潟県民会館 やまぐち かずお
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●アフター5 イリュージョンズ30回記念展
　8月14日〜27日　千曲市民ギャラリー 島田 広之
●君島しょうたろう展　10月5日〜10日

銀座GalleryG2
●信州コンテンポラリーアート30回記念展
　10月25日〜29日　松本市美術館 林　政人
●松川勝男展　11月1日〜20日 アート・エム（長野市）
●小林一夫彫刻展　11月21日〜26日

アートギャラリー884
●君島しょうたろう展　11月23日〜12月3日

朝陽館ギャラリー蔵
●小林一夫彫刻展　12月2日〜24日

浅間縄文ミュージアム
●アート・エム絵画展　2018年3月20日〜25日
　ギャラリー82 松川 勝男主宰14名

（林　政人・記）

ISHIKAWA石川支部

■活動報告
●総会　4月16日 ホテル日航金沢
●作品研究会　7月29日 インプレス

　本部より濵田清運営委員を招聘し作品講評会
　懇親会を開催
●2017一陽会石川支部展　11月18日〜23日

石川県立美術館
●本展反省会　11月11日 市民工房うるわし
●2018一陽会石川支部新春展　1月16日〜21日

金沢21世紀美術館
■個展
●飯田恭彦　森林を描く展　5月9日〜14日

津幡町文化会館シグナス
●飯田恭彦 津幡町を描く展　7月1日〜15日
　津幡町かつざきロビー ギャラリー由
■公募展

田方　勇
●2017CAFネビュラ金沢展　6月13日〜18日
　金沢21世紀美術館 安田　淳　白井 正浩
●辰口の風展　6月1日〜11日 後出 秀茂
●能美市作家協会N展　6月15日〜25日
　根上学習センター 後出 秀茂
●能美市絵画協会展　6月16日〜26日
　根上学習センター 後出 秀茂
●第13回 能美市作家協会展　7月15日〜23日
　根上学習センター

阿部 正子　山崎 綾乃　後出 秀茂
●第6回 ACB展　8月　小松市ぎゃらりーソレイユ

安田　淳
●第2回サムホール展煌めき　8月1日〜26日
　津幡町かつざきロビー　ギャラリー由

川村 甚子　岩城 和恵
●ソレイユ自由表現展　vol.29月8日〜25日
　小松ぎゃらりーソレイユ

安田　淳　白井 正浩　西山 恭申
●夢の庭4人展　9月〜10月
　長野 上田・夢の庭画廊 安田　淳
●大場吉美×齋藤久子×三井泰子
　インスタレーション3人展　10月10日〜22日
　石川国際交流サロン 大場 吉美
●yy展　油画団安田組・石川県立辰巳丘高等学校
　芸術コース美術専攻油絵卒業生展覧会
　11月　賛助出品 安田　淳
●2017CAFネビュラ展　11月
　埼玉県立近代美術館 安田　淳
●第13回 津幡町美術作家協会展　11月8日〜12日
　津幡町文化会館シグナス

飯田 恭彦　川村 甚子　岩城 和恵
●第10回赤とんぼ展　11月23日〜26日
　ラポルトすず 吉野 美策子
●能美市作家協会N展　11月25日〜12月3日
　根上学習センター 山崎 綾乃　後出 秀茂
●嵐・後出二人展　11月29日〜12月10日
　ギャラリースイートK 後出 秀茂
●第6回 野々市市美術文化協会展　12月3日〜10日
　まなびの杜 ののいちカレード

竹田 明男　西山 恭申　尾山 隆夫　卜部 良子
●野々市市文化協会30周年記念作品展
　12月11日〜16日　まなびの杜 ののいちカレード

竹田 明男　西山 恭申　尾山 隆夫　卜部 良子
●第57回 歳末美術展　12月8日〜13日
　金沢香林坊大和

●第73回現代美術展　3月30日〜4月16日
　金沢21世紀美術館（洋画）
　副理事出品 大場 吉美
　委員・審査員出品 野中 未知子
　委員出品 安田　淳
　会員出品 飯田 恭彦　尾山 隆夫　金田 千佳

柴山 桂子　白井 正浩　竹田 明男
中野 久賀子　中本 邦夫　西山 恭申

　次賞 田方　勇
　佳作賞 城戸 清子　吉野 美策子
　入選 芝西 広美　山崎 綾乃　阿部 正子

川村 甚子　小島 信子　卜部 良子
中谷 美和子　後出 秀茂　巻 砂紀恵

●第73回 現代美術展　3月30日〜4月16日
　金沢21世紀美術館（彫刻）
　会員出品 大鍬 英治
●第21回 日仏現代国際美術展　4月
　東京都美術館
　常任委員出品・国際文化功労賞 安田　淳
●第57回 小松美術展　5月10日〜16日
　サイエンスヒルズこまつ 安田　淳
●第3回 菱川賞展
　8月13日〜18日　富津市役所
　9月1日〜7日　東京日展新会館

金田 千佳
●第6回 野々市市美術展　9月1日〜10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 西山 恭申　尾山 隆夫
　会員出品 卜部 良子
●志賀町を描く美術展　11月12日〜19日
　金沢美術工芸大学長賞 後出 秀茂
●第63回七尾市美術展覧会　10月27日〜30日
　石川県立七尾美術館
　副審査委員長出品 野中 未知子
　招待出品 巻 砂紀恵
■グループ展
●ソレイユ自由表現展　vol.13月10日〜27日
　小松ぎゃらりーソレイユ 安田　淳　西山 恭申
●一二会展　3月1日〜6日　白山市ギャラリーノア

 竹田 明男　白井 正浩
●第8回 はてなし会展　3月21日〜26日
　京都府立文化芸術会館 中谷 美和子
●第13回 白山市南加賀造形美術展
　5月31日〜6月4日　小松市民ギャラリールフレ

安田　淳　阿部 正子　山崎 綾乃　後出 秀茂

大場 吉美　野中 未知子　竹田 明男　安田　淳
阿部 正子　飯田 恭彦　尾山 隆夫　城戸 清子
柴山 桂子　白井 正浩　中本 邦夫　西山 恭申

山崎 綾乃　田方　勇
●第9回はてなし会展　2月13日〜18日
　京都府立文化芸術会館 中谷 美和子

（尾山 隆夫・記）

IBARAKI茨城一陽会

◇2017年
●「胡蝶の夢『宇留野信章展』」　4月1日〜5月28日
　藝文ギャラリー（茨城県水戸市） 宇留野 信章
●「筑西の美術2017－絵画展」 4月29日〜6月25日
　しもだて美術館（茨城県筑西市）

小川 京子　舘野　弘（外39名）
●「 ROOTS－17  WoodBone foossil 」
　5月23日〜28日　ギャラリーしえる（茨城県水戸市）

葛迫 大祐
●「第7回 県西水彩画会展」　5月30日〜6月4日
　古河街角美術館（茨城県古河市）

阿部　進（外10名）
●「第42回 取手美術作家展」　6月17日〜28日
　取手ウェルネスプラザ 多目的ホール（茨城県取手市）

雨谷 達夫　深谷 直之（外36名）
●「夜ノ街ヲ駆ケル」　6月25日〜7月4日
　画廊珈琲zaroff（東京都渋谷区初台）

小川 京子（外6名）
●「茨城の美術セレクション展」　6月28日〜7月9日
　茨城県天心記念五浦美術館（茨城県北茨城市）

宇留野 信章　舘野  弘  磯山 芳男　中村 義孝
六﨑 敏光（外39名）

●「第45回 MITO彫刻展〜故篠原先生を偲んで〜」
　6月30日〜7月9日
　アートセンタータキタ（茨城県水戸市）

小宅 淑子　北沢　努 （故）　篠原　洋
鈴木 しのぶ　六﨑 敏光　村山 悦子　森山 元圀

（外1名）
●「GEMELLI IN ARTE」　7月7日〜12日
　サンフランシスコ美術館
　（グレーヴェ・イン・キアンティ／イタリア）

中村 義孝（外5名）

●「第17回 アートグループQ絵画展」
　9月5日〜10日　古河街角美術館（茨城県古河市）

阿部　進（外23名）
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●「第46回グループSABO展」　10月20日〜25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）
●「8th  Shoes Box Sculpture Exhibition 2017」
　11月7日〜19日　台湾芸術大学（台湾）

中村 義孝（外約50名）
●「北沢努展―森に棲む2017」　11月17日〜23日
　ギャラリー手鞠子（茨城県水戸市） 北沢　努
●「第16回 彩の会展」　11月17日〜23日
　ギャラリーオゾン（茨城県筑西市）

阿部　進（外14名）
●「第23回 うしく現代美術展」　11月19日〜12月3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55名）

●「YEAR-END EXHIBITION OF MINI・SCULPTURES」
　12月6日〜22日　ギャラリーせいほう（東京都銀座）

中村 義孝　深谷 直之（外128名）

●「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）

宇留野 信章　北沢  努（外60名）
◇2018年
●「第43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　北沢　努　六﨑 敏光（外220名）
●「先生たちの美術館展6」　1月7日〜28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12回 茨城一陽展』極める・深める・進化する〜
　自己を見つめて〜」　1月10日〜14日
　茨城県つくば美術館（茨城県つくば市）
　（絵） 阿部　進　雨谷 達夫　宇留野 信章

小川 京子　舘野　弘　樋口 三千代　山口　功

市橋 哲夫　木村 保夫　桑原　收　山本 安雄
千野 清和　長谷川 清晴

●一陽会 佐渡会員と仲間展　12月14日〜17日
北村 五十一　石塚 ホヅエ　椿　智美

●第25回 アークベル県民アマチュア絵画展
　1月11日〜14日 審査員出品　長谷川 清晴
●世界名作物語劇場 9人展　1月4〜13日
　ギャラリーやまぼうし 市橋 哲夫
●アートギャラリー万代島開廊10周年記念展
　1月6日〜3月4日 市橋 哲夫　長谷川 清晴
●加茂文化協会 40周年記念展　3月3日〜4日

千野 清和
●あらきギャラリー10周年記念展　3月6日〜11日

市橋 哲夫

（千野 清和・記）

TOYAMA富山一陽会

■作品研究会 1月、4月、5月、7月、8月、12月
◇2月
●富山市美術作家連合展　富山市民プラザ

萩中 幸雄　桝田 律子　古田 恵子　武田 清子
姫路 廣司　故菊 昌隆　寺脇 圭子　山本 正臣

河原 憲行　富岡 博子　藤木 良一
●富山県今日の洋画展　アートハウス小矢部

萩中 幸雄　山本 文郎
●洋画3人展　ささら屋立山町ギャラリー　

池田 国男　黒崎　博
◇3月
●富山・飛騨交流美術展　飛騨美術館
　審査員出品 萩中 幸雄
●砺波市美術協会会員展　砺波市美術館

山本 文郎
●古田恵子展　トバリエギャラリー（東京）

3月16日〜4月16日（企画展）
◇4月
●洋画sparking 2017 in庄川展　庄川美術館

萩中 幸雄　山本 文郎
●銀彩の会　北陸銀行小杉支店 竹内 隆男
◇5月
●野萩の会作品展 賛助出品　萩中 幸雄
●富山国際現代美術展in富山
　富山県民会館美術館 古田 恵子
●東秩父版画フホラム　秩父和紙の里 永澤 一美
◇6月
●第72回 富山県美術展　富山県民会館

　（彫） 飯田 政子　磯山 芳男　海老根 美奈子
小宅 淑子　北沢　努　木村 公則　葛迫 大祐

小坂 和美　清水 紀子　鈴木 しのぶ
中根 綾女　中村 義孝　深谷 直之　六﨑 敏光

村山 悦子　森山 元國 （故）　篠原　洋
（外:招待作家2名）

●「第10回 記念『現代茨城作家美術展』」
　1月20日〜2月12日
　茨城県近代美術館（茨城県水戸市）

宇留野 信章　舘野　弘  中村 義孝　六﨑 敏光
（外96名）

●「第30回 アートロード展」　2月4日〜10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　鈴木 しのぶ　村山 悦子

●「第25回 土なかま彫塑展」　3月4日〜10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
●桑原收展　4月9日〜30日 池田記念美術館
●第26回 新潟一陽会展　5月7日〜13日

鈴木　力（他20名）
●第16回 日本美術家連盟信越地区会員展
　7月3日〜8日 市橋 哲夫　木村 保夫　桑原　收

山本 安雄　千野 清和
●にいがたアートサーカス展　6、8、11月

西片 結花　若木 弘美　市橋 哲夫
●古町壁画原画展　8月1日〜31日 市橋 哲夫
●木村保夫展　9月4日〜10月28日

出雲崎 天領の里にて
●南魚美術展　9月14日〜18日

桑原　收　山本 安雄
●今展　9月15日〜18日　加茂文化会館 千野 清和
●弥彦村野外アート展　9月15日〜29日 西片 結花
●長岡土器造り同好会15周年記念展
　10月19日〜22日 木村 保夫
●第45回 五泉市美術展覧会　11月2日〜5日
　審査員出品 長谷川 清晴
●鈴木　力展　11月4日〜13日

ギャラリーあきら（新潟市）
●新潟県美術家連盟（芸展）　11月19日〜26日

　県展会員出品 萩中 幸雄
　入選 桝田 律子　永澤 一美　伏黒 由利子

武田 清子　池田 国男　姫路 廣司
高橋 久仁子　竹森 由希子　河原 憲行

長永 揚子　高島 達雄
●となみ野美術展　砺波市美術館 山本 文郎
●滑川市美術協会展　滑川市博物館 笹山 満義
●富山県洋画連盟新川地区会員展
　黒部市国際文化センター・コラーレ

笹山 満義　池田 国男
●第58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
●写真洋画2人展　にいかわ信用金庫新庄支店

黒崎　博
◇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
故菊 昌隆　寺脇 圭子　河原 憲行　藤木 良一

●滑川市洋画連盟展　滑川市立博物館 笹山 満義
●野萩の会　富山市民プラザアートギャラリーA

故菊 昌隆　竹森 由希子　寺脇 圭子　黒崎　博
藤木 良一

●七夕会作品展　アートギャラリー栄 山本 正臣
●2017高岡地区会員証　高岡美術館 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
◇8月
●富山一陽会 第63回 一陽展出品事前研修会
　富山県民会館美術館　大作30名出品
　講評 泉谷 淑夫先生　大場 吉美先生
●上市町美術展　北アルプス文化センター
　審査委員出品 萩中 幸雄
　招待 池田 国男
　大賞 黒崎　博
◇9月
●武田清子展　アートギャラリー栄（富山市栄町）

9月29日〜10月2日
●県民芸術祭生活文化展　砺波市美術館

山本 文郎
●新萩の会作品展
　富山市民プラザアートギャラリーA
　賛助出品 萩中 幸雄　故菊昌隆　山本 正臣

長永 揚子　高島 達雄　田村 昭子
秋本 美智子　堀　英夫第12回 茨城一陽展 ギャラリートーク
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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

●富山県洋画連盟会員推挙 黒崎　博
◇10月
●第63回 一陽展　国立新美術館　27名出品
　会員推挙 武田 清子　池田 国男
　会友推挙 寺脇 圭子　黒崎　博　山本 正臣
　奨励賞 河原 憲行　永江 揚子
　入選 10名（内初入選3名）
●滑川市美術展　滑川市立博物館 笹山 満義
●酒蔵アートinなめりかわ2017　旧宮崎酒造蔵内

笹山 満義
●キレイ堂アートスクール展　キレイ堂3階フロア
　賛助出品 桝田 律子
●第55回 氷見市展　ふれあいスポーツ
　招待 永澤 一美
●伏黒由利子展　富山県民会館ギャラリーD

10月19日〜10月22日
●教職員厚生会展　富山県教育記念館 萩中 幸雄
●教職員美術展　富山県民会館美術館 丸山 敦子
●滑川市洋画連盟小品展
　ショッピングセンターエール店内 笹山 満義
●志賀町を描く美術展　志賀町 永澤 一美
◇11月
●第63回 一陽展大阪巡回展　大阪市立美術館

古田 恵子
●第58回 日本版画会展　東京都美術館

永澤 一美
●第66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　丸山 敦子　武田 清子

池田 国男　故菊 昌隆　竹森 由希子　寺脇 圭子
山本 正臣　河原 憲行　藤木 良一

●富山市民大学文化祭
　富山市民プラザアートギャラリー　
　賛助出品 萩中 幸雄　長永 揚子　藤木 良一

田村 昭子　稲垣 岳彦　秋本 美智子
堀　英夫

●版画in2017庄川展　庄川美術館 永澤 一美
●越中アートフェスタ　富山県民会館
　佳作 丸山 敦子　河原 憲行
　入選 永澤 一美　竹内 隆男　稲垣 岳彦

秋本 美智子
●黎明会作品展 藤木 良一
●上市町文化祭　北アルプス文化センターロビー

黒崎　博

■公募展
●第30回 市美展ふくい
　2017年5月19日〜5月28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 坪田 美代子　内藤　汎　西藤 節子

畑　透仁　村田宏人
　福井市長賞 渡辺 妙子
　市教育委員会賞 村上 禮子
　市文化協会会長賞 郡谷 美穂子
　福井新聞社賞 白﨑 榮子
　FBC福井放送賞 谷口 恵子
　奨励賞 坂井 和子　櫻川 幸代　松井 優子

松原 照代
　入選 加藤 富子　阪口 美幸　横山 純子
●第67回 日本板画院展
　2017年6月15日〜6月21日　東京都美術館
　入選 松本 潤子
●第34回 福井サムホール展
　2017年7月13日〜7月26日
　福井放送会館カルチャーセンター
　絵画造形部門
　審査員 佐川 文子
　奨励賞 谷口 恵子
　佳作 郡谷 美穂子　白崎 榮子
　入選 坂井 和子　櫻川 幸代　坪田 美代子

西藤 節子　松井 優子　宮川 正市
村上 禮子　横山 純子　渡辺 妙子

●第37回 福井県文協選抜展
　2017年9月16日〜9月18日
　結とぴあ文化会館・大野市

北嶋 三智子　児玉 常聖　松村 典子
丸山 和子　宮川 正市

●第19回 水彩人展
　2017年9月27日〜10月5日　東京都美術館
　入選 松原 照代

◇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
　審査員出品　古田 恵子
　無鑑査 奨励賞 姫路 広司（奨励賞 日本画、彫刻）
　奨励賞 河原 憲行　山本 正臣
　入選 稲垣 岳彦
●富山県洋画連盟内なる風景展小品展
　北日本新聞社ギャラリー

萩中 幸雄　桝田 律子　古田 恵子　武田 清子
竹森 由希子　寺脇 圭子　藤木 良一

●富山駅北地下道市民ギャラリー展
　3月 長永 揚子
　8月 寺脇 圭子
　9月 竹森 由希子
　12月 黒崎　博　秋本 美智子　堀　英夫
●上市美術会会員展
　7月　上市町まちなか交流プラザカミール 池田 国男
　6月　富山信用金庫上市支店ロビー
　7月、9月　西田美術館、つるぎロビー、

上市町まちなか交流プラザカミール
　12月　北陸銀行上市支店ロビー 黒崎  博
◇2018／2月
●富山市美術作家連合会展　富山市民プラザ

萩中 幸雄　桝田 律子　古田 恵子　武田 清子
姫路 廣司　寺脇 圭子　山本 正臣　長永 揚子

富岡 博子　藤木 良一　秋本 美智子

（古田 恵子・記）

FUKUI福井一陽会

◇2017年4月〜2018年3月予定
●福井一陽会役員会　4月8日

山口伊三郎家具（貸会議室）
●第53回 福井一陽展　4月26日〜30日

福井県立美術館 第1展示室
●福井一陽会役員会　4月30日

福井県立美術館（貸会議室）
●第1回 作品研究会　6月24日 福井問屋センター
●第2回 研究会・懇親会（研究会に統一）
　7月22日、23日 福井問屋センター・ユアーズフクイ
●福井一陽会役員会　10月21日 アオッサ5F会議室
●第54回 福井一陽展　12月21日〜26日

金津創作の森アートコア・ミュージアム
●福井一陽会新年会　1月20日 伊呂波
●福井一陽会役員会　3月11日 アオッサ 5F会議室

●第63回 一陽展 2017年10月4日〜10月16日
　国立新美術館　出品者46名
　会員推挙 石田 孝子　西藤 節子　増澤 恵美子
　会友推挙 櫻川 幸代　土田 清香　中島 恒子
　奨励賞 廣瀬 冨美子　吉川 麗子
　入選 8名
●越前市美展　2017年10月29日〜11月5日
　シピィ・越前市　市議会議長賞 井上 真知子
●第42回 鯖江市美術協会展
　2017年10月13日〜10月15日　嚮陽会館・鯖江市

宮川 正市　中島 恒子
●第68回 福井県総合美術展
　2017年11月2日〜11月14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
　無鑑査推挙 村田 宏人
　県美展賞 白崎 榮子
　県美展審査員特別賞 中島 恒子　西藤 節子

牧田 聖代　村田 宏人
　NHK賞 武鎧 恭子
　一般入選 井上 真知子　加藤 富子　阪口 美幸

櫻川 幸代　高岡 せつ子　竹内 光一
谷口 恵子　坪田 美代子　中西 美惠子

増澤 恵美子　松井 優子　松村 典子
宮川 成美　村上 禮子　横山 純子

渡辺 妙子
日本画部門　知事賞 島田 くみ子
●第58回 鯖江市文協展
　2017年11月3日〜11月5日　嚮陽会館・鯖江市

宮川 正市　中島 恒子
●第43回 現代童画展
　2016年11月10日〜11月16日　東京都美術館
　入選 辻 トシ子
●第28回 美浜美術展
　2017年11月21日〜11月30日
　生涯学習センターなびあす・美浜町
　入選 宮川 正市
●第10回記念 鯖江市美術展
　2017年11月23日〜11月27日　嚮陽会館・鯖江市
　審査員出品 宮川 正市
　無鑑査出品 中島 恒子
●第67回 福井県勤労者美術展
　2017年12月14日〜12月17日　福井市美術館
　ろうきん友の会福井県中央会会長賞 松井 優子
　奨励賞 松本 潤子

第54回 福井一陽展
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■グループ展他
●究展　2017年4月5日〜4月9日
　福井県立美術館 佐川 文子
●第15回 グループ彩展（水彩画）
　2017年4月6日〜4月9日　福井県立美術館

佐川 文子　松井 優子
●「ギャラリー窓」味真野を描く
　2017年4月8日〜4月16日　菊花園・越前市

井上 真知子
●第57回 ぺんぺん会展
　2017年4月12日〜4月16日　福井県立美術館

佐川 文子　石田 孝子　井上 真知子　松原 照代
松村 典子　松本 潤子　横山 純子

●北嶋三智子水彩画教室合同展
　2017年4月19日〜4月23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　清水成子　高岡 せつ子　辻 トシ子

土田 清香　廣瀬 冨美子　平井 仁美　増澤 恵美子
丸山 和子　三谷滋子　宮川 成美　吉川 麗子

●第53回 福井一陽展
　2017年4月26日〜4月30日　福井県立美術館

石田 孝子　井上 真知子　大森 英節　加藤 富子
北嶋 三智子　木田 英子　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　高岡 せつ子

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　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　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　（岩永 勝彦  遺作）
●グループS・青の会合同展
　2017年5月1日〜5月4日　福井県立美術館

清水 正男　竹内 光一　武鎧 恭子
●絵画展　2017年6月1日〜8月31日
　北陸銀行今立支店・越前市 井上 真知子
●第10回 現代童画会福井地区展
　2017年6月4日〜6月11日　まなべの館・鯖江市

辻 トシ子
●佐川先生と9人展　2017年6月28日〜8月1日
　福井銀行中央支店

阪口 美幸　佐川 文子　櫻川 幸代　白﨑 榮子
坪田 美代子　中西 美惠子　松井 優子　村上 禮子

横山 純子　渡辺 妙子

KOUCHI高知一陽会

◇2017年4月〜2018年3月の活動状況
■活動の経過
●グループ展

当グループ構成員数減少等諸般の事情により、今
般のグループ展は開催を休止。

■個人的活動
●第71回高知県美術展覧会　10月6日〜22日
　高知県立美術館（高知市） 安藤 義孝<入選>

大黒 郁代<無鑑査>
寺尾 立子<入選>

（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39回 青森一陽展
　会場 : 青森市民美術展示館（青森市）
　一陽展出品作品を中心に1人2点出品
◇8月
●第65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63回 一陽展　国立美術館
出品者 中嶋  強　奥田 君子　北川 三千枝

福井 和子　逢坂 清悦
●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）
　出品者 福井 和子　中嶋　強
　主宰 中嶋  強
●第47回 教美展
　会場:青森市民美術展示館（青森市）
　出品者 中嶋　強　笹森 眞紀子　土岐 千佳子

新戸部 一弘　逢坂 清悦
◇11月
●第29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2〜3点出品

（逢坂清悦・記）

●pino&森の仲間たち水彩画展
　2017年6月1日〜6月4日　福井県立美術館

松原 照代
●グループY・wai展　2017年8月30日〜9月26日
　ギャラリー・アダージョ

郡谷 美穂子　坂井 和子　谷口 恵子　西藤 節子
●福井信用金庫二人展　2017年9月8日〜9月22日
　福井信用金庫・鯖江市田村町 中島 恒子
●第9回 吉川絵画クラブ展
　2017年9月15日〜9月18日　まなべの館・鯖江市

宮川 正市　中島 恒子
●吉川文化祭作品展
　2017年10月13日〜10月15日　吉川公民館・鯖江市

中島 恒子
●華陽会9人展　2017年10月25日〜11月19日
　ギャラリー・アダージョ　

阪口 美幸　櫻川 幸代　白﨑 榮子　坪田 美代子
中西 美惠子　松井優子　村上 禮子　横山 純子

渡辺 妙子
●あわら市市民文化祭　2017年11月3日〜11月5日
　中央公民館・あわら市

北嶋 三智子　児玉 常聖　土田 清香　丸山 和子
●公民館まつり　2017年11月17日〜11月19日
　あわら湯の町公民館・あわら市

児玉 常聖　丸山 和子
●アートBOX7人展　2017年11月22日〜12月17日
　ギャラリー・アダージョ 加藤 富子
●pino&森の仲間たち水彩画展
　2017年11月30日〜12月3日　まなべの館・鯖江市

松原 照代
●第54回 福井一陽展
　2017年12月21日〜12月26日　12/25は休館
　金津創作の森 アートコア・ミュージアム

石田 孝子　井上 真知子　大森 英節　加藤 富子
北嶋 三智子　木田 英子　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 成子　清水 正男　白﨑 榮子
高岡 せつ子　竹内 光一　谷口 恵子　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　増澤 恵美子

松井 優子　松原 照代　松村 典子　松本 潤子
丸山 和子　三谷 滋子　宮川 正市　宮川 成美
村上 禮子　村田 宏人　横山 純子　吉川 麗子

渡辺 妙子　（孫﨑 公子  遺作）

（真木 康至・記）

AKITA秋田一陽会

●港洋画人展　5月　北部交流センター 石川 恭子
●秋田遊学社カルチャー絵画展　6月
　県民広場ギャラリー　（石川 恭子講師） 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34回 グループ耀展　7月
　秋田アトリオン　［石川恭子主宰］ 石川 恭子
●秋田セリオンタワーカルチャー絵画展　10月
　セリオンタワーギャラリー　（石川 恭子講師）

石川 恭子　大西 暢子
●第63回 一陽展　10月　国立新美術館

石川 恭子　菅野　操　榎 江里子　高橋 章子
大西 暢子　松山 桂子は不参加

●一陽会 秋田展　11月　秋田アトリオン
石川 恭子　菅野　操　榎 江里子　高橋 章子

松山 桂子
●第22回 合同絵画展　6月　（榎 江里子主宰）

菅野　操　松山 桂子
●第61回 秋田美術作家協会展　11月
　秋田県立美術館

榎 江里子　菅野　操　高橋 章子　松山 桂子
●高橋章子絵画展　5月
　上小阿仁村生涯学習センター 高橋 章子
●秋田国際美術協会展（韓国展）　9月 高橋 章子
●第8回 日本ジオパーク全国大会　10月
　男鹿半島、大潟大会 高橋 章子
●第43回 秋田秀作美術展　平成30年3月

菅野　操　高橋 章子

（菅野　操・記）

TOCHIGI栃木グループ

◇2017年
●第3回 ゲタ箱展　4月8日〜4月22日
　栃木県 大田原芸術文化研究所 岡﨑 昭夫
●第21回 一陽会東京展　5月20日〜5月27日
　東京都立美術館（1階第3展示室）

大谷 良一　岡﨑 昭夫　野澤 宣夫
●第51回 栃木県新作家集団展　9月17日〜9月19日
　栃木県総合文化センター 岡﨑 昭夫
●第63回 一陽展　10月4日〜10月16日
　スカラベ賞 岡﨑昭夫
　会員推挙 大谷 良一

（岡﨑 昭夫・記）
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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 2017年12月3日（日）14:00〜16:00
会場 東京文化会館中会議室にて
講演 「若き彫刻家たちへ  国際活動のススメ」
講師 彫刻家・東京学芸大学教授　朝野 浩行氏 「海外のシンポジウムについて」

活動発表
彫刻家・一陽会運営委員　小林 一夫 「上海・台北アートのワンシーン」
彫刻家・一陽会運営委員　中村 義孝 「海外留学及び海外展覧会開催について」

講師　朝野 浩行氏

　2017年12月3日に第18回目の彫刻部研修会が開催されました。今年は外部講師として朝野浩行氏をお招き
して講演をしていただきました。さらに彫刻部運営委員の小林一夫・中村義孝両氏による活動発表も行われました。

　東京学芸大学教授である朝野浩行先生は大阪芸術大学美術学科彫塑専攻を卒業された後、イタリア国立
カッラーラ美術学院の彫刻科に留学されました。留学中から現在まで数多くの国内外のシンポジウムで活躍され
ています。今回の講演では台湾の花蓮・ポルトガル・中国で参加されたシンポジウムの話を中心にお話しいただき
ました。日本にいては味わうことの出来ない街の雰囲気や食事、人々の活動を感じるといった、地域の文化に触れ
ながら現場の空気の中で制作をするというシンポジウムならではの独特の世界の魅力をたくさんの写真と大阪弁
による軽妙な語り口で紹介していただきました。

　続いて運営委員の小林一夫先生から企画画廊が中心で貸画廊がほとんどないといった上海・台北のアート
シーンについての発表がありました。シェル石油の建物跡を利用した台北市が管理しているギャラリーや、映像関
係の展示が盛んであるという台北の様子などをご自身が参加された展示の様子を中心に紹介していただきました。
発表の後半には過去に本会の彫刻部会員でもあった張子隆さんの近況と作品も紹介されました。

　最後に運営委員の中村義孝先生からはご自身のイタリアでの留学と個展の経験を中心とした海外留学と海外
展覧会開催についての発表がありました。先生がイタリア留学を希望してから実際に実現するまでには22年間と
いう長い時間がかかったそうです。そのご自身の経験をもとに、文化庁や財団、さらには大学間協定による各種の
留学制度や留学のための奨学金制度が紹介されました（第63回一陽展で青麦賞を受賞した羽室陽森さんが筑
波大学とフィレンツェ国立美術学院との初めての大学間協定留学生として現在留学されています）。また、ローマ
のクロチェッティ美術館で開催された個展や、
牛久市とイタリア・グレーヴェ イン キアンティ
市が友好都市として結ばれたことによる日本
とイタリアで開催された展覧会の様子も紹介
いただきました。先の小林先生も海外での展
覧会開催に際し、作品輸送の難しさを話され
ていましたが、中村先生からはスーツケース
に作品を詰めての作品輸送の仕方も紹介さ
れるなど非常に興味深いお話を伺うことがで
きました。

YAMANASHI山梨グループ

◇2017年4月1日〜2018年3月31日 活動状況
●山梨美術協会展　6月　山梨県民美術館

三井 正人（彫刻）
●やまなし県民文化祭　11月　山梨県民美術館

三井 正人（審査員）
吉田 光雄（絵画・審査員）

●吉田光雄 個展　12月 おいでやギャラリー
●やまなしの作家たち　2018年3月

三井 正人　吉田 光雄

（吉田 光雄・記）

OKAYAMA岡山グループ

●一陽会岡山グループ「陽のあたる岡 第7回展」
　2017年8月1日（火）〜6日（日）

天神山プラザ 第3・4展示室

●一陽会岡山グループ
　「陽のあたる岡 小春日和展 2017」
　2017年11月21日（火）〜 26（日） ギャラリー倉敷
●関西一陽展出品　3月 泉谷 淑夫
●奈義町現代美術館企画展
　『美しい驚き 泉谷淑夫展』開催　4〜6月

泉谷 淑夫
●月刊『美術の窓』の「技法講座」担当　7〜9月

泉谷 淑夫
●企画展『月と羊のファンタジー 泉谷淑夫展』開催
　10月　六本木・湘南台画廊 泉谷 淑夫

（前嶋 英輝・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

第51回 栃木県新作家集団展
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Topics

　虚と実の間、あの世とこの世の狭間にたゆたう不確か
で視えないもの。そして、心の襞にひそんでいる汲み取り
切れない何か・・・を、取り出して表現できたらと思いつづけ
ています。
　15歳の時に、経験した父の激しいぜんそくの発作から
目覚めた死への恐怖と不安が強く心に棲み、年を経るにし
たがって、その恐れと不安は深まっていきました。
　28歳から41歳まで、12年余にわたるイタリア・ミラノ滞
在で得た大切なことは、作家のオリジナリティーということ
でした。その意味では、創作は他人が入る込む隙間のない
ものと考えています。矛盾しているのですが、観てください
という一方で、このことはあくまでも自身の中のことと考え
ています。皆さんが自由に観て感じてくだされば良く、何か
を感じていただけないのは、あくまでも私自身の力不足と
考えています。
　冒頭のテーマがはっきりしてきたのは、この十数年で年齢

第58回一陽展（2012）
「時の記憶Ⅱ」

第46回一陽展（2002）
「域」

第57回一陽展（2011）
「深い心の中で」

第68回女流画家協会展（2014）
「失われた時」

第70回記念女流画家協会展（2016）
「時を探す  -彷徨-」

企画 ・ 発行／一陽会
編集委員／竹田明男、柴山桂子、白井正浩、大鍬英治
制作 ・ 印刷／バル ・ 大村印刷株式会社
発行日／2018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/

からくるものもあります。視えない何かを異空間で表すのに、
在りえない丸テーブル上の景色や立体状の雲、唐突に現れ
る階段、そして水の脅威と時の流れ、境界を示す川を取り
込み、何かを掴み取りたくて、ただ必死に描くのみと思いつ
づけているのではないかと考えています。描いていないと不
安になり、殊に大震災後は一層その思いは強くなりました。
　それらテーマは暗いマイナスイメージですが、表現する
には反対に湿気のない明るい乾いた画面にしたいと思っ
ています。
　ミラノ滞在中、あんなに輝いていた陽光が冬になると一
変して、山で囲まれている街は分厚い暗い霧で覆われ、暖
房の煤と車の排気ガスで塞がれ、私はといえば扁桃腺を
やられて、微熱が続き体調は悪く意欲のない日々。その暗
い思い出の日々から逃れたいのか、重くて暗い湿気のある
絵は描きたくなく、反対にあの明るい乾いた陽光の日々の
色彩を用いたいのかも知れません。

作品随想　塩川 慧子　 Satoko SHIOKAWA




