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　今春、私は台湾の重厚な煉瓦造りの淡水文

化園区＝殼牌倉庫で個展を開きました。この

空間を和紙に水彩画で表現することは一つの

挑戦でした。

　私という一人の日本人の眼を通してみた、日

本の四季の移ろいを感じて貰えればとの思い

でしたが、二週間という会期中に異文化に生き

る4000人を超える来場者に見てもらうことが

でき、拙い言葉の遣り取りの中で、繪の中に流

れる風や私の心象風景までを感じ取って頂け

た事への確信は、私自身を振り返る貴重なひ

と時となりました。

　今回の展覧会では、多くの方々にお力添え

を受け賜りました。なかでも、元国立台北芸

術大学教授、彫刻家張子隆先生との出逢いは、

一陽会が繋いで下さった御縁だと思っていま

す。この展覧会を通して出逢えたすべての皆様

に心から感謝し、これから先も自分の求めるも

のを絵筆に託し表現していきたい。

〜台湾の港から日本の港へ〜

北嶋三智子 水彩画展
四季の彩り

〜風の色 移ろいの色〜
平成30年3月17日土〜31日土
台湾 淡水文化園区 殼牌倉庫

北嶋三智子

第30回全国絵画公募展IZUBI
（大賞）マスクシリーズの行方
平成30年3月1日木〜13日火
伊東市池田20世紀美術館

甲賀 保

北嶋委員（左から2番目）と福井からの訪問

　昭和58年に第1回伊豆美術祭絵画公募展と

して開催され、第3回から全国公募展、第25回

からビエンナーレとなり県民から長く愛されて

いる展覧会です。（伊東市池田20世紀美術館

にて開催）。展示された作品を鑑賞すると、コン

セプトと絵画技術のレベルが非常に高く、どの

作品が選ばれても不思議でない力作ぞろいで

した。自分は運が良かったなと感じた次第です。

受賞作「マスクⅦ」50Sは、マスクをした女子中

学生が大きな目を見開き（眼力）、メッセージ

を発信した姿を表現しました。実は、瞳の中に

若者の閉じ籠りの姿を描いた前作「マスクⅥ」

とメッセージが連動したもので、「マスクⅦ」で

は、瞳から閉じ籠りの若者が飛び出してくる様

子を描きました。

　自分が思ったこと・感じたことを、絵を通して

どう伝えていくかが大切だと思うので、これか

らもその気持ちを忘れずに前向きに進んでい

きたいです。

01 02ICHIYO  No.54 ICHIYO  No.54



第64回展　受賞者紹介第64回展　受賞者紹介

野間仁根賞
絵画部会員　楠森道剛

野外彫刻賞
彫刻部運営委員　小林一夫

高岡徳太郎賞
絵画部会員　山㟢泰司

原田 光賞・会員賞
絵画部会員　緒方かおる

植木 力賞
彫刻部委員　とさかますみ

損保ジャパン日本興亜美術財団賞
絵画部会員　甲賀 保

　第63回一陽展会期中に、僕に
とって初の東京個展を開催させ
て頂きました。一陽会若手育成企
画第1弾として選んで頂いたその
個展で、強く感じた事は、「僕自身
の力不足」でした。技術だけでな
く制作に向き合う姿勢も、足りな

い部分が多すぎて、帰りの新幹線の中で冷や汗が止まり
ませんでした。
　自宅に戻ったその晩から制作を開始しました。世界に発
信するのに和の要素は大きな武器になると考え、更にそ
の中でもより分かり易く力強い龍をモチーフに選びました。
しかも2匹。そして僕にとって過去最大サイズの200号に
も挑戦しました。
　東京の個展で得た色んな想いを込めて、1年間悩み抜
いて制作した「双龍」が、僕の絵画人生で最高の評価を
頂けた事が、心の底から嬉しく思います。    

　 長 野 県 松 代 町に、「 一 陽の
湯」という温泉がある。古代には
刀傷の武士が湯治に来たような
歴史ある秘湯である。湯船は炭
酸カルシウムが凝固して陶器の
ような光沢を醸し出している。脱
衣場は無くて、洗い場の片隅に

脱衣用の棚があるだけだ。湯は温めで、冬にはなかなか
上がれない。地元の人々に古くから愛されて来た銭湯で
もあり、歴史を刻む名湯でもある。おそらく名前の由来は
「一陽来復」であろうが、私はこの温泉以外に、一陽の
名称がつく場所を知らない。気が付けばずいぶん長い
間、一度も休まず出品をして来た。具象から出発し、教
職に多忙の頃は首1点の出品もあった。テラコッタを経
験し、他団体がパワーに満ちていた頃、石彫に転換した
のは30代後半である。木と石の組み合わせが今日のス
タイルになったのがいつだったのか思い出せないが、信
州の大自然の生活がそうさせたのであろう。最近「一陽
会」という響きが心地良くなって来た。

　気がつけば、赤を基調に熱帯
地方の「花鳥譜」を主題に描いて
いました。ここ数年「海」が舞台で
す。諦めずに一歩一歩進めば、道
は開けるとの思いで、描く事を続
けてきました。
　日頃「透明水彩絵具」で描いて

います。大作も「水彩画紙」にこだわりアクリル絵具で描
いています。いつも迷いながら「水の力」「水の流れ」「み
ずみずしさ」を自分のイメージで創造をふくらませながら、
出来る限り自由に描きだそうと思っています。「水彩画」
の魅力を表現（アクリル絵具）するイメージが、自作の根
源との想いをより進めてゆくことが、今後に対しての制作
姿勢と感じています。それは全てまだまだ難しい時間です
が、思考する時間を出来る限り大切に楽しんでいきたいと
思います。そんな時間の中から新しい作風、自分の「赤」
を探し続けていきたいと思います。

私の世界は広がった。絵を造るだ
けではなくなった。制作することで
地域との関りが増えた。皆、表現
することを、表現する方法を、表
現する場所を探している。印象的
なのは制作中の子ども達の姿。日
頃の様子が他愛もない会話の中

から溢れてくる。次第に仲間の作品にも突っ込みを入れて
くる。でも、それが笑いに変化。何かを通してお互いを知
ることは素敵だと思う。何がどのように繋がっていくかは
過程の中で偶然見つけた発見や閃きから。今、私の制作
はその段階。目的地を目指すのではなく、様々な枝葉を広
げてその時々に感じたことを消化できるように奮闘するこ
と。そこには、人との出会いがある。自然と向き合う人、障
害と対峙する人、孤独と生きる人、自分の可能性を考える
人、自分も含めて様々な思いを抱える人がいる。多様性と
いうけれど、人間そのものが多様な存在。それは誰もが心
に持ち合わせている。これからも私は目的地や完成形に
縛られず広がる世界に進みたい。

今日、路上に転がるこの石が輝け
る様に
今日、この草が特別な日を迎えて
いる様に
一つ一つの小さなもの達の
一番輝けるこの刻を　見過ごさ
ないで生きていたい

例え叢芒の中　ひとり佇もうとも
か細き垂線を　心の奥底に降ろし
心研ぎ澄まし　透明な感覚に身を包み
鳥の歌を探し　花の舞うを願い
真っ直ぐに　天を見つめて生きていたい

私の全ては　そこからはじまる

　「マスクⅤ」は、近頃の女子高
生のしたたかさを表現した作品で
した。この絵の見どころは、右目
に薄笑いをした中年女性・左目に
中年男性を瞳の中に入れること
で、観る側に逆にモデルを含めて
三人に見られているという不思議

な感覚に陥れることが目的でした。若い女性の肌などは
エアブラシで滑らかに表現できますが、細かな所や仕上
げはやはり筆に頼るしかありません。
　絵はある意味でトリックであると言っても過言でないと
ころもありますので、その理論を活用してこれからもメッ
セージを発信していきたいと思います。

スカラベ賞
絵画部委員　吉田光雄

　思いがけず賞を頂き、有難うご
ざいました。
私、一陽会にお世話になり、40年
程になりますが、この道に迷い込
んだ出口のない世界、その歩みの
迷路のような道の途中は、少し面
白くなってきたような気が致します。

　近年は、古代ローマの民衆の豊かな日常生活の中の
美術を素材として絵作りをしています。その古代ローマの
奇跡的な豊穣な民衆の日常生活は、その壁画の絵画と
して円熟した生活空間を得て、それは満たされた生活を
送っていたか想像に余りあるものであったに違いありませ
ん。その生活空間は、何と素晴らしく、私を触発し、揺り動
かすことでしょう。しばらくは、こんな感じで制作ができれ
ばと願っております。

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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青麦賞
絵画部　古市正彦

一陽賞・会友推挙
絵画部　山田芳之

青麦賞・会友推挙
絵画部　後藤 杏

青麦賞
彫刻部　梁 海莎

会員賞
絵画部　奥谷卓則

会員賞
絵画部　坂井幸子

スカラベ賞
彫刻部会員　安田 操

　道祖神とは、村境や道の分岐
点に立てられた民間信仰の石像
である。古の人々は、村人や旅人
の安全を願い、石を彫ることで体
現した。学問が生れ、科学や医学
等が今の様に発展する前、人々は
解決できない事柄や願いを、あら

ゆる方法を講じて、折合いをつけてきたのだろう。その様
子は神話や御伽話、昔話の中に伺うことが出来る。人は
道祖神を石造として表現してきた。しかし本当の姿は、ど
の様なものなのだろうか。もしかすると、その土地に生き
た生物たちの魂が折り重なって、一つの人知を越えた形
を成したのかもしれない。そんな発想から、今回の制作は
始った。ものの起りに目を向けみるのも、なかなか面白い。
そして、ずっと先の未来の人々は我々のことを、どの様な
昔話として語るのだろうか。想像は尽きない。だからこそ
描くことで、古きを温めて未来に生きる人々の思考に触れ
ることができればと考えている。

　今回の受賞作品の題名は「生
命のきらめき」です。愛知県西部
のレンコンの産地に題材を得てい
ます。通りすがりの車の中から見
ていただけの景色でしたが、間近
で蓮の花や葉を見たことはありま
せんでした。7月の下旬、蓮が見

渡す限り水田に植えられていました。稲が列をなして植え
られるのとは違い、無造作にびっしり田を埋め尽くしていま
す。水面から伸びあがっている蓮の茎が奥まで重なる様子
は、光が当たらなくても大きな葉を支える強さを見せていま
す。圧倒的な生命の力です。今回は、受賞作の他に「新し
い生命」という作品も選んでいただきました。二重の喜び
でした。作品制作にあたっては、心を動かされた情景を、見
ていただく人にも確実に伝わるように励みたいと思ってい
ます。描写力を引き続きつけたいと思います。最近、自然
の美しさを再認識する時がふっと訪れます。自然より美しく
表現できたと思う時もあります。けれど絵の中では調和し
ません。絵の中にうまく溶け込ませることが今の課題です。

　学生時代、初めて挑んだF100
号のキャンバスに描いたのは、羽
を広げた1羽のクジャクでした。そ
れから7年近く経った今も、飽きも
せず鳥を描いています。
　鳥たちの姿形や羽毛の色彩に
は、生きようとする力強さが表れ

ているのだと思います。必然と偶然が複雑に影響し合っ
て生まれた“かたち"や“いろ"。どう頑張ってもその美しさ
をそのまま作り出すことはできませんが、なんとかそれに
近づきたいと思いながら描いています。そして、彼らの羽
根の1本1本をキャンバスに描いていくことで、その生命力
を分けてもらえるような気もします。
　年に一度、作品を皆様に見ていただき、ご指導いただく
場を持てるということは、本当にありがたいことだと感じて
います。「表現したいもの」と「できあがった作品」を少し
でも近付けていくことができるよう、今後も精一杯制作に
励んでいきたいと思います。

　生命の内の消失。もしも、これ
を永遠の物に出来るなら、どんな
にか素晴らしい事か。花の蕾は、
開くとすぐに枯れてしまう。だから
非常に美しい。あたかも青春の美
しい容貌のようだ。失われ易い。
私はこの失われ易い美しさを記

念する為、この「蕾」の形を石の中に凝固させた。
　私の造形の由来は、生命に対する感動から来ている。
それは生命の発見と観察。植物の種や花の蕾、また貝内
部の凝縮された力、極度の飽和、外に向かって押し広げる
ような自然な形態。それらは何とも微妙なものである。こ
の皺の寄った部分と隙間の部分。よく見ると対称的に見
えるが、ほんの少し異なる姿。豊富な生命エネルギーを秘
めて、内から外へと解き放つ姿。それは一つの生命を宿し
た母体のようであり、女性的な物に満ちあふれている。
　私は石彫作品の中で、自分の生活空間の中で,人に対
すると同じ尺度で、自身の生命及び情感の投射や伝達に
於いて、生命の観察を表現するのである。

　気になる風景
　中国上海で仕事をしていた時、
出張の時にたまたま通りすがりに
見た風景が後になって目に浮かん
できました。太陽が降り注ぐ大地
に風化してそびえたつ大きな土の
塊が有りました。何故かその大き

な土の塊を目指し西の空から馬車らしきものが走って来
ています。馬もいます。中国の建物もギリシャで見た彫像
も走っています。眺めているうちに、大きな土の塊の周り
が行きかう者たちで騒がしくなってきました。その土の塊
は砂漠に何世紀も前からそびえ立つ狼煙台でした。この
のろし台は、この地域の通信に使われていました。又砂漠
の道しるべにも利用されたりしていたようです。シルクロー
ドの時代はこうであったろうと思い浮かべ描いたのが今
回の作品です。これからもテーマとして、シルクロードが続
きそうです。

　空間の中に時が静かに流れて
いる。気配を感じることで、空間が
表現できるのではないか、と考え
ます。
　建物は競い合うように高くそび
え、地中には迷路のように線路が
伸び、地上には我が者顔に車が

走る現代、現代社会の象徴として白線をおき、自然に寄り
添い、気配を感じ、見守り続けることで、明日への希望を
見出せたら、と思います。
　多発する災害、気候変動等心がざわついてなりません。
穏やかな日々がなんと貴重であることか考えずにはいられ
ません。描けることに感謝し、描いていきたいと思います。

　空を眺めていると、雲が少しづ
つ形を変えながら次々と流れて行
きます。色々な物に見えてくる面
白い雲がいっぱいです。青空劇
場!いくら観ていても飽きません。

「いつか雲を造ってみたいなぁ」
随分前からそんな想いはありまし

たが、自分にはまだまだ無理だと諦めておりました。しかし、
最近、高齢の両親に自分を重ねて見ることが多くなり、ま
だまだという余裕はないことに気付きました。やりたい事
はやっておこう!何があっても勉強にはなる。こんな気持
ちと、より自分らしい形を求めて軌道修正したかった気持
ちが相俟って「受け継がれた子守歌・雲」が生まれました。
制作中には、心が自由になれたような瞬間があり、いまま
でに経験したことのない開放感を味わうことも出来ました。
雲への試みが、より自分らしい造形への道標なのかもしれ
ないと、思い始めた今日この頃です。
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会員賞
絵画部　吉村雅利

会友賞・会員推挙
絵画部　寺尾立子

会員賞
彫刻部　大鍬英治

会友賞
絵画部　横山瑞歩

会友賞
絵画部　壇野計藏

会友賞
彫刻部　中根絢女

会友賞
絵画部　藤田安臣

「制作について」
　制作においては、古典絵画の
伝統的表現を活かして現代的な
何かを表現したいと思い、古代
ローマから20世紀のダリまでの
表現を研究し、それを参照し引用
して、その上に自分の表現を構築

しています。
　私は独自の色彩や独自のモチーフといった自身の絵画
スタイルを持たないので、色彩もモチーフも毎回リセットし、
1から表現を考え直すため作品のスタイルは継続的では
ありません。表現のブレが大きいと見られがちですが、ス
タイルを限定し統一することよりも表現のバリエーション
を増やすことを重視し、常に新たな表現を試行錯誤して
制作に取り組んでいます。たとえ名誉な賞をいただいた作
品であっても、自作を参考に類似作品を描こうとは思いま
せん。
　次回作も、新人の作品かと思われるほど異質で新鮮な
表現を目指しています。

　学生時代からずっと鏡と人を
テーマに作品を制作してきまし
た。毎日一度はお世話になってい
る鏡。普段全く実用的に使ってい
る鏡にも、政治や権力の駆け引き
に使われたり、富の象徴になった
りと輝かしい歴史がありました。人

の姿かたちだけでなく、その奥にある欲望までも映し出し、
また時折鏡の中の自分が全く別の意思を持っているよう
な錯覚を覚えるなど幻想や別世界への入り口にもなって
きた「鏡」に今でも興味を持って制作に取り組んでいます。
これまでは、何げない日常生活の中にある、人間の内に秘
めた希望や不安、喜びや悲しみのようなものを、人物像を
並べて描き表現してきました。向き合い背いているのは自
分でもあり、鏡像でもあります。
　今回は自分の作品に新たな展開を図るため、人物像で
はなく風景の鏡像を描き受賞することができ大変うれしく
思っています。まだまだ課題はありますが、今後もこのテー
マを追求し続けて行きたいです。

　この度は、会員賞をいただき有
難うございました。わたしは、18歳
の時にはじめて中部一陽会に彫
刻作品を出品しました。そして、大
学3年生の時にはじめて、上野の
東京都美術館で開催せれていた
一陽会本展に出品させていただ

きました。彫刻の展示は、室内展示とレンガ張りの屋外展
示に分かれていて室内展示の私は、1階展示室から3階
の展示室まで一部屋ずつ探しまわり、3階の間仕切りの小
さな部屋にポツンと置かれていたのを今でも思い出しま
す。それから30年余りがたちここまできました。今回の作
品は、新しい試みではなく今まで表現してきたことを合わ
せて考えた結果出来た作品です。小さく無力な一つひと
つが合わさって大きな力に変わることの大切さを確認で
きた作品です。欅の美しい木目と欅の木の香りに癒され
て、微力ではありますがこれからも制作活動に励みたいと
思います。

　ピラルクという魚と女性を描き
ました。ピラルクはシーラカンスと
同様に生きた化石と呼ばれてい
るそうです。水族館で実際に泳ぐ
姿を見たときに、複雑で美しく、重
厚感ある色彩が印象に残り是非
描いてみたいと思うようになりま

した。私は古代の物や種として長く存在している生物をよ
くモチーフとして使用して来ましたが、積み重ねてきた時
間や種として長く存在している生命の強さを表現できたら
と思っています。今回はピラルクの持つ独特の色彩から
も時間の積み重ねが伝わるように意識して色を重ねまし
た。ピラルクは横に長い魚で曲線的な動きをするので、そ
れを活かせるような構図を探すのが難しかったです。《深
淵》では、膝を抱える女性を周り囲むようにピラルクを配
置し、時間の流れとその中でふと立ち止まっている様子を
表現できたらと思っています。これからも良い作品ができ
るよう頑張りたいです。

　思い起こせば学生時代、具体
美術の吉原治良を先輩にもった
同じ美術部に入部していた。あれ
から57年、一陽会と云う公募団
体でようやく会友賞をいただいた。
還暦を過ぎるまで絵の展覧会等
は、気が付けばたまには見に行っ

た記憶はあるものの、さして絵に対する興味すらなかった。
それもこれも学校を卒業し、サラリーマンになり家庭を持
ち、子を育てまがりなりにも生きてると云う半生にようやく
手を打って、未だ生活の為に自営中ではあるが、昔とった
杵柄をたよりに筆をとった次第である。歳を重ね後がない
人生の終盤で筆をもっている時、生きていると云う不思議
に自分自身が驚いている。何か形に見えぬものがぼんや
りながら見えてくる楽しさ、例えその形が未熟な形や色で
あったとしても、余暇の中でこれから絵を描くと云う行為
に没頭することが、生の証となるのならこれにこしたこと
はない。人間のオスと云う人種は、何か形になるものを残
したいDNAを持った哀れな存在であるらしい。

　塑造をしていると様 な々感情を覚
え、そして、彫刻の中に景色や色を
見る。
　塑造をすることは、ただ忠実に形
を作り上げることではなく、彫刻家
にとって生命感を感じることのでき
る時間でもある。私はここに喜びを

感じている。
　これまで私が作った彫刻には安定感がなく、むしろ不安定
で危うい。どうしても凛と立つ彫刻を作りたいが到達できず
にいる。前作品の「帆」は不安定さを隠したつもりだったが、
立ってはくれなかった。今回出品した「落日の丘」は私の等身
塑造作品の12作目となる。これまで否定してきた部分を見直
し、表出させようと試みた作品である。ここに、自身の持つ新
しい彫刻観があるのかもしれない、と気がつくことができた。
これまで人体塑造を続けてきたが、塑造作品の完成が目的
ではない。日々 の生活を送る中で無意識に風景や景色を見
るように、目に入ると立ち止まって少し眺めたくなるような、そ
んな作品を生み出す彫刻家となりたい。

　旅先の風景、生命力あふれる
植物、大切な家族。その美しさを
記憶に留めたい、その思いにつき
動かさせれるように、絵を描いて
きました。
　田中一村の絵に惹かれ、奄美
大島を訪れました。

　あやまる岬から望む太平洋は静かです。海岸に打ち寄
せる白く細い波がなければ、そこが海であることに気づか
ないほどです。阿壇は、亜熱帯から熱帯の海岸に生育す
る小高木です。葉は硬く厚く、鋭い棘もあります。この海の
穏やかさと阿壇の力強さを表現したいと、作品に取り組み
ました。
　一陽展が近づくと、何を描こうかと悩みます。しかし、描
くものを探す時間は、自分にとって美しいものは何かを考
える時間でもあります。創ることは生きる歓びです。これか
らも精進してまいります。ご指導どうぞよろしくお願いいた
します。
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会員推挙　絵画部　生田裕人

　「眠る公園」は、いろいろな情景が構
成できるので、構想ばかり先走ってしまい
ます。イメージは膨らむのですが、狙い通
りに組み立てるのにいつも一苦労します。
大きな画面に描き進んで、こんな筈じゃな

かったのに、と、毎回頭を抱えます。
　今回は雪の情景、大雪の夜に資料を得た時から、よぉし、
こうしてやる、野望ばかり膨らんで、心の片隅でまずいな、と
不安に思っていたのですが、やっぱりやってしまいました。雪
の積もる公園で凍える少女を雪にひざまづかせ、マッチを
擦らせてみよう、炎の明かりは饒舌なはずだ…。そして出来
上がった作品の前で、お客さんが言うのです「マッチ売りの
少女か」。あぁあ…。

会員推挙　絵画部　髙橋久仁子

　会員推挙して頂き、身の引き締まる思
いです。
　八尾の山の中に生活して14年、厳しい
生活環境の中で、朝夕の空気を感じ、色
面と線の響き合う時が至福の時です。寺

の雑務に追われ限られた時間の中で描き続けることが私
の幸せです。のんびりと育った広島の地と、金沢に嫁ぎ、東
京、新潟、そして富山と本当にたくさんの人との出会いに感
謝しています。
　一陽会の「尖鋭なる未完成」—ほんとに深い言葉だと
思う。
　恐れと喜びを胸に、がんばりたいと思います。

会員推挙　絵画部　太田信三

　初めて描いた100号の作品が初入選
して、10回目で会員にまでなれるとは夢に
も思いませんでした。大木を題材としたの
は、生命ある身近な素材として、取り組み
易いだろうと言う安直な理由からでした。

当初は、下地に多くの色を重ねて描くと、味わい深い色が
出ることに感動し、それを繰り返すことで満足していました
が、5回目の入選時に、力強さがまるで感じられないとの指
摘を受けて大いに反省し、克服する技法の探究に努め、翌
年の作品でそれを試した結果、奨励賞を戴き、大きな自信
になりました。その方向性を貫いた結果今日があると確信
していますが、今後はまた新たな題材に挑戦して行きたい
と思っています。

会員推挙　絵画部　田渕幹夫

　時は否応なく体力を削ぎ落としてゆき、
心の在りようは、それに坑ったり無抵抗に
されたりと、行きつ逆りつしながら、雑事に
まみれている日々のなかで、幸いにも絵筆
を握っている間は絵の世界に没頭する別

の世界がある。
　絵画制作は個人技ではあるが、最近特に感じるのは様々
な作品やその作者から受けるヒントや刺激が又色々な人と
の出合いから得る示唆や批評が、自身の制作の肥やしに
なっている事に気付かされることがある。
　これからも制作にあたって、楽しんだり失望したりするな
かで、色々な作品や様々な人達との出合いを楽しみ大切に
しながら、自分なりの絵画を求めていきたいと思っています。

会員推挙　絵画部　大橋壯久

　小学二年生の孫、サラと旅したモント
レー水族館。その楽しさを描き出品したら
なんと奨励賞。娘からサラが学校で「ジャ
パンのグランパーはアーティストよグレー
トよ」と話していると連絡。失笑。が少し嬉

し。それが水族館シリーズの始まり。高校生になったサラが
「ジィジハオ魚シカ描ケナイノ」。ギョギョ、ウーン何が描き
たいんだろ。そんな時、会員推挙の報。
　新たな気持ちで自分にとって楽しいテーマを素直に描き
続けます。感謝。

会員推挙　絵画部　坪田美代子

　街の中には、様々な建造物が建ち並ん
でいる。そのビル街の鏡のような窓や壁
面に光が当たり、反対側の建物が揺らぎ
出す。その不思議な現象が映り込む、まる
で抽象画、虚像の姿に私はすっかり魅了

される。その感動を描き始めたものの、表現の難しさに突
き当たり、試行錯誤と挫折を繰り返す日々 が続いた。
　まだまだ未熟ですが、これからも自分の作品をもっともっ
と深く追求したいという思いで、切磋琢磨する毎日です。

会員推挙　絵画部　大森英節

　折れ曲がり絡みつく枝。苔に覆われ祠
のように深くえぐられた幹。剥き出しで大
地にしがみつく根。枯れ果てて行くように
見える古木ですが、春になれば新しい芽
を出し、枝を延ばして数百年という命を繋

いでいます。その圧倒的な姿にはいつも驚かされています。
　そのような古木の姿に惹かれて、ここ数年間古木を描い
ています。しかし、木の姿形や色合いと言った表面的な面、
或いは、古木のほんの一部分だけを見ているだけで、古木
が本来持っているエネルギーや生命力に迫った表現が、ま
だまだ出来ていないと感じています。これからもより深く捉
え、古木の本質に少しでも迫れる絵が描けるように努力を
していきたいと思っています。

会員推挙　絵画部　永井富貴子

ガラス絵で、ミクロコスモスを。
　栄養学に携わっている私の独自の世界
で、宇宙をマクロコスモスとし、それに対し
て人間の身体を小宇宙のミクロコスモス
に見立てています。身体に異常があるとき

は、細胞や血液に反映されると思われます。私はその状態
をイメージし、絵で表すことに興味を持ち、描き続けてきま
した。特にガラスに着色し、金箔を重ねたときの発色のあざ
やかさに魅了させられます。更なる神秘のキラメキに出会
え続けることを願って、これからも描きたいと思います。

会員推挙　絵画部　片野泰人

　私の好きなものは、絵の他に「物理」が
あります。 「物理」は例えば『コズミックフ
ロント』の宇宙の起源など、TVで夢中で
見ています。
　私が一陽会に出品してきた絵のテーマ

はずっと、人物でしたが、今回は風景になりました。
これは、生命的なものは、今は一度離れて、宇宙の基本で
ある〈光〉〈空間〉〈時間〉に集中してみようと思ったからで
す。『コズミックフロント』の中で、「わくわくする」という言葉
がよく出ますが、極めて無機質で一般的な事象に拘わらず、
ほんとワクワクします。
　次回また、人物を描く時は、この〈光〉〈空間〉〈時間〉に集
中したときの感覚、経験を生かしたいと思います。

会員推挙　絵画部　中田絵里

　私は以前から神戸の街のおしゃれな場
所で、人々が楽しく過ごしている様子を描
いてきました。「おしゃれ」と感じる場には、
たいていアーチ型の柱や壁、広い空間が
あります。アーチによって室内と外との境

界が生まれ、内は「現在」外は「過去から未来へ」の時間
的空間を表しています。大きな時間の中で毎日を一人一人
が必死に生きている。様々な人生を過去から未来に繋いで
いる。そんな人々が偶然一瞬の時を共有する場所。生命の
存在感を表せたら。今回の作品は神戸でなく、阪急宝塚駅
の改札を出て構内から大劇場へと向かう高いアーチの出
入口がモデルです。内と外の明暗が印象的で、多くの人が
行き交う場所。今までの想いを凝縮した作品にしたいと思
い、一気に描きました。

会員推挙　絵画部　妹尾佑介

　この度は会員推挙を賜りまして、大変
光栄に存じます。同時に、大きなプレッ
シャーと緊張感を感じております。本格的
に絵を学び始めて12年が経ちましたが、
絵を描けば描くほど、自分の未熟さに辟

易することばかりです。最近、自身の未熟さについて自問す
る際、つい技術的な問題に収斂させてしまうきらいがありま
す。しかし本来は、技術以上に、モチーフそのものへの感動
や、構図・着眼点の新鮮さを楽しむ姿勢が大切なはずです。
作業にならず、徹頭徹尾、制作を心から楽しむことができれ
ば、おのずと技術は向上し、迫真の絵画が描けるのではな
いかと思います。一陽会で研鑽し、常に新しく、追い求めて
いく挑戦者でありたいと思います。

会員推挙　絵画部　名香山直子

　若い頃からスケッチブック片手に野山
を歩き、動植物に関心を寄せてきました。
雪解けを待ちわびて咲く野の花や、置か
れた場所に根を下ろし太古から立ち続け
てきた巨樹の姿を観るとき、悠久の時間

と連綿と受け継がれてきた命が今の自分にもつながってい
ることに感動を覚えます。
　時として厳しい顔を見せる自然ですが謙虚に向き合えば
私たちを迎え入れ癒してくれます。そこに命の根源がある
からなのだと思います。そんな自然と命の姿を描くことがで
きたらと、自然と命に対する畏敬の念をもって描き続けてい
ます。
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会員推挙　絵画部　福山歩由美

　今回、初めて取り組んだF100号の作
品です。今までは半分ずつ描いて、それを
2枚合わせた作品ばかりでしたので、まず
はF100号が制作できる場所の確保から
スタートした作品です。

　年々、身体ばかりでなく、頭も、そして心までも硬くなったと
感じる一方、幼い子供の、無心に遊ぶ姿には、未来への希
望や可能性が、キラッキラと輝いて見えるようになりました。
日常の中での、そんな瞬間を作品に表現し、残したいと思っ
て取り組んだ作品です。
完成した時には、F100号で描いて良かった!絵を描いてき
て良かった!そう思えた作品です。

会員推挙　絵画部　渡邊ひろ子

　息子の家の近くに洗足池があります。
息子宅を訪ねた時の孫と私の散歩コー
スになっています。中原街道を背に時計
回りに7、8分歩くとかわいい橋があります。
6才の孫は、その橋から決まって池の鯉を

のぞき込みます。
　その日も橋の上で立ち止まり、とその時、曇り空から突
然陽の光が。孫と私はその急変に歓声を上げたほどでし
た。明るく優しい陽が池を包み込んだのです。そして、今季
節（とき）を終えようとしている黄菖蒲もあたたかく包まれま
した。
　「水際初秋」は、あの時の黄菖蒲の姿を描きました。

会員推挙　絵画部　藤本美紗子

　この度は、会員推挙をいただきまして、
誠にありがとうございました。
　数年前からジャガイモを描いています。
きっかけは、ただ淡々と成長していく植物
の力強さに感心したことでした。

今までは見たままに描くことが多かったのですが、最近は思
うままに筆を動かすことが多くなりました。淡い色、暗い色、
細いタッチ、太いタッチを使ったり、見方を変えると月の表
面や、生き物に見えたり・・・自分の好きなように描くことが、
私にとってとても充実した時間になっています。ただ、それ
ばかりだと単調な絵になってしまうとも感じています。今後
は、もっといろいろなものの色や形から学び、作品に活かし
ていきたいです。

会員推挙　版画部　高山久子

　銅版画は様々な技法がありますが、私
は腐蝕法によるエッチング・アクアチント
を中心に取り組んでいます。製版の工程
は、彫りや腐蝕を何度も繰り返し、肩が凝
る緻密な作業を続ける大変な仕事です

が、刷りの段階でプレス機から出てくる作品を見た瞬間に
疲れも吹っ飛び、驚きの声を発するほどの達成感が味わえ
るので楽しく制作を続けています。
　今後は会員を自覚しながら更に精進して、新鮮な発想を
大切に、日常からのモチーフを心に受け止め、作品の内容
を深めたいと思っています。

会員推挙　絵画部　丸山和子

　私は、絵を描き始めて二十年以上にな
ります。おかげで、毎年、東京に出て行き
国立新美術館と久し振りに会える親戚の
人達とのひと時を楽しみに、一年一年と
頑張る事が出来ると思っております。その

上、今年は会員という大変な役をいただき、益々年の事を
言って、逃げられなくなっているなと思う今日この頃です。で
も、せっかくのありがたい機会をいただけた事に感謝して、
楽しく明るく、できるだけ派手な若い絵を、描き続けたいと
誓う日々 です。

会員推挙　版画部　服部八恵子

銅版画を始めて、不思議な感覚を持ちま
した。油絵や水彩画とは異なる手間と時
間がかかること、アナログだなと思いつつ、
いつの間にか銅版画にのめり込んでいる
自分がいました。銅版にモチーフを描き、

試刷りをして修正を幾度と繰り返し、最後に本刷りをして作
品を仕上げます。展示会場で改めて自分の作品を見た時、
当初のイメージと何か異なって感じ、残念な気持ちになる
事は常です。納得出来る作品はなかなか出来ませんが、こ
れからも制作を続けて行きたいと思います。

会員推挙　絵画部　森岡勇二

　人々が多く集まる所が好きで、祭とか、
街とか、人々をいれて描いています。又、
海とか好きで、海を入れた風景なども描
いています。
　いろいろな色を使って、描きたく、見て、

楽しい絵を、描きたいと思っています。
　今の自分の絵は泥臭い所があると思うので、もう少し垢
抜けた絵にしていきたいと思っています。が、なかなか思う
ようにはいきません。

会員推挙　絵画部　吉田静江

　初入選以来、いつもこれでいいのだろ
うかなと思いながら、テーマを二転三転と
変化させ、今のアロワナに出会い四年。ア
マゾンに棲む淡水肉食魚なのに、水を感
じさせない背景に悩みながら描いてきま

した。やっぱりこれでいいのかなと、未熟さゆえに満足いく
作品が描けないでいる中、推挙の栄をいただき、驚きと不
安で私でいいのだろうか、そんな思いが交差し喜びを感じ
るまでは時間がかかりました。先輩方から励ましの言葉を頂
き、会員としての覚悟を決め、もっともっと一層の努力と精
進を重ね、満足の行く作品が描けるようにキャンバスにぶつ
けて行きたいと思います。

会員推挙　絵画部　渡辺妙子

　この所、ショーウィンドウに写る風景と、
ガラス越しに見える実像の重なり合う様
子が、おもしろく目が離せません。日々気
がつくと、その様子を観察している自分が
いつもいます。虚像と実像を描き始めて

数年がたちます。なかなか掴もうとしても、するりと抜けてい
く光と影、その表現に挑みますが、いつも苦戦しています。
しかし私にとってこのテーマは、この先ずっと追い求め続け
るだろうテーマだと思っています。一歩一歩目標に向かっ
て行ける事は、私の人生にとって、とても幸せな事だと思い
ます。
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第30回 全国絵画公募展IZUBI
3月1日〜13日
3月15日〜27日（記念展）
伊藤市池田20世紀美術館

第72回 女流画家協会展
5月29日〜6月3日
東京都美術館

西脇義照 個展― 時間との対話 ―
7月6日〜23日　ギャラリーいまじん

中村義孝 彫刻展
― 過去・現在・未来 ―
6月25日〜7月22日
ギャラリーひのたて

ゆう遊展　　　
5月28日〜6月2日
シロタ画廊

阿部知暁 絵画展
5月5日〜12日
ギャラリーen

北嶋三智子水彩画展
四季の彩り
〜風の色 移ろいの色〜　
3月17日〜31日
台湾 淡水文化園区
殼牌倉庫

第14回 世界絵画大賞展
8月14日〜20日
東京都立美術館

「間の表現」－SECOND－
7月16日〜21日
画廊るたん

黒と色彩のドローイング 大場吉美展　　　　
7月18日〜24日　香林坊大和 6階アートサロン
10月3日〜15日　国立新美術館・一陽展2階休憩室

アート・エム in 一陽会美術研究所
女流作家展　　　　　　　　　　
5月3日〜8日
八十二文化財団 ギャラリープラザ長野
横山優子　勝山昭子　金田真由美　小林明子
西澤祐美子　平坂典子　本多和子　丸山チヨ子
水上さおり　吉池仁美

谷口千佳子×金田千佳 二人展
4月10日〜15日
しいのき迎賓館 ギャラリーB

第12回 アート・エム絵画展　　
3月20日〜25日
八十二文化財団 ギャラリー82
横山 優子　勝山 昭子　金田 真由美　小林 明子
西澤 祐美子　平坂 典子　本多 和子　丸山 チヨ子
水上 さおり　峯村 欣弘　吉池 仁美　小池 華子
吉原 悦子

平坂典子

大賞 受賞　　甲賀 保

協賛社賞受賞　　甲賀　保

緒方かおる

金田千佳

小林達也

塩川慧子

西谷のり子 洋画展　　　
4月25日〜5月1日
近鉄奈良 5階アートギャラリー

藤本元美

川口もと子・岸野フサヨ・
藤本元美 3人展　　　　
6月22日〜7月1日
そごう西神店 5階 特設会場

ほくさい美術館優秀賞受賞
私の好きな作品大賞受賞
山本 英子

猫たちの遊々展 2018
7月14日〜9月23日
ほくさい美術館

インスタレーション
3人展 2018　　　
10月9日〜21日
石川国際交流サロン

大場吉美

— Gentle Eyes —
阿部知暁 絵画展　　　　　
12月5日〜9日
DAIMARU 神戸店7階美術画廊

吉池仁美
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尾島 守 展 ―hard+soft―
9月30日〜10月7日
Shonandai Gallery

版画の杜 -for each work-
10月29日〜11月7日
えすぱす ミラボオ
池田美津恵　小林ミイラ　坂口かほる

小松富士子 個展
— 過去・現在 振り返って— the 2nd
2019年1月20日〜30日
京王プラザホテル 本館3階
ロビーギャラリー

『花や鳥や海と』譜を描く
山﨑泰司 水彩画展　
11月2日〜14日 
ギャラリー睦

六暉会　　　　　
9月30日〜10月7日
Shonandai Gallery

泉谷淑夫

濵田 清

大場吉美

細川 尚 舘野 弘

三阪雅彦

美しい驚き
泉谷淑夫展　
10月13日〜21日
ギャラリー倉敷

石と木の版画展　　　　
11月10日〜27日
Art&Dining Space たぶのき

洋画2人展　　　　　　　　　　　　
2019年1月6日〜2月3日　尼信会館1階展示室

橋本紀夫

尾島 守

横須賀康子

第7回 21世紀関西女性絵画展
9月12日〜16日
兵庫県立美術館

宮川正市 個展 〜いのちあるものⅢ〜
9月13日〜17日
鯖江市まなべの館展示ホールⅠ 安田 淳 個展 ―もうひとつの現実―

9月26日〜10月13日
北井画廊

古野恵美子

Esperanza展 第3回
7月30日〜8月4日
ギャラリーせいほう

福家省造展 風景&情景 2018
8月2日〜5日
宇治市生涯学習センター

INFINITE　　　
8月21日〜26日
石川国際交流サロン

伊藤正人

尾山隆夫 柴山桂子 白井正浩 竹田明男

吉村雅利 個展
7月30日〜8月4日
光画廊
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TOKYO東京支部

■2018年度の支部活動
第22回一陽会東京展は東京支部を主催として東京
都美術館での開催8年目を迎えました。
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、5月19日〜27日の9日間）
今日まで支部員と内部、外部の特別出品者、外部招
待作家も加えた上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）6年間継続しております。
今年度の22回展では新たな企画として、一陽会東
京展特別出品企画が実施されています。この件は、
刷新プロジェクト会議で議題になり、二月の運営委員
会で承認を頂きました。他支部の特別出品者には本
部事務局から、搬入出費用を補助する事になったこ
ともお知らせします。そして、今年度では千葉、神奈
川支部から特別出品企画として、12名の先生方にご
協力を頂きました。来年度も千葉、茨城支部の特別
出品の計画を予定しております。各支部事務局には、
お誘いのご連絡、通知されています。

●第22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30年5月19日（土）〜27日（日）　
受賞者
東京一陽賞 太田信三
東京支部賞 幕田今日子　滝川鯉吉
特待賞 松岡紀夫　霄 洋明
奨励賞 山口桂子　後藤澄夫　平田千代子
 渋谷亜由美　明輪勇作
東美賞 伊沢良子
マルオカ賞 大谷良一
オーディエンス賞 仙田 清

●第22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　Ⅱ」　参加型
 小松富士子
シュミット教授の作品　「三猿」、小松富士子氏の作品
シルヴァーポイントドローイングは昨年に引き続き二
回目となる。
先ずは、準備に携わった会員5名ほどが皮切りにワー
クショップが始まりました。少しずつ鑑賞者が参加者
となり、トータルで20名程となった。参加者は、思いお
もいに題材を決めていた。カッカッとペンを走らす音
だけが響き、集中して、楽しみながら描き終えていた。
描いた絵は喜んで持ち帰っていただいた。

・ギャラリートーク（講演会） 八木ヨシオ氏

ギャラリー絵夢（新宿） 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（北千住）
 棚瀬修次（審査員）

●2018「軽井沢パリ祭」展　7月13日〜24日
ギャラリーアート泉の里（軽井沢） 棚瀬修次

●「間の表現」－SECOND－　7月16日〜21日
画廊るたん（銀座） 小林達也

●ART WAVE SUMMER SESSION 2018
8月6日〜11日
GINZAギャラリーアーチストスペース（銀座）
 棚瀬修次

●ドローイングとは何か展　8月20日〜9月1日
ギャルリー志門（銀座） 磯崎式子

●大谷早苗先生を偲ぶ会展　8月30日〜9月9日
ギャラー絵夢（新宿） 小松富士子

●遊・桜ヶ丘現在進行形野外展
10月2日〜11月23日　原峰公園（多摩市）
 武田守弘

●第28回野外彫刻造形展　10月7日〜14日
―あつぎ青空アート展―
神奈川県厚木市 ぼうさいの丘公園石彫（出品）
 高橋正晴

●2018 ART WAVE AUTUMN SESSION選抜展
10月8日〜13日　ギャラリー暁（銀座） 棚瀬修次

●まほろば佐久に咲く 素描展　10月11日〜17日
長野県佐久市近代美術館の収蔵作家による
ギャラリー絵夢（新宿） 棚瀬修次　小松富士子

●版画の杜　10月29〜11月7日
えすぱすミラボオ（神楽坂）
 池田美津恵　小林ミイラ　坂口かほる　服部八恵子

●2018 CAF・N展　11月7日〜18日
埼玉県立近代美術館（浦和） 小松富士子

●第1回劇団SPC公演「銀の雫」効果
11月20日〜22日　SPC GALLERY（日本橋）
 武田守弘

●「十」・の目展　12月3日〜8日
ギャラリー暁（銀座） 磯崎式子

●明日への夢展　12月19日〜23日
兵庫県立美術館 原田の森ギャラリー（神戸）
 石川敏夫

●日本ガラス絵協会展　2019年1月14日〜19日
ぎゃらりいサムホール銀座（銀座） 高岡 徹

●第44回一麦会展　2019年1月21日〜27日
ギャラリーくぼた（京橋） 山田幸彦　加藤恵子

●春旬会　2019年2月23日〜3月3日
ランプ坂ギャラリー（四谷4-20四谷広場） 飯澤公夫

●森野会展　2019年3月〜10日
町田国際版劃美術館（東京町田市） 磯崎式子

「石彫シンポジュームとは何か + 大倉山ワークキャンプ」

国際シンポジュームの起源と活動の意味の説明（元
のシンポジュームとは、酒を酌み交わし討論するこ
と）から始まり、八木氏が参加されたオーストリア、リ
ンダブルンでの活動、スコットランドのラムスデン、ア
イルランドのキルケニー、トルコのタンジェ、カナダの
スカボローなどでのシンポジュームキャリアは、八木
氏を石彫家としてのライフワークとなった。グループ
ワークでは、後進のシンポジューム作家の朝野浩行
氏、高橋正晴氏も話に加わり、臨場感溢れる話が聞
けた。聴講参加された方は、座席が足りずに立ち見も
含めて、30名程になった。

■個展
●吉

ヨシ
村
ムラ

雅
ガ

利
リ

 個展　7月30日〜8月4日
 光画廊（銀座）

●小松富士子展 －過去・現在振りかえって－
2019年1月20日〜30日
 京王プラザホテル ロビーギャラリー

■グループ展　その他
●ART EXPO NEW YORK　4月19日〜22日

Pier 94−711  12th Ave、New York. NY 
10019.USA 石川敏夫

●第9回星乃珈琲店絵画コンテスト
4月20日〜27日／9月3日〜10日
会津総合美術展／会津美里町総合美術展（会津）
 三浦安針

●第81回河北美術展（仙台市）　4月26日〜5月20日
河北美術展会場（藤埼） 幕田今日子

●抽象作家による「MY、首飾りをした裸婦展」
5月14日〜26日　ギャラリーGK（銀座） 棚瀬修次

●第13回新池袋モンパルナス西口回遊美術展
5月17日〜30日　大石村ガレージ画廊（池袋）
 武田守弘

●一陽会東京展　5月19日〜27日
東京都美術館（上野）
 幕田今日子（会員賞）高橋正晴（彫）

●絵夢CONNECTION 2018　6月22日〜7月1日

 （杉山 司・小林達也　記）

KANSAI関西支部

◇主に2018年2月〜2019年1月
■はじめに
自然災害の中で
2018年、関西地域は地震、大雨、酷暑、台風と、数々の
自然災害に見舞われ、多くの関西支部会員が少なから
ぬ被害や影響を被った。また、支部としての行事（展覧
会や会議等）にも影響が大きかった。
しかし、その中で、関係各位の多大なご奮闘、ご協力に
より、予定されていた取組を成功させることができたこ
とは喜びもひとしおである。改めて、お互いの健闘をた
たえ合いたい。
■関西支部関係の展覧会
●第56回 関西一陽展　2018年3月20日〜25日

 大阪市立美術館地下展覧会室
〈出品状況〉 支部会員 絵画 2点 （55人）
 ＊特別展9点含む
  彫刻 8点 （5人）
 一般入選 絵画 69点 （40人）
  彫刻 1点 （1人）

〈入場者〉    3,162人
＊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、本展には出品しないものの、新しく大作
を発表することで、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・賞状あり、ホル
ベイン株式会社協賛）

＊水彩画の部門も広がり（20号以上）、秀作、受賞作も
増えてきた。

＊特別展示として溝下美代子会員が新作も含めた大作
を計10点発表。迫力あふれる展示になった。

＊初日にシンポジウム「制作討論会」を開催。尾島守・
墨川廣徳両会員がパネラーとして、自身の制作方法
も含め、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。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6人による一人ひとりへのてい
ねいな講評は一般出品者にとって励みになった。

＊初日夕刻より、来賓（ホルベイン（株））をお招きし、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。

＊今回も入場者が3千人を大きく越え、盛況だった。
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〈第56回 関西一陽展受賞者〉
関西一陽賞 檀野計藏（絵）
大阪市長賞 濱上寛司（ 〃 ）
大阪市教育委員長賞 澤田貢三（ 〃 ）
ホルベイン賞 三好利治（ 〃 ）
奨励賞 大西紀子　小西洋子　榊原 鈞
 下坂雅俊　山本　 学　吉岡浩一
新人賞 北川徳子
会友賞 田渕幹夫
 （以上 絵）

●2018 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・小品一人1点の展示。本展に向
けて新たな展開の作品も多く、充実した内容となった。

＊会期中の6月18日、大阪府北部地震が発生。該当地
域の支部会員が、「物が落ちて散乱」「ガラス戸が割
れる」等の被害に遭遇。お世話になっている富島運
輸も被害。（後に改修）交通機関が不通になる中、近
辺の支部会員の努力によって当番に着任、開廊でき
た。（当日は早めに切り上げ、閉廊）

【出品　絵画42名】
 安孫子百合　大西正雄　大東明宏　奥谷卓則
 尾島 守　川邉嘉章　楠森道剛　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　高孝壬津子　田坂奈美子　たつみゆうこ
 谷口紳一　田渕幹夫　丹後香子　檀野計藏
 津末慶子　豊岡知世枝　中田絵里　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　三阪雅彦
 水谷喜美子　三村恵理　山下濶志

●第64回 一陽展〈大阪展〉　10月23日〜28日
 大阪市立美術館地下展覧会室

＊絵画 113点　 彫刻 13点の展示
・巡回作品 絵画 46点　彫刻 5点
・関西支部会員（委員・会員・会友）作品
 絵画 55点（55人）　彫刻 6点（5人）
・関西の入選 絵画 14点（13人）　彫刻1点（1人）

＊入場者　3024人
＊事前の8月19日研修会（下見会）を実施したことで結

果を残せた。（後述）
＊事前の支部会議（大阪展関係書類発送・展覧会打合

せ等）が台風接近と重なり一週間延期したが、無事
開催に至った。

＊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先生方によるギャラリー

 （台風接近のため9月30日より延期）
・12月2日　決算総会（第54回関西一陽展発送事務）
・2019年1月19日　年度当初総会・新年会

●研修会
〈油彩絵の具について〉

＊5月13日（関西支部会議と同日開催・部内対象）
＊講師　ホルベイン（株）相談役 小杉弘明氏

わかりやすい資料を用意していただき、絵の具や溶
き油などのお話を伺った。

〈一陽展に向けての作品講評会（下見会）〉
＊8月19日　エル・おおさか
＊一般出品者・会友10名の作品講評を行った。出品に

向けての意欲が高まり、受賞や会員・会友推挙など
の結果を残すことができた。

■支部会員の個展
●西谷のり子洋画展　4月25日〜5月1日

 近鉄奈良（ならファミリー）アートギャラリー
●美の探求たち3人展　6月22日〜7月1日

そごう西神展（神戸市） 特設会場 藤本元美
●福家省造展 風景&情景2018　8月2日〜5日

 宇治市生涯学習センター
●尾島守展 – hard+soft　9月30日〜10月7日

第64回 一陽展同時開催
Shonandai Gallery（六本木）

●美し驚き 泉谷淑夫展　10月13日〜20日
 ギャラリー倉敷

●尾島 守・橋本紀夫　洋画2人展
2019年1月6日〜2月3日 尼信会館（尼崎市）

■2018年度 コンクール等の入賞・入選
●第23回 アートムーブコンクール展　5月

大阪・江之子島文化芸術創造センター
 平田せつ子（入選）

●第64回 全関西美術展　7月 大阪市立美術館
 山下濶志（招待）
 福家省造（第2席賞）　上田純子（佳作賞）

■美術館企画展など
●きのうとあすの対話 Ⅲ

〜日本美術家連盟近畿地区会員展〜　4月
 兵庫県立美術館王子分館原田の森ギャラリー

（絵画） 奥谷卓則　川邉嘉明　佐野儀雄
 福家省造　山下濶志　三好利治

（彫刻） 津野充聡　矢野 真
●第26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

●第6回 世界遺産姫路城 現代美術ビエンナーレ
2018展　（7月）姫路市民ギャラリー 水谷喜美子

●第33回 日本の海洋画展
（全日本海員福祉センター主催）

トークを実施。（写真）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
も来賓として出席。参加者と和やかに歓談された。

＊会期中、来賓の先生方を含め11名の巡回作品出品
者の方 （々関西地域以外）が遠路、来場された。また
ご芳志をいただいた先生もおられた。（深謝）大阪展

（巡回展）が一陽会を代表する全国展の一つとして
位置づけられることを一同、再認識した。

〈第64回一陽展　受賞者（関西支部関係）〉
野間仁根賞 楠森道剛（絵）
会員賞 奥谷卓則（ 〃 ）
会友賞 檀野計藏　藤田安臣（ 〃 ）
青麦賞 後藤 杏（ 〃 ）
奨励賞 大西紀子　北川徳子　澤田貢三（ 〃 ）
 島﨑 將（彫）
会員推挙 妹尾佑介　田渕幹夫　中田絵里
 森岡勇二（以上 絵）
会友推挙 後藤 杏　多賀和子　辻マサオ
 永田和行　渡邊光章（以上 絵）

●第57回関西一陽展　2019年3月19日〜24日
 大阪市立美術館
 ＊詳細は次号に掲載

■2018年度の支部行事
●事務局会議　（会場=主に、エル・おおさか）

＊支部会議および展覧会の前に随時開催
・1月14日・3月18日（関西展陳列担当者）・4月28日
・9月16日・10月20日（一陽展陳列担当者）・11月
　17日
・11月10日（会計監査委員会）

●支部会議　（会場=主に、エル・おおさか）
・1月21日　年度当初総会（年間計画、予算、第56

回関西一陽展準備など）・新年会
・5月13日　第64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17日　一陽展出品作品の把握（下見）
・10月7日　一陽展〈大阪展〉諸準備、発送事務

8月〜　東京芸術劇場ほか 古曽成樹
●第61回 守口市美術展覧会　11月

 審査員　水谷喜美子
●こうべ芸文美術展（神戸市等主催）

10月24日〜28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　藤本元美　津野充聡

■各種展覧会での作品発表（企画展、グループ展など）
●第13回 AFU（アートフォーラム宇治）美術展

3月1日〜4日 宇治市文化センター
●第2回 京都教育大学アートフォーラム

5月12日〜26日 京都教育大学図書館企画展示室
●第34回 ハクの会作家展　11月27日〜12月2日

京都府立文化芸術会館 以上　福家省造
●第34回 サークルFR展　3月22日〜25日

宇治公民館 奥谷卓則（賛助）　永田和行
●第5回 果実（み）の会展　4月19日〜24日

茨城市立ギャラリー 田坂奈美子
●第38回 洋画 蟻の会展　5月11日〜14日

 有田市文化福祉センター
●洋画・講師6人展　7月2日〜22日

 トップウェルネス和歌山
●第72回 青甲会展　7月18日〜23日

和歌山県民ギャラリー 以上　古曽成樹
●40E SALON DE KATO「カト展」

5月22日〜27日　ギャラリーカト（京都市）
 奥谷卓則　福家省造

●たまゆら〜アオハルnarabi 23th
5月31日〜6月5日　ギャラリー香（大阪市）
 三阪雅彦（賛助）　高橋章子

●√天（ルート・テン）展　6月12日〜17日
茶臼山画廊（大阪） 平田せつ子

●第25回 心に響く小品展 6月26日〜7月8日
●第26回 折々の作家たち展

2019年1月12日〜27日
 以上　ギャラリーヒルゲート（京都市）

●21世紀女性作家展 2018　9月11日〜16日
兵庫県立美術館ギャラリー棟
 以上　古野恵美子

●第74 回亜土会展　6月30日〜7月5日
 OPT GALLERY（オプトギャラリー 京都市）

●デッサン絵の訓　8月28日〜9月2日
ギャリエヤマシタ1号館（京都市） 以上　永田和行

●ガクラフト祭り2018　7月16日〜21日
マサゴ画廊（大阪市） 松村一夫

●六暉会展　9月30日〜10月7日
第64回 一陽展同時開催
Shonandai Gallery（六本木）
 泉谷淑夫　三阪雅彦（大場、舘野、濵田、細川各氏と）

第64回 一陽展（大阪展）ギャラリートークより
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●The 15th Salon DO Painting exhibition
11月23日〜28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　森本正義

●精華学藝祭（京都精華大学同窓会展）
11月30日〜12月2日 奥谷卓則

■2019年度 関西支部の主な予定（4月以降）
●2019 一陽会関西作家展　7月9日〜14日

 西宮市立北口ギャラリー
●研修会　一陽展出品作品の下見会

8月18日（日）13:00〜 エル・おおさか
●第65回記念 一陽展〈大阪展〉

10月22日〜10月27日 大阪市立美術館
●第58回 関西一陽展　2020年3月17日〜22日

 大阪市立美術館
■2019年度 関西支部事務局（新事務所へ移転）
事務所 松村一夫

会計部　（支部会計） 藤本元美
　　　　（関西展会計） たつみゆうこ
　　　　（一陽展〈大阪展〉会計） 安孫子百合
 ＊会計監査　隅田博美　西山眞理子
事業部 上田純子　大東明宏　山下濶志
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40名出品）

1月16日 ギャラリー金巴里
●総会・新年会　1月21日（12:00〜）

同人・準同人展打ち合わせ（14:00〜）
 ホテルポートプラザちば

●千葉一陽同人・準同人展（16名出品）　3月15日
 画廊ジュライ

●準備会 第41回 千葉一陽展について
3月18日（9:30〜） きぼーる15F 多目的室

●第22回 一陽会東京展　特別企画（9名出品）
5月19日 東京都美術館

●第41回 千葉一陽展　6月12日 千葉県立美術館
●第41回 千葉一陽展研修会　6月12日

 千葉県立美術館
●第41回 千葉一陽展授賞式・懇親会　6月12日

 ホテルポートプラザちば
● 第63回 一陽展受賞作家小品展　6月12日

 ギャラリー金巴里
●幹事会　12月2日（13:30〜）

 千葉市文化センター 9F

 石川三知代　川口文子　古賀敦子
●アトリエこうたき展　7月12日

きぼーるアトリウム 講師 : 香焼直美
●ante展　7月16日　Salon de G

 大北節子、山崎泰司
●vita展　8月29日　ギャラリーび〜た 佐々木英子
●飯田弥生賞奨励賞受賞記念グループ展　9月5日

飯田弥生美術館ギャラリー 山田久子
●第3回 羅の会展　9月24日

ギャラリー青羅 川上弘子
●MD会展　10月11日

九段下ギャラリー 佐々木英子
●第30回 平和を願う美術展　10月30日

千葉県立美術館 佐々木英子　里地芳美
●金巴里展　10月30日

ギャラリー金巴里 会員・会友・同人多数参加
●彩趣会　11月1日

イオン ノア店 講師　鹿又保子
●「花鳥譜」花と鳥と海へ　11月2日

ギャラリー睦 山崎泰司
●グループわかば展　11月6日

こみなと稲毛ギャラリー 佐々木英子
●November展　11月19日

ギャラリー暁 大北節子
●野田美術会展　11月21日

柏の葉公園さわやかちば県民プラザ 鹿又保子
●日本現代芸術品評会展　12月11日

上海風月舎画廊 大北節子
●第40回記念 総美展　12月12日

市原市市民会館 里地芳美
●あかつきフェスタ展　12月23日

ギャラリー暁 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　褒賞 佐々木英子
●千葉市展　3月　千葉市美術館市民ギャラリー

千葉市教育長賞 佐々木康樹
奨励賞 岩野美紗子　木村和彦　黒川秀夫
 小林八重子　小松幸廣　牧内弘明

●猫たちの遊々展2018　9月23日　ほくさい美術館
優秀賞・私の好きな作品大賞 山本映子

●全国サムホール公募展　7月
東京交通会館　奨励賞 佐々木英子

●日本の自然を描く展　8月9日
上野の森美術館　上位入選 佐々木英子

●第68回 千葉県展　10月　千葉県立美術館
（会員以上　無鑑査）
常任理事出品 濵田 清　小島鐡男
理事出品 岡村順一　大久保綾子　大北節子

■個展
●山口陽子 親子展　4月20日 ギャラリー睦
●宍倉綾子 作品展　6月19日
 千葉県文化会館大ホール
■グループ展・その他
●洋画グループ犀展　1月5日

千葉信金中央支店 里地芳美
●日本ガラス絵協会展　1月8日

ぎゃらりいサムホール 川口文子　古賀敦子
●新春展　1月11日　ギャラリー樹 大久保綾子
●新春おんな女オンナ展　1月12日

木更津わたくし美術館 細川 尚
●福島県在京美術家協会展　1月15日

ギャラリー白百合 濵田 清　山口陽子
●2018 一櫂会展　2月22日　画廊ジュライ

 講師　濵田 清
●暁展　2月12日　ギャラリー暁 大北節子
●彩趣会絵画展　3月14日

野田市役所ふれあいギャラリー 講師　鹿又保子
●五つの美絵画展　3月28日　五井会館

 講師　岡村順一
●Ren展　4月2日　船橋スクエア21 佐々木英子
●個の屹立展　4月9日　ギャラリー暁 古賀敦子
●彩友会展　5月15日　青葉の森公園ギャラリー

 講師 : 永倉一徳
●みなづき展　6月18日　ギャラリー金巴里

 会員・会友・同人多数参加
●彩の會展　6月26日

君津市生涯学習交流センター 講師　細川 尚
●野田美術会展 第23回 小品展　6月6日

興風会館 地下ギャラリー 鹿又保子
●彩趣会　7月1日　翠光舎画廊コスモス

 講師　鹿又保子
●第9回 Water Color 千葉　7月3日

千葉県立美術館 鹿又保子
●日本ガラス絵協会展　7月9日　ギャラリー一枚の繪

会員出品 宇梶陽子　河野緋紗子　山崎泰司
 山田久子　坂井幸子　小嶋英子　永倉一徳
 川上弘子　山本映子　篠崎 聡　山口陽子

 金綱照夫 　宍倉綾子　里地芳美　楠 忠臣
 佐々木英子　早瀬淳男　岩本秀明
 小川芙美子　吉田静江
入選 黒川秀夫　小松幸廣　小林八重子
 渡邊ひろ子　鈴木 豊　阿部 求
 岩野美紗子　牧内弘明
会員推挙 黒川秀夫　小松幸廣　小林八重子
 渡邊ひろ子　岩野美紗子

●市原市美術展　10月28日
五井会館　北原政吉賞 里地芳美
 （金綱照夫　記）

KANAGAWA神奈川支部

■支部活動
●第20回 神奈川一陽展　6月12日〜17日

 横浜市民ギャラリー
［出品数］

絵画 23点 （19名）
版画 4点 （2名）
彫刻 3点 （3名）

●第20回 神奈川一陽展研修会　6月12日
 横浜市民ギャラリー　　
●懇親会　6月12日　　忘年会　12月13日

［支部員の活動］
■二人展
●ゆう遊展　5月28日〜6月2日

シロタ画廊 緒方かおる
●石と木の版画展　11月10日〜11月27日

たぶのき 横須賀康子
■グループ展
●プチパン展　1月9日〜27日

仲通りギャラリー 村杉哲子
●横浜所縁の作家展　2月19日〜25日

画廊楽 村杉哲子
●フラウ展　4月16日〜22日

みつい画廊 緒方かおる
●Paitings20+　5月1日〜6日

ギャラリーヒルゲート 緒方かおる
●第15回 横浜美術協会会員会友展

6月19日〜25日　横浜市民ギャラリー 村杉哲子
●水彩プチパン展　7月17日〜28日

仲通りギャラリー 村杉哲子
●第12回 アートバザール展　7月23日〜29日

ギャラリー八重洲 緒方かおる

第41回 千葉一陽展
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●アートウェーブ展　10月8日〜13日
銀座　暁 後藤静子

●2018 横浜開港アンデバンダンSM展
10月23日〜29日　万国橋ギャラリー 緒方かおる

●おかがみ展　10月28日〜11月11日
和光大学パレストラ 神山茂樹

●猫の会展　11月5日〜11日
サブウェイギャラリーM 青山孟郎

●みどり会100周年記念美術展　12月15〜16日
トキワ松学園 塩川慧子

●アンチーム展　12月27日〜22日
銀座ギャラリー ムサシ 吉野すみ子

■公募展
●第22回 一陽会東京展　5月19日〜27日

東京都美術館 横須賀康子　青山孟郎
●第72回 女流画家協会展　5月29日〜6月3日

東京都美術館 塩川慧子　久留宮和子
上野の森美術館賞 後藤静子

●第11回 金沢区美術展　6月5日〜11日
横浜市民ギャラリー 村杉哲子

●第36回 茅ヶ崎美術家協会展　7月10日〜8月4日
茅ヶ崎美術館 横須賀康子

●第9回 真夏の芸術祭　8月17日〜25日
ギャルリ・オーヴ 緒方かおる

●第54回 神奈川県美術展　9月5日〜16日
神奈川県民ホールギャラリー 久留宮和子

●第27回 相模原芸術家協会展　9月6日〜18日
相模原市民ギャラリー 後藤静子

●第13回 とつか美術会展　9月26日〜10月1日
さくらプラザギャラリー 緒方かおる

●第74回 ハマ展　10月31日〜11月12日
横浜市民ギャラリー
 村杉哲子　緒方かおる　青山孟郎
 村田忠夫　井口栄資

●河井一郎と仲間展
ギャラリージャック&ベティ（岐阜市）
 河井一郎　大橋壯久　山田晃平　上田多津子

●アンデパンダン展　岐阜美術館 志知佳子
●第40回記念 羽島市美術協会展

不二羽島文化センター
 今井田一己　小畑恭子　今井田高江　樋口勝彦

◇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　志知佳子　山田芳之
●六酔会展　大垣市文化会館 山田芳之
◇6月
●神戸町美術展

日比野五鳳記念会館 久保田正剛（審査員）
●久保田正剛やそじの絵画展

養老町中央公民館 久保田正剛
◇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
●西濃教職員作品展　大垣市文化会館

 久保田正剛　西脇義照　山田芳之
●西脇義照個展 ギャラリーいまじん（岐阜市）
●羽島市美術協会 洋画部展

不二羽島文化センター 小畑恭子　今井田高江
◇8月
●第19回 源流展　岐阜県美術館 小畑恭子
◇9月
●西濃美術展　大垣市文化会館

 久保田正剛　西脇義照　志知佳子
●岐大13回生 美術展　ギャラリー&カフェ 204

 今井田一己　志知佳子
◇10月
●大垣市美術展　大垣市民会館

 久保田正剛　西脇義照（審査員）
奨励賞 山田芳之

●養老町美術展　養老町民ギャラリー
 久保田正剛　西脇義照（審査員）

●垂井町美術展　垂井町文化会館
 久保田正剛　西脇義照（審査員）

●関ヶ原町美術展　関ヶ原ふれあい会館
 久保田正剛（審査員）

●養老町教職員美術研修　浜松市 久保田正剛
●第71回 岐阜市美術展

ぎふメディアコスモス 小畑恭子（審査員）
市長賞 樋口勝彦

●第50回 羽島市美術展
不二羽島文化センター 今井田一己（審査員）

●第58回 神奈川県女流美術家協会展
11月28日〜12月3日　横浜市民ギャラリー
 後藤静子
 （伏見伸彌　記）

CHUBU中部支部

◇2018年4月〜2019年3月
■支部活動
●第55回記念 中部一陽展

5月15日（火）〜5月20日（日）
 名古屋市博物館3Fギャラリー

（絵画58点・彫刻5点　合計63点）
〈受賞者〉
（絵画） 中部一陽賞 山田芳之
 55回記念賞 大橋壯久

 東海テレビ放送賞 岩田悠子
 奨励賞 佐々木美樹子　亀山敏子
 新人賞 上田省吾　上田多津子
（彫刻） 中日賞 樋口勝彦

●第45回 岐阜一陽展
7月10日〜7月16日 岐阜県美術館

（彫刻） 今井田一己　樋口勝彦　森島昭道
（絵画） 伊藤知佐子　今井田高江　上田多津子
 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　横山満津子

●第64回 一陽展
10月3日〜10月15日 国立新美術館

〈受賞者・初入選者〉
（絵画） 一陽賞 山田芳之
 特待賞 大島満男
 会員推挙 大橋壯久　片野泰人
 会友推挙 志知佳子　鈴木啓子
 山田芳之
 初入選 上田多津子

●第19回 陽友会展　10月30日〜11月4日
名古屋市民ギャラリー栄
 岩田悠子　上田多津子　小畑恭子　亀山敏子
 鈴木啓子　中嶋美瑳子　野田美子　服部秀勝
 伴 昭子　山田晃平　山田芳之

●中部一陽会 打合会　1月26日
毎日文化センターロビー 委員　会員

●中部一陽会 新年会　1月26日 奥志摩
■個人活動
◇2018年4月
●ヒマワリ会展

人の森ハウス（一宮市） 野田美子　伊藤知佐子

記念展賞 樋口勝彦
◇11月
●一宮市美術展　一宮文化センター

市長賞 樋口勝彦
●藍画会展　じゅうろくてつめいギャラリー（岐阜市）

 河井一郎　大橋壯久　山田晃平　上田多津子
●YOU友展　一宮三岸節子記念美術館 野田美子
●養老町美術展　養老町民会館

 久保田正剛　西脇義照（審査員）
●チャリティ色紙展

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　西脇義照
●毎日新聞 毎日文化センター 西脇義照
◇2019年1月
●2019 新春おめでとう大作展

もりのギャラリー（一宮市） 大橋壯久　山田晃平
◇3月
●養老町美術協会 洋画部展

養老町民会館 久保田正剛　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27日 あきねい
●総会　3月31日 ホテル信濃路
●第51回 一陽会長野展準備会　6月23日 あきねい
●第51回 一陽会長野展　7月11日〜16日

 松本市美術館
絵画29点　彫刻3点　招待（絵画2点）

●作品研究会　7月10日 午後1時〜4時
 講師　小島鐵男運営委員　舘野 弘運営委員
 多数参加

●第70回記念 長野県美術展　8月26日〜9月2日
松本市美術館
絵画 無鑑査　碓田順彦
彫刻 審査員　春原 功

上野の森美術館賞　後藤静子
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絵画 勝山昭子　北島英巳　高橋文夫　田中 渉
 市川孝子　林 政人　松川勝男　本多和子
 やまぐちかずお　横山優子　丸山チヨ子
 依田千恵子　水上さおり　峯村欣弘

●第64回 一陽展　国立新美術館　10月3日〜15日
会員推挙 名香山直子
会友推挙 小池華子　吉原悦子
野外彫刻賞 小林一夫
特待賞 小池華子
奨励賞 高橋文夫
初入選 宮下久仁　橋本祥子

●第69回 北信美術展　10月8日〜14日 トイーゴ
無鑑査　絵画 北島英巳　松川勝男
　 〃 　　彫刻 春原 功
絵画審査員 碓田順彦
受賞者　絵画　市川賞 横山優子
絵画 市川孝子　田中 渉　依田千恵子
 勝山昭子　金田真由美　小林明子
 西澤祐美子　平坂典子　本多和子
 丸山チヨ子　水上さおり　峯村欣弘
 吉池仁美　渡辺顕久　小池華子
 高橋 文夫　吉原悦子

●第71回 中信美術展　1月3日〜14日
松本市美術館 林 政人　やまぐちかずお

●第13回 地域現代作家代表作展
2019年3月20日〜31日　松本市美術館 林 政人

●アンデパンダン展 in 長野県信濃美術館
2月27日〜3月4日　長野県信濃美術館
 碓田順彦　北島英巳　松川勝男

■個人・グループ活動
●第12回 アート・エム絵画展

3月20日〜25日　ギャラリー82
 勝山昭子　金田真由美　小池華子　小林明子
 西澤祐美子　平坂典子　本多和子　丸山チヨ子
 水上さおり　峯村欣弘　宮下久仁　横山優子
 吉池仁美　吉原悦子　松川勝男

●アート・エム女流作家展
5月3日〜8日　ギャラリープラザ長野
 勝山昭子　金田真由美　小林明子　西澤祐美子
 平坂典子　本多和子　丸山チヨ子　水上さおり
 横山優子　吉池仁美

●島田広之の絵画室 2018　4月30日〜5月13日
千曲市市民ギャラリー 島田広之

●アフター5イリュージョンズ　8月20日〜9月2日
千曲市市民ギャラリー 島田広之

●松川勝男展　11月20日〜12月20日 アート・エム
●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15日〜20日

●志賀町を描く美術展　11月24日〜12月2日
招待出品 野中未知子
特選 後出秀茂

■グループ展
●第6回 日本美術家連盟北陸地区会員展

3月6日〜11日　金沢21世紀美術館 安田 淳
●自由表現展 vol.3　3月9日〜29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
●彫刻と素材〜伝えたいかたち　4月5日〜10日

ギャラリーZaroff 渋谷 浜谷信彦
●谷口千佳子×金田千佳 二人展

3月29日〜4月15日　しいのき迎賓館 金田千佳
●能美市作家協会展N展　4月20日〜28日

根上学習センター 阿部正子　山崎綾乃
 後出秀茂　田方 勇

●富山石川現代作家展　4月27日〜5月27日
アートハウスおやべ 飯田恭彦

●第55回 こまつの美・入札展　5月
小松・サイエンスヒルズこまつ 安田 淳

●能美市絵画協会展　6月16日〜24日
根上学習センター 阿部正子　山崎綾乃
 後出秀茂　田方 勇

●能美6人展　6月19日〜6月24日
小松宮本三郎美術館ギャラリー 田方 勇

●古九谷修古祭現代陶芸展　6月23日〜24日
芭蕉の館 浜谷信彦

●第14回 能美市作家協会展　7月14日〜22日
根上学習センター 阿部正子　山崎綾乃
 後出秀茂　田方 勇

●8+9被爆73年長崎から　7月31日〜8月5日
長崎県美術館 浜谷信彦

●第3回 サムホール展煌めき　8月2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

●根上絵画クラブ展　8月20日〜9月2日
根上文化会館 阿部正子　山崎綾乃

●石川県立二水高校同窓会 第2回からたち展
8月8日〜12日　金沢21世紀美術館 中野久賀子

●INFINITE展　8月21日〜26日
石川国際交流サロン 竹田明男　柴山桂子
 白井正浩　尾山隆夫

●九谷焼資料館リニューアルオープン展
8月28日〜9月14日　九谷焼資料館展示室
 阿部正子　山崎綾乃

●自由表現展 vol.4　9月7日〜25日
小松・ぎゃらりーソレイユ 安田 淳　西山恭申

●六暉会6人展　9月30日〜10月7日

市立小諸高原美術館 6月19日〜24日
金沢21世紀美術館 7月31日〜8月5日
サントミューゼ 8月29日〜9月1日
安曇野市豊科近代美術館 10月16日〜21日

●第20回 十の会 作品展　10月6日〜14日
須坂市中央公民館 北島英巳
 （松川 勝男　記）

ISHIKAWA石川支部

■活動報告
●総会　4月22日 ANAホリディ・イン金沢スカイ
●本展作品研究会　7月29日 インプレス
●2018 一陽会石川支部展　11月14日〜18日

 石川県立美術館
●本展反省会　10月21日 野々市市フォルテ
●2019 一陽会石川支部新春展　1月22日〜27日

 金沢21世紀美術館
■個展
●飯田恭彦 洋画展　5月20日〜26日

 津幡町文化会館シグナス
●飯田恭彦いやしの犬を描く展　7月1日〜15日

 津幡町かつざきロビー　ギャラリー由
●墨と色彩のドローイング・大場吉美展

7月18日〜24日 香林坊大和アートサロン
●安田淳 個展 〜もうひとつの現実〜

　9月26日〜10月13日 東京・ギャラリー北井
■公募展
●第74回 現代美術展　3月29日〜4月15日

 石川県立美術館（洋画）
副理事出品 大場吉美
委員出品 竹田明男　野中未知子　安田 淳
会員・審査員出品 西山恭申　中野久賀子
会員出品 柴山桂子　白井正浩　中本邦夫
 飯田恭彦　金田千佳　尾山隆夫
次賞 城戸清子　後出秀茂　吉野美策子
北國賞 川村甚子　田方 勇
佳作賞 岩城和恵
入選 阿部正子　芝西広美　山崎綾乃
 小島信子　中谷美和子　巻砂紀恵

●第74回 現代美術展　3月29日〜4月15日
石川県立美術館（彫刻）　会員出品 大鍬英治

●第57回 小松美術展　5月9日〜15日
小松・サイエンスヒルズこまつ 安田 淳

●第7回 野々市市美術展　7月6日〜15日
 学びの杜 ののいちカレード
市美術文化協会会長・審査員出品 竹田明男
理事出品 西山恭申　尾山隆夫

東京六本木　湘南ギャラリー 大場吉美
●第64回 一陽展特別展

墨と色彩のドローイング・大場吉美展
10月3日〜15日　国立新美術館  大場吉美

●グループ標 小品展　10月6日〜16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

●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9日〜21日
石川国際交流サロン 大場吉美

●第11回 赤とんぼ展　10月18日〜21日
ラポルトすず 吉野美策子

●yy2展油画団安田組・石川県立金沢辰巳丘高等学校
芸術コース専攻油絵卒業生展覧会
11月　石川県立美術館広坂別館
 賛助出品　安田 淳

●2018 CAFネビュラ展　11月
埼玉県立近代美術館 安田 淳

●2019オリジナル年賀状 原画制作　11月
能登印刷 安田 淳

●第14回 津幡町美術作家協会展　11月7日〜11日
津幡町文化会館シグナス
 川村甚子　岩城和恵

●能美市作家協会N大作展　11月24日〜12月2日
根上学習センター 阿部正子　田方　勇
 後出秀茂　山崎綾乃

●女二人展　12月1日〜31日
さらいギャラリー 阿部正子　山崎綾乃

●第58回 歳末美術展　12月7日〜13日
金沢香林坊大和
 大場吉美　野中未知子　竹田明男　安田 淳
 柴山桂子　阿部正子　飯田恭彦　城戸清子
 白井正浩　中本邦夫　西山恭申　田方 勇
 岩城和恵　巻砂紀恵

●第10回 はてなし会展　12月11日〜16日
京都府立文化芸術会館 中谷美和子

●第1回 NHK厚生文化チャリティー展
12月12日〜17日　めいてつエムザ・美術サロン
 大場吉美　竹田明男　柴山桂子
 白井正浩　西山恭申
 （尾山隆夫　記）

IBARAKI茨城一陽会

◇2018年 
●伝えたいかたち 〜彫刻と素材〜　4月5日〜10日

画廊珈琲 zaroff（東京都渋谷区初芝）
 北沢 努　葛迫大祐（外6名）
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●第43回 取手美術作家展　6月16日〜27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）

●中村義孝彫刻展 過去・現在・未来
6月25日〜7月22日
 ギャラリーひのたて（茨城県水戸市 水戸第一中学校）
 中村義孝

●茨城の美術セレクション展
6月28日〜7月9日
茨城県つくば美術館（茨城県つくば市）
 宇留野信章　舘野 弘　中村義孝　六﨑敏光
 （外22名）

●第46回 MITO 彫刻展　6月22日〜7月1日
アートセンタータキタ（茨城県水戸市）
 小宅淑子　北沢 努　鈴木しのぶ　六﨑敏光
 村山悦子　森山元圀（外1名）

●MOKSHA2018　8月14日〜19日
ギャラリーしえる（茨城県水戸市） 北沢 努（外8名）

●韓日現代彫刻のビジョン　9月6日〜13日
駐大韓民国日本国大使館広報文化院2F
 シルクギャラリー（韓国 ソウル市）
 中村義孝（外39名）

●六暉会　9月30日〜10月7日
Shonandai Gallery（東京都港区六本木）
 舘野 弘（外5名）

●日伊ブロンズ彫刻家交流展　10月1日〜27日
ヴェナンツォ・クロチェッティ美術館（イタリア ローマ）
 中村義孝（外14名）

●第7回 つくば美術展　10月16日〜28日
茨城県つくば美術館（茨城県つくば市）
 北沢 努（外17名）

●第47回 グループSABO展 10月26日〜30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）

●蝋型ブロンズ彫刻展　11月6日〜12月22日
筑波大学大学会館アートスペース他

●新潟日報新聞「窓」欄 挿絵展　4月21日〜28日
 市橋哲夫

●第28回 新潟一陽会展　5月14日〜20日
 鈴木 力（他19名）

●大阪&トレド展　5月18日〜
公式ポスターに採用 木村保夫

●第6回 風の会　5月19日〜6月17日
雪梁舎美術館 長谷川清晴

●ギャラリー「創」春季展　5月22日〜27日 木村保夫
●新潟県展　5月25日〜6月3日　朱鷺メッセ

 佐藤幸雄　若木弘美
●第17回 日本美術家連盟信越地区会員展

6月30日〜7日
 市橋哲夫　木村保夫　山本安雄　千野清和

●八海山 夢展　7月20日〜8月27日
池田記念美術館 桑原 收　山本安雄

●水と土の芸術祭展 こばりアートフェステバル
9月19日〜24日　にいがたアートサーカス
 市橋哲夫　佐藤幸雄　若木弘美　高山久子

●南魚沼美術展　9月14日〜18日
 桑原 收　山本安雄

●今展　9月21日〜24日　加茂文化会館 千野清和
●新潟市美術協会展　10月10日〜18日

 佐藤幸雄　高山久子
●第13回 市展　燕市美術展覧会

10月12日〜15日　審査員出品 長谷川清晴
●南魚沼美術協会展　10月13日〜15日

 桑原 收　山本安雄
●第46回 市展 五泉市美術展覧会

11月1日〜4日　審査員出品 長谷川清晴
●六日町美術協会展　10月20日〜 山本安雄
●風の会展　11月8日〜28日

アカデミア・アルティ・デル・デイゼーニヨ（イタリア）
 長谷川清晴

●ギャラリー「創」秋季展　11月13日〜19日
 木村保夫

●新潟県美術家連盟（芸展）　11月14日〜22日
 市橋哲夫　木村保夫　桑原 收
 山本安雄　千野清和　長谷川清晴

●長岡美術連盟洋画部展　12月5日〜9日 木村保夫
●第26回 アークベル絵画展　1月24日〜27日

審査員出品 長谷川清晴
●雪・月・花の宴9人展　1月4〜13日 市橋哲夫
●新潟日報社小品展　2月13日〜19日 市橋哲夫
●KAMONKAI展　3月15日〜22日 千野清和

 （千野清和　記）

（茨城県つくば市） 木村公則　清水紀子　中根絢女
 中村義孝　羽室陽森（外28名）

●第9回 シューズ ボックス スカルプチャー展
11月より台湾芸術大学及び台北市内ギャラリィー等
で巡回展示（台湾 台北市） 中村義孝（外 名）

●第24回 うしく現代美術展　11月18日〜12月2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）

●atelier ROOTS－06　11月26日〜12月21日
ギャラリーひのたて（茨城県水戸市;水戸第一中学校）
 葛迫大祐（外2名）

●北沢努展―森に棲む2018　11月27日〜12月2日
ギャラリーしえる（茨城県水戸市） 北沢 努

●YEAR－END EXHIBITION OF MINI・SCULPTURES
12月6日〜22日
ギャラリーせいほう（東京都中央区銀座）
 中村義孝　深谷直之（外139名）

●北沢努展　12月6日〜24日
カフェ畑のGOCHISO（茨城県水戸市） 北沢努

●ちょっと小さな展覧会　12月12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103名）

●茨城大学美術科教員展　12月14日〜26日
ギャラリーエスパース（茨城県ひたちなか市）
 北沢 努（外12名）

◇2019年
●第44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　六﨑敏光（外208名）

●先生たちの美術館展7　1月20日〜2月3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20名）

●第26回 土なかま彫塑展　3月3日〜9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10名）

●磯山芳男彫刻展 これまで そして これから
3月21日〜31日
筑波銀行本部ギャラリー（茨城県つくば市）
 磯山芳男
 （磯山芳男　記）

NIIGATA新潟一陽会

◇2018
■活動報告
●市橋哲夫とグループ創「今」展　4月21日〜28日

 市橋哲夫　高山久子　若木弘美　佐藤幸雄

TOYAMA富山一陽会

■活動報告
●作品研究会

 1月、2月、4月、5月、7月、8月、9月、10月、12月
◇2月
●富山市美術作家連合展

富山市民プラザアートギャラリー　
 萩中幸雄　桝田律子　永澤一美　古田恵子
 武田清子　姫路廣司　寺脇圭子　山本正臣
 河原憲行　富岡博子　藤木良一　長永 揚子

●上市美術会巡回展示　上市総合病院 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
●一陽会3人展　ささら屋立山町ギャラリー

 笹山満義　池田国男　黒崎 博
●富山駅北地下道市民ギャラリー展 藤木良一
◇4月
●洋画sparking 2018 in庄川展　庄川美術館

委嘱 萩中幸雄　山本文郎
●第8回 富山国際現代美術展　新川文化ホール

 古田恵子
●銀彩の会　北陸銀行小杉支店 竹内隆男
◇5月
●第58回 日本版画会富山支部展　富山県民会館

 永澤一美
●野萩の会3人展　河口ビルれすとらん「ゼフィール」

 竹森由希子　寺脇圭子
◇6月
●第73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 桝田律子
奨励賞 古田恵子
入選 永澤一美　伏黒由利子　武田清子
 高橋久仁子　竹森由希子　寺脇圭子
 山本正臣　河原憲行　梶原信男
 高島達雄　田村昭子　秋本美智子

●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　入善町民会館

 笹山満義、池田国男、黒崎 博
●滑川洋画連盟展　滑川市博物館 笹山満義
●東秩父版画フォーラム 永澤一美
●氷見市県展 入選展 永澤一美
●氷見市美術会員展 永澤一美
●テンペラフレンズ展 2018

富山県民会館ギャラリーA・B 河原憲行

27 28ICHIYO  No.54 ICHIYO  No.54



支部 & グループ活動報告 支部 & グループ活動報告

◇7月
●富山市洋画作家連盟小品展

富山県眠会館ギャラリーD
 萩中幸雄　桝田律子　姫路廣司　寺脇圭子
 河原憲行　藤木良一　山本正臣

●大伴家持記念展　招待出品　富山県民会館
 萩中幸雄

●滑川市洋画連盟展　滑川市立博物館 笹山満義
●萩の会 油彩展　河口ビルれすとらん「ゼフィール」

 竹森由希子　黒崎 博　山本正臣　寺脇圭子
 長永揚子　藤木良一　山田明子　高島達雄
 田村昭子　秋本美智子　稲垣岳彦　堀 英夫
 奥井輝男

●野萩の会　富山県民会館ギャラリーD
賛助出品 萩中幸雄
 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
●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64回 一陽展出品事前研修会

富山市民プラザアートギャラリーA
大作29名出品
 講評　小島鐵男先生　大場吉美先生

●新萩の会展　富山市民プラザ
賛助出品 萩中幸雄
 山本正臣　長永揚子　高島達雄　田村昭子
 秋本美智子　堀 英夫

●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
運営委員出品 池田国男
無鑑査 黒崎 博

●富山県洋画連盟 高岡地区会員小品展
高岡美術館市民ギャラリー 永澤一美

●上市美術会巡回展示　北陸銀行上市町支店
 黒崎 博

●富山市工芸美術作家協会展
県民会館ギャラリーB 富岡博子

●富山駅北地下道市民ギャラリー展 田村昭子
◇9月
●富山県洋画連盟砺波地区チャリティー小品展

北日本新聞社砺波支社ギャラリー 山本文郎
●地域の作家展　アートギャラリー栄 武田清子
●県民芸術祭生活文化展　新川文化ホール

招待 池田国男
●上市美術会 会員展　上市町カミール 黒崎 博
●上市美術会 巡回展示　上市総合病院 黒崎 博
●生涯学習発表会　上市町カミール 黒崎 博
●生涯学習巡回展　上市町つるぎ 黒崎 博

●かがやき版画展　庄川美術館 永澤一美
●テンペラフレンズ作品展　高岡市美術館
 河原憲行
◇12月
●富山市美術展　富山市民プラザ

審査員出品 萩中幸雄　桝田律子
招待 古田恵子
市展大賞 長永揚子
優秀賞 山本正臣
奨励賞 奥井輝男　田村昭子
 姫路廣司（彫刻 優秀賞）　河原憲行
入選 竹森由希子　稲垣岳彦

●富山県洋画連盟富山地区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
 姫路廣司　竹森由希子　寺脇圭子　河原憲行
 藤木良一　田村昭子　長永揚子

●多様なる通信制美大展　金沢アートグミ
 伏黒由利子

●富山駅北地下道市民ギャラリー展
 竹森由希子　黒崎 博

◇2019年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　河原憲行
 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

■活動報告
◇2018年4月〜2019年3月予定
●福井一陽会定例総会　4月14日

 山口伊三郎家具（貸会議室）
●第1回 作品研究会　6月24日

 福井県立美術館 研修棟
●福井一陽会役員会　6月24日

 福井県立美術館 研修棟
●第2回 作品研究会・懇親会　7月14日〜15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　10月20日

 山口伊三郎家具（貸会議室）
●第55回 福井一陽展　12月12日〜16日

 福井市美術館（アートラボふくい）
●福井一陽会新年会　1月19日
 グランユアーズフクイ
●福井一陽会役員会　3月9日
 山口伊三郎家具（貸会議室）予定

●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

◇10月
●第64回 一陽展　国立新美術館

28名出品
会員推挙 高橋久仁子
会友推挙 河原憲行　長永揚子
奨励賞 堀 英夫　山田明子
 入選 6名

●砺波市展　砺波市美術館
委嘱 山本文郎

●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 2018

ぼんぼこさ酒蔵内 笹山満義
●第55回 氷見市展　招待 永澤一美
●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
●志賀町を描く美術展　志賀町 永澤一美
●上市町文化祭　北アルプス文化センター

招待 池田国男　黒崎 博
●それぞれの情景展 河原憲行
◇11月
●2018 富山一陽会会員・会友展　西田美術館

 萩中幸雄　山本文郎　笹山満義　桝田律子
 永澤一美　古田恵子　伏黒由利子　丸山敦子
 武田清子　池田国男　高橋久仁子　姫路廣司
 黒崎 博　竹森由希子　寺脇圭子　山本正臣
 河原憲行　長永揚子

●越中アートフェスタ　富山県民会館
審査員 萩中幸雄
奨励賞 古田恵子
佳作 高島達雄、姫路廣司
入選 永澤一美　河原憲行　竹内隆男
 田村昭子　秋本美智子　奥井輝男

●第67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　姫路廣司　黒崎 博　寺脇圭子
 山本正臣　河原憲行　長永揚子　藤木良一

●富山国際アートキャンプ参加　呉羽少年自然の家
 萩中幸雄

●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

●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

●第59回 日本版画会展　東京都美術館 永澤一美

■個展
●北嶋三智子 水彩画展「四季の彩り」

2018年3月17日〜31日 淡水文化園・台湾
●宮川正市個展〜いのちあるもの（Ⅲ）〜

2018年9月13日〜17日 まなべの館・鯖江市
■公募展
●第31回 市美展ふくい

2018年5月18日〜27日　福井市美術館
絵画造形部門
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
福井市長賞 渡辺妙子
日刊県民福井賞 村上禮子
FBC福井放送賞 谷口恵子
奨励賞 石田孝子　加藤富子　郡谷美穂子
 櫻川幸代　白﨑榮子
入選 阪口美幸　松井優子　横山純子

●第11回 現代童画会福井地区展
2018年6月2日〜10日　まなべの館・鯖江市
新人賞 松村典子

●第68回 日本板画院展
2017年6月15日〜21日　東京都美術館
院友推挙 松本潤子

●第35回 福井サムホール展
2018年7月19日〜8月1日
福井放送会館カルチャーセンター
入選 増澤恵美子　横山純子

●第38回 福井県文協選抜展
2018年9月1日〜3日　ハートピア春江・坂井市
 丸山和子　宮川正市

●第64回 一陽展　2018年10月3日〜15日
国立新美術館　出品者41名
会員推挙 大森英節　坪田美代子　丸山和子
 渡辺妙子
会友推挙 木田英子　吉川麗子
奨励賞 清水 成　辻トシ子　高岡せつ子
入選 8名

第55回 福井一陽展
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●第43回 鯖江市美術協会展
2018年10月12日〜14日　嚮陽会館・鯖江市
 宮川正市、中島恒子

●第13回 越前市美展
2018年10月28日〜11月4日　シピィ・越前市
市議会議長賞 井上真知子

●第59回 鯖江市文協展
2018年11月2日〜4日　嚮陽会館・鯖江市
 宮川正市　中島恒子

●第69回 福井県総合美術展
2017年11月9日〜21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　村田宏人
福井県議会議長賞 白崎榮子
FBC福井放送賞 西藤節子
一般入選 石田孝子　井上真知子　加藤富子
 坂井和子　櫻川幸代　高岡せつ子
 坪田美代子　中西美惠子　畑 透仁
 武鎧恭子　牧田聖代　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

●第29回 美浜美術展
2018年11月13日〜23日
生涯学習センターなびあす・美浜町
福井新聞社賞 中島恒子
入選 宮川正市

●第11回 鯖江市美術展
2018年11月23日〜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68回 福井県勤労者美術展
2018年12月13日〜16日　福井県立美術館
北陸労働金庫理事長賞 松本潤子
奨励賞 松井優子

■グループ展他
●「ギャラリー窓」味真野を描く

2018年4月7日〜15日　万葉菊花園・越前市
 井上真知子

●椿まつり華陽会9人展
2018年5月1日〜13日　DONDO・坂井市三国
 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

●第58回 ぺんぺん会展
2018年5月23日〜27日　まなべの館・鯖江市
 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

休止した。
本展において寺尾立子会友が会友賞受賞とともに
会員に推挙された。

■個人的活動
●第72回 高知県美術展覧会　10月5日〜21日

高知県立美術館（高知市）
 安藤義孝〈入選〉　大黒郁代〈無鑑査〉
 末田光一〈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　青森市内 会員10名
◇7月
●青森一陽会 第40回記念展

青森市民美術展示館（青森市）
故棟方寅雄先生の作品、一陽展出品作品を中心に
1人2点出品

◇8月 
●第66回 青森美術会平和展

青森市民美術展示館（青森市）
出品者 笹森眞紀子　対馬久世喜

◇10月
●第64回 一陽展　国立新美術館

出品者 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
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

◇11月
●第30回 青森一陽展小品展

 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

●第48回 教美展　青森市民美術展示館（青森市）
出品者 中嶋 強　新戸部一弘　逢坂清悦
 （逢坂清悦　記）

AKITA秋田グループ

●2人展　2018年3月、4月　秋田銀行御所野支店
 高橋章子

●港洋画人展　6月　北部交流センター 石川恭子
●第35回グループ耀展　7月　秋田アトリオン

 主宰　石川恭子
●秋田テルサ子供絵画教室展　7月、8月　遊学舎

 主宰　松山桂子

●pino&森の仲間たち水彩画展
2018年5月23日〜27日　まなべの館・鯖江市
 松原照代

●グループ青の会展　2018年6月14日〜17日
福井アオッサ展示場 清水正男

●グループ悠々展　2018年6月20日〜7月16日
ギャラリー・アダージョ・坂井市
 阪口美幸　白﨑榮子　坪田美代子　松井優子

●吉川絵画作品展　2018年7月23日〜8月17日
JA丹南西支店・鯖江市 中島恒子

●第10回記念 吉川絵画クラブ展
2018年9月13日〜17日　まなべの館・鯖江市
 宮川正市　中島恒子

●福井市民文化祭　2018年11月3日〜4日
福井市フェニックスプラザ 佐川文子　清水正男

●あわら市市民文化祭　2018年11月3日〜4日
中央公民館・あわら市 丸山和子

●第16回 グループ彩展（水彩画）
2018年11月8日〜11日　福井市立美術館
 佐川文子　松井優子

●第55回 福井一陽展
2018年12月12日〜16日　福井市立美術館
 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　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　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
 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

●笑夢の会展
2018年12月13日〜16日　福井県立美術館
 北嶋三智子　大森英節　児玉常聖
 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
 （真木康至　記）

KOUCHI高知一陽会

◇2018年4月〜2019年3月の活動状況
■活動の経過
●定例会　5月26日（土）
●グループ展等

当グループ諸般の事情により、グループ展は開催を

●個展　9月10月　男鹿市シーガル店 高橋章子
●秋田国際美術家協会・国際交流展　9月

秋田県立美術館 石川恭子　高橋章子
●第64回 一陽展　10月　国立新美術館

 石川恭子　高橋章子　松山桂子
●第12回 秋田セリオンタワーカルチャー展

10月、11月　　セリオンタワーギャラリー
指導　石川恭子

●第62回 秋田美術作家協会展　12月
秋田県立美術館 高橋章子　松山桂子

●秋田美術作家協会・若手会員7人展
2019年1月、2月　ココラボラトリー 松山桂子

●第44回 秋田秀作美術展　2月、3月
秋田県立美術館 松山桂子
 （松山桂子　記）

TOCHIGI栃木グループ

◇2018年
●第22回 一陽会東京展　5月19日〜27日

東京都立美術館 大谷良一　野澤宣夫
●第4回ゲタ箱展　6月16日〜7月1日

栃木県大田原芸術文化研究所 岡崎昭夫
●第29回 里駆画展　6月23日〜27日

栃木県総合文化センター 大谷良一　野澤宣夫
●第52回栃木県新作家集団展　9月13日〜17日

栃木県総合文化センター 岡崎昭夫
 （岡崎昭夫　記）

YAMANASHI山梨グループ

●東京支部展　4月 三井正人
●山梨美術協会展　6月 三井正人　遠藤優綾
●64回 一陽展　10月　奨励賞 渡邉一仁
●やまなし県民文化祭　10月 三井正人　吉田光雄
●やまなしの作家たち-2019-　1月

 三井正人　吉田光雄
●山梨美術協会会員展　2月 三井正人

 （吉田光雄　記）

第29回里駆画展（上）　第52回栃木県新作家集団展（下）
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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 2018年12月1日（土）14:00〜16:00
会場 国立新美術館3F研修室A・Bにて
講演 「美術団体展の持つ芸術支援機能」
講師 筑波大学名誉教授　齊藤泰嘉氏

講師　齊藤泰嘉氏

　今回の講演は「芸術支援」という視点から美術団体展を見直すということで、「美術団体展と東京都美術館」
「戦後の美術団体展再出発」「一陽展の作家たち」「アートプロジェクトに学ぶ地域性と国際性」という大きな4つ
の柱に沿ってパワーポイントで進められました。

　まずは齊藤泰嘉先生ご自身も学芸員として勤務されていた日本で初めての公立の常設美術館である東京都美
術館がどのように出来上がったのかを明治時代の美術界の動向を概観しながら紹介されました。一陽会も第4回
展から平成18（2006）年の第52回展までを東京都美術館で開催してきました。現在も一陽会東京展が東京都美
術館で開催されています。その東京都美術館が佐藤慶太郎という福岡県出身の実業家の寄付金によって建設す
ることができたという史実は参加者の中でも知らない人が多かったのではないでしょうか（開館当時の名称は東京
府美術館）。その東京都美術館（東京府美術館）の開館記念として開催された「第1回聖徳太子奉賛美術展」は
日本画・西洋画・彫刻・工芸の部門に約千点もの作品が出品されたそうです。この展覧会は帝展、院展、二科展な
どが大同団結して交流支援としての機能を果たしたとのことで、これ以外にも美術団体展の芸術支援として発表
支援・鑑賞支援・教育支援・流通支援・交流支援などの様々な支援機能があることを具体的な事例をもとに易しく
紹介されました。展覧会を開催することで作家に発表の場を与え、制作の支援につながること。そして作品に賞を
与えることによって審査員からの鑑賞者への問題提起としての受賞による鑑賞支援機能があること。また、作品を
売買する場を支援する流通支援として目録に作品価格が記入されていたことなどこれまで当たり前に思っていたこ
とや知らなかった事実・支援の形を勉強することができました。

　講演の最後には作家による制作の現場
を支援する活動として、筑波大学卒業生
の画家であるミヤザキケンスケさんの国際
交流型アートプロジェクトが紹介されるな
ど、2時間盛りだくさんの内容でした。美術
団体のひとつである一陽会のメンバーとし
て、今後どのような芸術支援ができるのか、
行うべきなのかを考えさせられる充実した
研修会となりました。

OKAYAMA岡山グループ

■活動報告
●陽のあたる岡展

2018年7月31日（火）〜8月5日（日）
 天神山文化プラザ

●陽のあたる岡 小春日和展
2017年11月20日（火）〜25日（日） ギャラリー倉敷

●泉谷淑夫
 1月 あすなろ展賛助出品　岡アート・ギャラリー
 3月 伊勢原美術家協会展出品　伊勢原公民館展示室
 3月 関西一陽展出品　大阪市立美術館
 9月 岡山県美術展審査員出品　岡山県立美術館
 9月 六暉会展出品　六本木湘南台ギャラリー
 10月 一陽展出品　国立新美術館
 10月 美しい驚き・泉谷淑夫展開催　ギャラリー倉敷
 10月 エッセー集『二兎追流』出版　日本文教出版
 11月 岡山県美術家協会展出品　天神山文化プラザ
●吉尾梨加
◇2018年

あすなろ展 岡アートギャラリー
第69回 岡山県美術展覧会 岡山県立美術館
個展 あのとき ビョルン
第1回 蒼翔会展 ギャラリー一穂堂 銀座

◇2019年
あすなろ展 岡アートギャラリー
2人展 記憶のカケラ展 ギャラリー倉敷
i氏賞選考展 天神山文化プラザ
 （前嶋英輝　記）

FUKUOKA福岡グループ

◇2018年
●日光東照宮奉納美術展覧会［平成］展

9月8日〜11日 前田 睦
●市民センター文化祭　11月3日〜4日

絵画クラブ一同 講師 : 前田　睦
●第11回［碧の風］絵画作品展

11月16日〜18日　福岡県・山口県 前田 睦
 （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

　2018年12月1日に第19回目の彫刻部研修会が開催されました。
今年も昨年に続き外部講師を招いての講演会として筑波大学名誉教
授の齊藤泰嘉氏に講演をしていただきました。
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『我々はどこから来たのか 我々は
何者か 我々はどこへ行くのか』は、フ
ランスの画家ポール・ゴーギャンが
1897年から1898年にかけて描いた
絵画でゴーギャンの作品のうち、最も
有名な絵画の1つです。貧困や病気、
絵は売れず、妻子にも見放され、異
国の地で失意、最愛の娘アリーヌの
死、ゴーギャンは完全に希望を失い
人生最期の作品として、「われわれは

どこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか」の制作
を開始し1903年にヒバオア島で54歳で死去しました。

生まれてくることの苦しみ、老いる苦しみ、病の苦しみ、死の苦しみ、愛
する人との別れる苦しみ、会いたくない人や物と会わなければならない苦
しみ、求めるものが得られない苦しみ、肉体あるがゆえの苦しみ、（四苦八

「雅風」 「風雅」

「初音」

「浪漫」

企画 ・ 発行／一陽会
編集委員／竹田明男、白井正浩、大鍬英治、飯田恭彦
制作 ・ 印刷／バル ・ 大村印刷株式会社
発行日／2019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/

苦）全ては皆苦です。ゴーギャンもこの世
の無常に心から失意し答えを見出せない
ままこの世を去って行きました。

私も幼い頃から、いつかくる両親との死
別、そして自分が死んだ後どこへ行くんだ
ろうかと眠れない日々を過ごしたことがあり
ました。そして42歳のとき『我々はどこから
来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行く
のか』の答えを、縁あって教えて頂き、そし
てその上この身と心まで解決して頂きまし
た。私の喜びはこの世にあるもの全てを手
にするよりも絶大でした。今はその喜びの
輪が一人でも多くの人々に広がってまいり
ますように制作に励んでいるところです。

『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』
三阪雅彦　Masahiko MISAKA




