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筑波大学を定年退職したのを記念し、茨城県
つくば美術館で在職中に制作した代表作品を中
心に標記の様な個展を開催いたしました。

本展は、作家自らが鋳造から仕上げまでを行
う一連の制作を通して、今日の具象彫刻の在り
様とその表現の可能性を追求した34年に亘る
作品制作の軌跡を紹介したものです。エントラン
スから第7室に至るスペースに作品35点を展示

し、絵本のページをめくり物語が展開するような
展示構成を試みました。

6日間の短い展示期間ではありましたが1000
名を超す来場者があり盛況のうちに終了するこ
とができました。六﨑敏光先生、小林達也先生
はじめ一陽会彫刻部の方々、細川尚先生、濵田
清先生、舘野弘先生など絵画部の方々にもたく
さんお越しいただきましたこと感謝の念に堪えま
せん。また、東京藝術大学、多摩美術大学、武蔵
野美術大学、東京造形大学、日本大学芸術学
部、女子美術大学、愛知県立芸術大学、横浜美
術大学等の大学教員・退任教員や学生・卒業生、
日展等の各美術公募団体で彫刻を専門的に制
作されている方々にも多数来場して頂き、彫刻

筑波大学教授退任記念
中村義孝 彫刻展
― 物語の森 ―

2019年7月30日火〜8月4日日
茨城県つくば美術館

主催 : 筑波大学芸術系彫塑研究室
助成 : 朝日新聞文化財団
後援 : つくば文化振興財団、ヴェナンツォ・クロチェッティ
 財団、イタリア文化会館、日本鋳造家協会、一陽会

中村義孝

造形やブロンズ技法等における話題で交流をお
こなえたことは大きな喜びでした。

そして、科学研究費補助金を受けておこなっ
たイタリア式蝋型鋳造法による彫刻表現の研究

（2010年度〜2018年度）に関連した組織から
も後援をいただきましたが、特に日本鋳造家協
会には会期中、協会会長はじめ会員の方々にも
来場して頂き、彫刻界におけるブロンズ彫刻の
活性化についても連携を深めていくことを確認
しました。その他、茨城県近代美術館、彫刻の森
美術館、吉祥寺美術館、常陽藝文センターはじ
め美術館・画廊の関係者や海外（台湾）からもご
来館くださり貴重なご意見を頂きました。

一般の方々にはブロンズ彫刻がどのようにし

て出来上がるのか、彫刻家は何を考えブロンズ
彫刻を作り上げていくのかなど、この機会に理解
を深めて頂くことも展覧会の目的の一つとして
捉えていたので、粘土原型制作から蝋原型制作、
鋳型制作、鋳造、仕上げなどの過程を解説した
パネルを展示し、制作途中の現物作品及び道具
の展示空間も設けました。会期中、茨城大学学
生、茨城県東海村美術サークル、竹園高校など
近隣の高校生、一般鑑賞者にこの展示コーナー
を利用し解説をおこなったところ、多数の質問が
出て充実した交流の時間を持つことができまし
た。また、近隣の障碍者施設の団体鑑賞者や視
覚障碍者にも解説を行いました。

8月3日には講演会を開催し、1時間に亘って
初期の作品から最近作まで、制作時期の時代背
景も含めてパワーポイントの映像を交えて講演を
行いました。彫刻関係者及び一般の方々にも蝋
型ブロンズ彫刻についての理解を深めていただ
く良い機会となりました。100席を用意していまし
たが、それを上回る参加者がありました。

最後に、この展覧会を見ていただいた台湾の
麗寶文化藝術基金會から台湾での個展のお誘
いを受け、現在,展覧会開催（2020年4月〜7月）
にむけて準備中であることを報告しておきます。
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65回特別賞　
絵画部会員　安孫子百合

第65回記念展　受賞者紹介第65回記念展　受賞者紹介

鈴木信太郎賞
絵画部会員　白井正浩

損保ジャパン日本興亜美術財団賞
絵画部会員　尾島 守

野間仁根賞
絵画部会員　松村一夫

65回記念賞
絵画部会員　溝下美代子

高岡徳太郎賞
絵画部会員　村杉哲子

植木 力賞
彫刻部運営委員　小林達也

何年かに一度、不思議な感覚
になる。同じ様な感じは5年前にも
あった。（賞に選ばれたからではな
い）降りてきたとか、ZONEに入る
とか何なのか…言葉では表現し
難い。でも5年おきにしか良い作
品が出来ないのでは不味くない

か。否、非常に不味い。
そして、この5年の間にいい言葉に出会ったので紹介し

たい。
『 自分には才能が無いと嘆き諦めることより、自分の力

はこんなものでは無いと信じ、只管真っ直ぐに進んで行く
ことは辛く苦しい道だけれども。』
『 才能の開花のチャンスを掴むのは今日かもしれない、

若しくは、明日か明後日か来年か、 80才になってからかも。
でも無いと思ってたら多分一生無いんだ。』
『  才能は開花させるもの　センスは磨くもの 』（ハイ

キュー!!  17巻より）
言葉と人との出会いは、キセキであり財産だ。

ちょっと高めのネコ目線で回廊
から外を見上げています。上に
向って広がる空間が描きたくて回
廊の床に寝ころびました。ネコ目
線で普通に歩いていたら気づか
ないような風景の美しさを見つけ
ました。見ていただいた方が心地

良く、お話の一場面の様な作品を楽しんでいただければ
と、自分も楽しく制作しています。こんなお話はどうでしょ
う、「南アジアの町から船に乗って神戸の港に上陸したゾ
ウは、お化粧してネコたちとファッションショーを開こうとし
ています。しかし、ネコたちはすぐに飽きてしまいゾウの言
うことを聞いてくれません。そっと歩かないと、踏んでしま
いそう、ゾウは困ってしまいました。ゾウがゆっくりと歩い
て、緑の香りのする空気を吸うため、鼻を上に伸ばそうと
しています。12匹のネコ達は、思い思い勝手なことを始
めてしまいました。柔らかい風が静かに流れ、マネキンの
スカートがひらひら揺れています。」

「自分は何を描いているんだ」
「これが自分の目指すものなの
か」と描きながら思うことがよくあ
ります。

気付けば絵の中に福助が登場
し始めて12年にもなっていること
に自分自身驚いています。なぜ福

助を描き始めたのかも思い出せませんが、現在我が家に
は50匹近くの福助が居り、毎日を共にしています。特にア
トリエとなっている部屋では、顔を上げれば必ず何匹かの
福助と目が合う状態で、絶えず福助にやっていることを覗
き見られている環境の中にいます。

福助の中には自分が生まれる前の遠い時代から店先
や神棚に祭られ、おくどの煙にいぶされ、真っ黒になりな
がら黙って人間のしてきたことを観てきたものもおり、特に
そんな福助に強く惹かれる自分がいます。

それらが不敵な笑みを浮かべながら自分の中に入り込
んで、今の作品を描かせていると考えると妙に納得したり
して…

「受賞おめでとう」「エッ、何の?」
65回記念賞という新しい賞を頂
き、本当に驚き感謝しています。
これからもこの賞に負けない絵を
と思い、11月の初めに三重県の
ある川に行って来ました。大台ヶ
原からの川で透明度はバツグン

です。
　クマ出没の立て札をあちこち見かけ、壊れかけの橋を
渡り、高いガケを何とか下り、…。
　でも、行って良かったです。この風景を描きたいと思い
ました。どんな川になるのか楽しみです。

2015年の個展が終わってから、
冬の落葉樹を描き始めた。枝の織
りなす情景は、素晴らしいデザイ
ンを作っている。「それをキャンバ
スに閉じ込め一枚の絵に出来な
いだろうか」と悪戦苦闘の日々が
始まった。あちこちの展覧会に試

作品を出品しては、反省と改良を繰り返し、一陽展への出
品は2017年からで、3年目である。

以前にも枝は描いていた。一般出品・会友の時は一貫
して冬の落葉樹を描いてきた。但しきちんと地面から幹
が生え枝が分かれていくというオーソドックスな木だった。
今のように部分を大胆に切り取るには、技術的にも発想
的にも未熟だった。

今の絵に至るにはそれなりの年月が必要だったように
思う。毎年毎年、昨年とは違う発想が出てくる。年に1回
緊張感をもたらし、無い知恵を振り絞って考える機会を与
えていただく一陽展に感謝し、絵を描き続ける環境を有り
難く思い、阿呆のように描いていきたいと思う。

作品のタイトルは、「connect　
メッセージ　Ⅰ」です。connectの
タイトルシリーズは気に入っている
ようで既に10点を超えています。

モチーフとしては人体でありま
す。人体の関節、筋肉をつなぐこ
とを意図し、抽象的なフォルムで

構築することが作品の中身、コンセプトになると思います。
石をくり抜き空間をつくることで、形態の中に自由なひねり
が生まれて塊の表現を多様に生み出すこともできる。フォ
ルムのバランス感と緊張感を意識した作品に仕上げるこ
と。どの角度から見ても、軸を感じバランスが取れている
ことを大切にしています。

肉感的な量の動き、血の通い温かみのある造形をイ
メージしました。明日の為に生きることを想い、つながりの
大切さを表現しています。最後になりますが、私は一陽展、
野外会場に参加して40年を越えましたが、この野外会場
の継続を願っています。

瑞繪賞
絵画部会員　渡邊ひろ子

友人から、「あなたの絵が好き
という女性（ひと）と会ったわよ。」

「埼玉の女性で一昨年から見
に来ていると言ってらしたよ。」と
電話がありました。10月一陽展の
会期中のことでした。

ずっと体調が悪く、一陽会も辞
めることを考えていた頃でした。

今年は入院、手術も経験し健康のありがたさを知りました。
描くことの大変さや人との出会い、つながりの神秘さも知
りました。

次回の一陽展には埼玉の女性を想い描くつもりです。
私を「どんな方なんでしょうネ。」と言われていたという埼
玉の女性（ひと）のために。瑞繪賞、身に余る賞を頂きまし
た。ありがとうございました。

「まっすぐな道は　さみしい」 
―山頭歌―

私は方向音痴です。思った反対
に行くと正解だったということが
よくあります。しかし何回も迷うと
これがまた意外な発見があったり、
知らなかったことに出会ったりし

ます。私は　絵を描いていても　ず〜と迷ったりしてここ
がどこかよくわからなくなったりします。しかし仕方がない　
これも楽しもう!　と思うようにしています。

「もし道に迷ったら、
一番いいのは猫についていくことだ。

猫は道に迷はない。」
チャールズ・モンロー・シュルツ
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スカラベ賞
彫刻部運営委員　小林一夫

スカラベ賞
絵画部委員　久保田正剛

スカラベ賞
絵画部委員　山本文郎

一陽賞
絵画部　赤木秀明

一陽賞・会友推挙
彫刻部　木村公則

青麦賞・会友推挙
絵画部　大島満男

スカラベ賞
絵画部委員　市橋哲夫

赤津 侃賞・会員賞
絵画部会員　山本映子

今年は最近まれにみる多忙の
年であった。4月は御茶ノ水「ギャ
ラリー884・八木ヨシオ×小林一夫
展」同じ長野に住みながら、地理的
にほとんど交流のない二人が、ギャ
ラリーの依頼で実現できた展覧会
である。一陽会の皆様にも足を運

んでいただき感謝。8月は安曇野市近代美術館「北野敏美
×小林一夫展」全館を使った今までで最も大規模な展覧
会。長さ4mのケヤキが数本手に入ったことが幸いした。何よ
りも大学の同級生との展示は、この上の無い喜びであった。
終了して、3日後台湾の張さんのアトリエで、「アート・イン・レ
ジデンス」半月の間、楽しく制作をさせていただいた。特に彼
の制作スタイルを学び、大きな刺激になった。今回の一陽会
の作品は、いつもの空間を作れなかったことに少々反省して
いる。10月下旬は我がアトリエと自宅を会場にして、教え子
ら十数名の「小林一夫と増えた浮愉快な仲間たち展」を開
催した。外国からの出品もあり、充実した会場ができた。この
度、スカラベ賞を頂いたものの、まだまだ頑張らなくては。

ここ3年程前から「カラス」シ
リーズに挑戦している。何故「カラ
ス」?「カラス」シリーズの前作は、
「交響譜」シリーズとか、「果てし
なき道」シリーズ等、画面に無限
の広がりと深まりを求めた抽象的
イメージの強い作品であった。画

題の変遷は、作家の生き方や思考の遍歴を物語るものと
して、実に興味深いものがある。

ところで「カラス」は、今日私にとって、とっても身近な存
在である。朝な夕な近くの森の樹々の中から飛び出してき
て、ご挨拶?。また、高さ20米もあろう鉄塔の上から見下ろ
しているかと思えば、地上に下りて来て畠の野菜をついば
むいたずら等、機敏に瞬間的に行動する。また、「カラス」
は、その習性から獰猛さと剽軽さを兼ね備えており、生き
る術を知り得た賢さを持つ不思議な動物である。

人間社会と共存する中で、もっと「カラス」のことを知り、
深め、表現のモチベーションを高めていきたいと願って
いる。

私は裸電球に照らされて透き
通るように輝く無数の粒（小豆）
に息をのみ、美しいなぁと思って
絵にしようとしました。けれども、と
ても息をのむような美しさは出せ
ません。粒が浮き出るように影を
強くしますと暗い画面になり、混色

を工夫しても泥臭い精彩のない平板な絵になってしまい
ます。

そんなことを続けていく中で私は、目に見えるものにこ
だわらないで、小豆に見えなくともよいから自分の心に感
じたことを素直に絵にしようという気持ちになりました。そ
んな絵に対して、集合することでエネルギーをつくり生命
感が生みだしている、この複雑な動きで作者の内面を描
き出しているという指摘もいただけるようになりました。最
近になって、ようやく息をのむような美しさは集合体とし
てのエネルギーであり生命感であったのか、そしてそれは
私自身の内面であったのかと実感できるようになりました。
一陽会で学んだお陰と感謝しています。

私は近年、一つの画面の中に
複数の「自分」が存在する群像画
を制作しています。

その理由は、群像がもたらす人
と人との関係性、同じような人間
が一つの画面に複数人混在する
ことで生まれる不思議で奇妙な

世界、そこから広がる物語、人間という造形的な美しさや
面白さを活かせることなどに魅力を感じているからです。

今回の『瓦解』という作品では、ライトアップされたかの
ように明るく照らされている倒れこんだ自分と、それを攻
撃しようとしている自分と、眺めている自分たちが登場して
います。倒れている自分を攻撃するのも、助けるのも、眺め
ているのも、無視するのも、全て自分。自分の人生で起こ
る多くの出来事は、自分自身で始めたり、終わらせたりでき
るのだという自分の理念をこの作品では表現しました。

私は昔から他との関係によらず
独立して存在しうる力を持つ超然
的なものに対して漠然とした憧憬
の念を抱いていました。その想い
は私の作品に一貫したテーマとし
て醸出しているように感じます。そ
んな中で、今回出品させていただ

いた作品《服の中の男》では、肉体と衣服の関係から生ま
れる形態に魅力を感じ、それを彫刻として表現しようとし
た狙いに加えて、作者との繋がりを絶って古くから存在し
ていたかのような雰囲気を与えることができないかという
思いが根底にありました。このような場で作品を展示する
と、鑑賞者の作品に対する多様な評価に接することで、自
身ですら意識していなかった自らの思想を認識させられる
ように感じる時があり、展覧会の面白さを覚えます。

これからも制作を続けていく中で、言語では表現しえな
い、もしくは表現が難しい概念に対して自分なりに解釈を
深めていくことができればと考えています。

古木が好きだ。苔が生えざらざ
らごつごつした木肌。節くれだっ
たこぶ。何か出て来そうな深い裂
け目。何かを叫んでいるように見
える大きな穴。中はうろになって
いて生き物の住み家になっている。
大昔には人も住んでいた。古木は

長い年月、風雨風雪に耐えて今も生きている。何百年何
千年と生きてきて、いろいろな物、いろいろな事を見てき
たし感じてきた。古木の前に立つと何故か感動する。身が
引き締まる。威厳に圧倒される。その姿に涙が出る。古木
は黙って立っているが、きっといろいろなことを想っている。
その前に立つ私に話しかけているが、私は充分に聞き取
れない。そんな古木を描いてきた。最近は古木に生き物
の表情をつけてみたくなった。こんなことをするとかえって
作り物になり軽くなったような気がする。古木の威厳が損
なわれるようだ。そうならないように努力をしている。自分
が描く古木が一層進化するための試行錯誤の一過程で
ある。

最 近の仕 事は、「 海の宙 」を
テーマにした「生の喜びと死の
影」を発想の原点としている。

受賞の「海の宙－変異－」は、
深い青、沈黙の空間、見知らぬ海
の宙。そこには異空間の狭間に
展開する不可思議な小さな生き

ものたちが、危機的な環境の変化の中で、ガレキを盾に、
生への葛藤を見せている。その変幻自在でユーモラスな
動きに、愛らしくもしたたかな生命力を見た。

制作には、演劇のステージのような仮想空間を想定し
た。その空間に、自然や愛そして人間社会の有り様を、独
自な色彩とフォルムが演ずる現実と虚像の接点に何が見
えるか、時空を超えた宙の深みの中で、今後も未知との
遭遇を追い求めていきたい。

私の日常にはいつも5匹の猫が
いる

絵を描く時は勿論のことトラン
クを積み上げればそこには大欠
伸でちょこんと待つ猫

早く私を描いてと言わんばかり
に　いつの間にか絵の中に登場

するきっかけになりました
私と猫は切っても切れない今は相棒に・・・・
古いトランクには思い出も沢山有りますが、猫が入る

事で過去の想いが現在に蘇った様に感じられたら良いと
思っています。

05 06ICHIYO  No.55 ICHIYO  No.55



第65回記念展　受賞者紹介第65回記念展　受賞者紹介

会員賞
絵画部　磯崎式子

会員賞
版画部　小林ミイラ

会員賞
絵画部　楠森道剛

会友賞
絵画部　黒川秀夫

会友賞
彫刻部　葛迫大祐

会員賞
絵画部　福山歩由美

会友賞
絵画部　後藤 杏

会員賞
彫刻部　深谷直之

何を描こうとして描いているの
か?目指す世界は何なのか?それ
は自分自身が持っている内面を映
し出すことなのかもしれません。

眼が止まり、飽かずに眺めてい
て惹かれるもの。私にとってその
一つが、夕刻に咲き朝に生を終え

る一日花、夕顔です。開く様子が目に見えるほどの、ダイナ
ミズムとエネルギーに満ちている真っ白な花。花びらがう
ねり、動いている時の力に引き付けられます。

しかし、そこに陰影はほとんどありません。表現するに
は形のみならず、微かな光や影を感じることが必要です。
テーマが光と影、陰影になるのは、舞台照明の仕事をして
いたことがあるからでしょうか。

水しぶきで躍動感を、そして今回は月を引き寄せて光
を強調することによって、現実の世界から遊離してみまし
た。静謐さ、さらに幽玄さが加わるように描きたいのです
が。鉛筆ドローイングでどこまで描けるかの挑戦です。

この度は、会員賞を頂きまして、
有難うございました。

銅版画のメゾチントの手法で制
作していますが、規則的なライン
を引いて磨くやり方ではなく、どち
らかというと、鉛筆のようなラフな
線を描くように線を重ねて制作し

ています。
レンブラントや、ラ・トゥールのような、“光”を感じられる

ような、食べ物の温かな思い出を中心に作品にしています。
日本は食べ物が沢山あって、それにまつわる思い出も

沢山あり迷いますが、1つ1つ作品にしていきたいと思います。

今回のモチーフの元になってい
るのは、仏教で語られる『世界の
中心にある須弥山と言う山と、そ
れを守護する者』です。本来の須
弥山の守護者は双龍なのですが、
狛犬と獅子を守護者にして、山は
富士山に描き変えて、頂上にに仏

様を描きました。
ボロボロに朽ちた建物や植物なとが描かれている画面

手前側は現世を、鳥居を挟んだ向こう側は幽世をイメージ
して描きました。境界にある鳥居には『金輪』と書かれて
おり、越えると戻れない事を意味しています。

前回の作品ではモチーフの力強さのみで勝負したので、
今回は設定や物語性を重視して制作しました。色んな挑
戦や実験をして、とても楽しんで制作出来た作品です。

最近の読売新聞「よみうり文芸
俳句」に投句し入選した句に「明
易し夢の出口の探しもの」があり
ます。心理学的に人は大切なも
のを失うと物を無くした夢を見ま
す。私の場合のよく見る夢は愛車
が盗難された夢です。実は自分に

とって大切なものは愛車ではなく、15年前に死去した妻
であります。

妻との一番の想い出は、シンガポールのセントーサ島
へ行って蝶の群れを見た事。妻の嬉 と々した顔は今でも目
に焼き付いており、又感動を夫婦で共有し心ひとつになっ
た瞬間は忘れることはできません。絵のテーマ「蝶」は子
供のころからの憧憬と妻に対する思いです。左右対称の
構図は「夫婦は車の両輪」という持論と、もっと末長く夫
婦を続けたかったという願望にあります。画面一杯に蝶を
描いたのは、蝶に妻探しを託したい一心からです。ひとつ
の蝶を描いては繰り返す。それは天国にいる妻に近づくこ
とだから・・・・・・。

「木を素材にして骨をモチーフ
に制作をしております。

骨は生物を支える最もシンプル
な形であるため、彫刻として捉え
ていく事で形の芯を表現できるの
ではないかと考えました。

今回の作品はタイトルにあるよ
うに「境界」を意識したものにしました。境界面として作品
に平らな部分を取り入れてヤスリがけと着色を工夫しまし
た。また、境界線を表すため節足動物の足や爪のような
形を作り、台座部にも線を引くことを試みました。」

初めて取組んだF120号。かな
り縦長なので、その縦長を活かし
た構図を考える段階から悩みま
した。でも、制作スペースの問題
で始めから横長に描くことは頭に
ありませんでした。今回の作品は

「水」の表現に苦心しました。縦
長の画面の上の方に遠く見える水面と、映り込みのある
画面中間の水面、そして一番苦心した子供の遊ぶ、画面
手前の潮だまりの水。一番手前は自分の足元でもあるの
で、水面の下はキレイに透けて見えるのですが、見える
まま全て描いてしまうと、今度は水の存在が感じられなく
なってしまって・・・その部分は、何度も何度も強弱を繰り返
し調整しながら完成へと漕ぎ着けた部分です。今回の作
品も描き終えるまでに、とても沢山の発見と学びがありま
した。

鳥を描く。描きながら、その美しさ
や力強さに、深く深く引き込まれて
いく。制作の時間は、息継ぎのよう
な、祈りのような、自分の生活になく
てはならない時間になっているのだ
と、最近思います。

今回描いたのは、ダチョウです。
羽のかたち、重なり、色彩の美しさ、長い首の優美さ、そして
彼女が一瞬見せたその表情を描きたい、表現したいと思い
制作に取り組みました。今回、長い時間をかけて作品と向き
あうことができ、本当に幸せな時間を過ごすことができました。
この作品を見てくださった方々から多くのご意見をいただくこ
とができたことも大変嬉しかったです。

｢この鳥は、きっとこのあと笑顔になるんだね。私にはそう
見える｣。ある方が、今回の作品を見て、こう話してくださいま
した。作品を見てくださった方が、様々な思いを鳥たちに重ね、
そして寄り添ってくださることで、呼吸し、自由に羽ばたいてい
く。そんな作品を描くことができるよう、今後も制作を続けて
いきたいと思います。

この10年ほど風景を石に刻む
作風を続けてきましたが、そのど
れもが架空の風景でした。今回の
作品は2019年2月上旬に、実際
に故郷の山を数回にわたって訪
れ、観察取材した後に制作を開始
しました。

今回の作品は、私の生まれ故郷である茨城県桜川市
にそびえる雨引き山（あまびきさん）、燕山（つばくろさん）、
加波山（かばさん）の姿を、地元で採掘される花崗岩の真
壁石（まかべいし）に彫り込んだものです。残雪が残る白
い峰々を支える舟の様な形状は、桜川市の花ヤマユリの
葉の形を模しています。

毎年綺麗な水と風を麓に供給し続け、豊かに実った田
畑を見守り続ける故郷の山へ、感謝の気持ちを込めたプ
レゼントを贈るつもりで制作しました。
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第65回記念展　新会員紹介第65回記念展　新会員紹介

会員推挙　絵画部　伊沢良子

何本もの野ぶどうの垂れた蔓をぼんや
りと眺めていると、蔓の奥に空が流れる
雲が、太陽や月・星が…　　その様な状
景の中で、様々な気持ちが巡り心が落ち
着くのを感じる自分がいました。

葉の一枚一枚を気持ちの積み重ね、以前の赤の多い作
品の時は、とにかく頑張らなくてはと言う鼓舞する自分が存
在。現在赤い葉は少なくなり奮い立たせなくてはならない
気持ちも少なくなりました。

心象風景の表現が稚拙からでしょうか、思いが伝わりに
くい作品です。これからも何か自分の心に響く題材を見つ
けて（長い間野ぶどうの葉を眺めすぎたかも知れません
が?）制作してまいります。

会員推挙　絵画部　田方 勇

私は今まで様々な仮面（魔除け他）をモ
チーフとして長年描いてきました。旅行先
で会う様々な仮面に魅了されて、この仮
面達の表情をどのようにキャンバス上で
操れることが出来るか、又物語的に表現

出来るか、迫力が出せるかと描いて来ましたが、思うような
結果が出ないまま今日まで来ました。

今回はアーティチョークと言う素晴らしい花に出会い、こ
れだと閃きました。今年はアーティチョークの花の華やかさ
と、仮面の質素な面を対照的に物語を作れないものかと描
いてみました。まだまだ物足りないものが沢山あり、これを満
たすにはどうするか、これからが課題で一杯です。どう変え
られるか深く追求して行きたいと思います。

会員推挙　絵画部　岩本秀明

絵を始めて十数年。この間、書生のごと
く書籍をあさり芸大の単科講座などを覗
くも成長未だ見られず、悶々とした日々を
過ごし今日に至っております。

かつて目を通した書籍に芸術家の名言
がありました。

・「芸術に価値のあることがただ一つある、説明できないということだ。」
（ブラック）:ブラックの言うことが正しければ私の絵は芸術だ!(笑)

・「簡単なことを難しく言うのがインテリ、難しいことを簡単に表現する
のが芸術家。」 (ブコウスキー):インテリにも芸術家にも程遠い私。

・「ダメなアーティストは真似ようとする、偉大なアーティストは盗むん
だ。」（ピカソ）:せめて、真似ができるくらいにはなりたいもの。世の動
きに惑わされず、時流に流されず、己の考え、心情を内包する1枚を
気負わず、焦らず探求していけたら何も望みません。

会員推挙　絵画部　中谷美和子

絵画の創造を支えるのは、その人が生
きてきた過程で培ったとされる独自の考
え方や価値観であると思っている。

精神保健福祉士としての病院勤務経
験から、「人体に宇宙を見る」というコン

セプトのもと、人体の神秘への模索が始まった。
それは、具体的には抽象的形態によって幻想世界をつく

り、一種超現実主義的な画面で人体の神秘に迫ることを
目指すものである。「シュールな」という言葉の響きに憧れ、
画面作りには、このニュアンスを大切にしたいと思っている。

私なりの不思議と神秘にこだわった表現をまだまだ追い
求めていきたい。

会員推挙　絵画部　木下由美子

今まで子供が生まれると成長を実感し
ながら絵にし、転勤で知らぬ土地での生
活も、風景や草花を描き溶け込んで暮ら
せました。モチーフの人形達は、個性の強
い顔と色調の強い衣装で、いろいろに並

べると日常とは別の至福の世界が広がります。
最近、水彩の奥深さも感じはじめ、油彩水彩それぞれで、

色彩が共鳴しせめぎ合う面白さを意識して描きたいと思い
ます。気持ちばかり先走り、所狭しとつい色も形も盛り沢山
の画面、交響曲4つの楽章を意識しなければと思ったりして
います。

これからも課題を見つけ、描き続けたいと思います。

会員推挙　絵画部　後出秀茂

描く対象を見たままでなく自分が描き
たいと思う形や色を自分の内面に浮かん
だように描きたいと思ってきたが、実際に
それが出来るには訓練が必要に思う。こ
れを机上の空論に終わらせるのではなく

実際に体現するには出来るだけ多くの作品を試さなければ
ならない。これまでは蒸気機関車をバックに子供達を配し
た具象画をモデファイした絵を描いてきたが、会員推挙を
機に全く自分の中で形と色を構成して、想像の世界に遊び、
創造的に作品作りをしたいと思っている。実際にそういった
作品を試行錯誤してみているが今度は自分の描いた作品
がどんな意味を持っているのかがわからず悩んでいる。実
際コンテンポラリーアートを見ても何を意味しているのかわ
からない。意味など求める必要はないのだろうか?

会員推挙　絵画部　久留宮和子

台所の窓に夕映えがうつると、いつも
家事の手を止めてベランダに出て、その
美しい色の変化に見惚れてしまいます。
桃色から紅色、茜色、そしてグレーに。又
晴れた日没間際の空は太陽の名残のオ

レンジの空から東の方へときれいな澄んだ青となり、徐々に
深い青から藍色へ、そして東の空へ吸い込まれる様な暗闇
となります。目を地上に向けると春の新緑の若葉が秋の散
る寸前には黄金色、赤、橙色と色彩のあまりの美しさに圧
倒されます。

この様な自然の美しさを自分はとても表現できないと抽
象画を描き続けています。抽象であっても見る人に心地よ
さを感じて頂ける様な作品になるように励んでいきたいと
思っております。

会員推挙　絵画部　姫路廣司

第65回一陽会記念展に際し、会員推
挙の御指名を頂き、名誉な事と存じます。
私は2008年からの参加で今回は12回目
の出品でありますが、毎回諸先生、先輩
の作品を拝見して、いまだ自分の力不足

を実感している処でありますが、今回の会員推挙を一つの
機会として、富山一陽会、萩中先生の御指導の下、仲間達
と一層の精進を致します。

ついては全国の皆様に一層の御指導と御鞭撻の程をお
願いする次第です。

会員推挙　絵画部　小林明子

私は「枯れたひまわり」を題材にして、
自分の考えを表現できればと思い、日々
悩みながら制作活動をしています。

枯れているひまわりは、一見、物悲しく
見えますが、たくさんの種を実らせている

様子は、次への希望にも感じられます。このはかなくて悲し
いようで、実は希望にも満ちているという相反するテーマを
描きたいのですが・・・・大変難しいです。

今のところ、思い通りの作品がなかなか出来ませんが、
日々努力し、少しでも理想に近い作品を描けるよう頑張りた
いと思います。

会員推挙　絵画部　武鎧恭子

絵を描くことを再開して10年余り、よう
やく自分の描きたいものが少しだけ見えて
きたような気がします。美しいものを描き
たい、そう思う反面、朽ちていくものに魅
力を感じる自分がいます。ここ数年、瓦礫

やコンクリートブロック、歯車、鎖などをモチーフにしてきまし
た。寂寥感の中にも力強さをと、形や構成、色彩に試行錯
誤の日々 です。

令和は5Gの時代です。目まぐるしく生活は変化していく
のでしょう。様々な情報へのアンテナは高く、自分にしかでき
ない表現を追求し、挑戦していくことを大切にしていきたい
と改めて感じています。

会員推挙　絵画部　下原知子

見に行く事から始まり、月1回のサーク
ルに入った後、カルチャースクールに行き
現在に至っています。5ファクター（因子）
と言うのを見つけ、ぴったり合うと思えて、
5つの因子を5色に変えて、1つの輪を因

子と考え、誰でも無意識に次から次へと考えが沸き上がっ
て来る様子を描いてるつもりです。その輪の中に自分の見
ている物・自分の位置が表されたらと願っています。

会員推挙　絵画部　藤田安臣

小学校時代に指導をいただいた先生
が創った淡路島のアート山の手伝いをし
ながら、眼下の大阪湾の光景を描いてま
いりました。最近は奄美に惹かれ、ソテツ
やヒカゲヘゴなどの植物や海をテーマと

した作品に取り組んでいます。
昨年の会友賞を励みに、今回は奄美の海の潮の満ち引

きと、アダンとハイビスカスの咲く砂浜との絡み合いを描き、
何回も色を重ねました。

創り続けることは喜びです。今回会員に推挙頂き大変感
謝しております。その名に恥じないよう精進してまいります。
ご指導よろしくお願いいたします。
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第65回記念展　新会員紹介第65回記念展　新会員紹介

会員推挙　絵画部　牧内弘明

会員推挙を頂きましたことを、皆さまに
感謝いたします。

会員推挙を機に今後の私の絵作りの
方向を模索するため、国立新美術館でモ
ダンアート（?）を標榜する団体の展示を

閲覧しました。私には超過激な絵作りは肌に合わないが、兎
に角インパクトが強烈でした。更に、未だくちばしの黄色い
会員が生意気を言わせて頂きますが、団体の展覧会とは
会の存続を賭けた戦いであり、怠ける会は落伍するのが必
然と感じました。今後私は、当会の前進に向け微力を尽くし
つつ作画を続け、その中で芸術の神の尻尾にでも、一瞬で
も触れられる体験を持てたら最高の幸せだと思います。

会員推挙　絵画部　峯村欣弘

一陽会に初入選して11年目。会員推挙
を頂きありがとうございました。

作品は初めて訪れたイタリアナポリ湾
に要塞のように聳える“たまご城”の姿に
感動し、これに若い頃夢中になっていた

登山の途中で見た、北アルプス黒部川源流の荒 し々い岩
壁を組み合わせた“古城”からスタートし、ほぼ同じモチーフ
を描いてきました。

今回は、心境の変化もあり、若い頃登山で明け暮れた頃
に思いを馳せ、山頂から眺めた風景のような視点で城を描
いてみました。仕事を続けながらも絵を描く時間だけは確保
しようと考え、描き出すと10時間くらいは無我の境地にな
れることが嬉しく、試行錯誤の連続ですが、前向きに続けて
いきたいと思っています。

会員推挙　絵画部　山田芳之

作品は上野の不忍池の蓮に材を得て
います。10月初旬の蓮は、花が散り実と
なり立ち枯れています。葉はまだ茂ってい
て、池の大半を覆い奥まで連なっていま
す。その隙間には枯れて水没しているも

のも多く見えます。実も葉も土に返っていく間際にあり、命は
この蓮のように繰り返しつなげられていくのだと感じました。
制作では、空と雲を映し葉の影も映す「水」を表現すること
に苦心しました。命にとって最も必要でありながら、災いのも
とにも変わる「水」は心を惹きつけます。これからも追求し、
取り入れたいと思っています。

思いが伝わることは幸せなことです。心が震えるような絵
を求めていきたいと思います。

会員推挙　絵画部　山本正臣

10年前に油彩画を習い始めた頃、決し
て思想や詩情に流されることなく、純粋
造形を目指したいと決意した。また個性と
いう矮小な袋小路に迷うことなく、セザン
ヌの如く次代につながる絵を描きたいと

考えた。
にも拘らず、現実は詩情にどっぷりと浸かって作画してい

る。結局凡人にはこれしかない。今回の「春を待つ」も寒さ
に耐えて春を待つ心情を描いたものである。

今後とも、何とか生きる悦びを感じていたゞ ける絵を描
きたいと念じている。そのためにも絵の躍動感を大切にし
たい。

コラム　絵画部　前田 睦

　日本三大カルスト地形のひとつで
もある平尾台は北九州市小倉の南
端にあり、石灰岩の露出が多く純白
で羊の群れに似ていることから羊
群原と呼ばれ、国の天然記念物に

指定されています。その西側にあるセメントの原料と
なる石灰岩の採掘現場に初めて見学を許され、山に
登ったのが「切羽」との出会いでした。その白い石灰
岩の断面は色彩豊かで美しく輝いており、早速ナイ
フで砂・マチエラー・棕櫚等も使って描き始めました。
1991年一陽展に初入選し、翌年特別賞を頂き、そ
の作品は会社に寄贈いたしました。その後東側にあ
る千仏鍾乳洞の美しい岩肌の造形に魅せられ、鍾乳
石・石筍・石柱を描き13年が過ぎました。今後も石へ
の想いを込めて描き続けたいと思います。一陽展初
日から観に来て下さる多くの人たちに励ましを頂いて
おります。

会員推挙　絵画部　吉池仁美

キャンバスに向かって夢中に描いてい
るとき、ふと我に返って思うのは…はるか
昔の幼い頃と何も変わらないということ。
物心付いたときから、絵を描くことに夢中
になっていた。花や木や景色。鮮やかな

色、美しいフォルム。風や歌、にこやかな笑顔。光と影。出逢
うと描きたくなる気持ちは、源泉のごとく―。本能だ。

ただひとつ。いつのまにか、欲しい物、追い求めているも
のに気付いた。深み。色にも、かたちにも、空間にも深みを。
どうすれば良い?どう筆を重ねたら表れる?まだまだ。だから
おもしろい。

この度、さらに学んでいける場をいただいた。もっと学び
たい。深めたい。絵を描ける環境に感謝しながら。

会員推挙　絵画部　渡邉順子

段ボール箱をテーマにして3年になり
ます。

空っぽになった段ボール箱。それぞれ
表情があり、どこからどんな人の思いをの
せてきたのだろうか…。

箱一つ一つのストーリーを想像しながら箱の持つ空間を
表現したいと思っています。

水彩絵具と水のコントロールがうまくいかず、模索しなが
ら描いている状態ですが、偶然の色彩に魅せられることも
あります。

これからも悩みながら、感動しながら作品に向き合い、
日々精進していきたいと思います。
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ペティヨン展 Ⅱ
Pétillant ― La deuxième ―
6月23日〜29日
銀座ギャラリームサシ

磯山 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 つくば本部ビル
2階ギャラリー

川邉嘉章 展 ― 風景を描く ―　
5月21日〜26日　ギャラリーSHIMA

創々展　　　
5月20日〜25日
画廊るたん
市橋哲夫　大川きよ子
大谷良一　岡村順一
野澤宣夫　三浦安針
横須賀康子

楠森道剛 展 「悠 –yu–」「護 –MAMORI–」
3月26日〜31日　「悠 –yu–」
12月24日〜29日 「護 –MAMORI–」
ギャリエ ヤマシタ 2号館1階

大久保 綾子

第6回 青木繁記念大賞
ビエンナーレ　　　　
6月29日〜7月28日
久留米市美術館

上野アーティストプロジェクト2019
子どもへのまなざし　　　　　　　
11月16日〜2020年1月5日　東京都美術館

京都で活躍する 一陽会の作家展 ICHIの会　　
5月21日〜26日　ギャリエ ヤマシタ 2号館1・2階
佐野儀雄　三阪雅彦　水谷喜美子　安孫子百合　古野恵美子　福家省造
たつみゆうこ　楠森道剛　西山眞理子　巽富士子　永田和行

〜空・海の空間を描いて〜 古野恵美子 洋画展　　　
6月20日〜26日　 京阪百貨店 守口店 6階京阪美術画廊 Ⅰ

筑波大学教授退任記念
中村義孝 彫刻展 ― 物語の森 ―
7月30日〜8月4日　茨城県つくば美術館

佐野儀雄

水谷喜美子

三阪雅彦

塩川慧子

優秀賞　　甲賀 保
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— Piece of Mind —
阿部知暁 絵画展　　　
8月21日〜27日
DAIMARU 10階 美術画廊

大場吉美

大場吉美

西山恭申

柴山桂子竹田明男

美しい驚き 泉谷淑夫の世界
10月17日〜2020年1月14日
池田20世紀美術館

画業50年 美しい驚き 泉谷淑夫 展
11月20日〜26日
横浜高島屋 7階 美術画廊

北嶋三智子 水彩画展　　　
10月1日〜9日
GALERIE PARIS ギャラリー・パリ

谷口紳一 アクリル画展
「琵琶湖疎水50景」　　
4月2日〜7日
ギャリエ ヤマシタ 1号館2階

コレクション展　　　
4月26日〜6月30日
兵庫県立円山川公苑美術館
佐伯武彦

白山麓ギャラリー小右衛門 9人展
5月1日〜10月27日
ギャラリー小右衛門
大場吉美　柴山桂子　西山恭申　大鍬英治

第11回 ante展　　　　
7月15日〜20日、22日〜27日
SALON DE G (サロン・ド・ジー)
大北節子

November展
11月25日〜30日
ギャラリー暁
大北節子

第73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

ガラス絵 コクリコ会小品展
4月9日〜14日　ギャラリー金巴里
古賀敦子　川口文子　加納勝子　
大塚幸子　永井富貴子

アトリエ羊庵 水彩画展
4月18日〜21日
福井県立美術館 第2展示室
北嶋三智子

高岡 徹 展　
11月11日〜22日
白銅鞮画廊

岡村順一 展　　
11月25日〜12月1日
銀座 ギャラリーあづま

生田裕人 個展
8月8日〜13日
画廊ジュライ

INFINITE　　　　　　　　
7月9日〜21日　石川国際交流サロン
尾山隆夫　柴山桂子　白井正浩　竹田明男

伏黒由利子 作品展
〰 心かがみシリーズ 〰　
9月26日〜29日
富山県民会館3F ギャラリーC

インスタレーション3人展
2019　　　　　　　　
10月1日〜13日
石川国際交流サロン

四人展 FOUR WORKS
11月28日〜12月10日
ギャラリーノア
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TOKYO東京支部

■一陽会東京支部の活動
第23回一陽会東京展は東京都美術館で開催され9
年目になりました。
展覧会の会場準備は会員の協力により進められ、企
画として千葉県支部、茨城支部に参加していただき
活気ある展覧会になりました。ギャラートークは一陽
会委員出品者 甲賀保氏の「不可思議な思考表現と
絵画技術」平面への提言、物語絵、マスクシリーズ、
素材への探求と題してのイメージから完成迄の技術
を詳細に解説して好評でした。
2022年からは東京都美術館と会場の再契約の年に
当たります。東京支部として内容をさらに高め鑑賞者
に楽しんでいただける企画を考えています。

●第23回 一陽会東京展
会期／5月19日（日）〜27日（月）
会場／東京都美術館
　　　出品者62名　展示作品数98点
　　　入場者数2,474人
受賞者
東京一陽賞 小林真央　初出品
支部賞 磯崎式子
特別賞 伊沢良子
奨励賞 川島信子　高梨康男　浜田三枝
東美賞 小林ミイラ（版）

●第23回 展企画
◦ギャラリートーク『不可解な思考表現と絵画技術』
　1、平面への提言　　2、物語絵
　3、マスクシリーズ　　4、素材への探求について

　講師　一陽会委員 甲賀 保
◦令和元年　新東京支部役員分担　7月改正
　顧問　　　棚瀬修次
　支部長　　高岡 徹
　事務渉外　杉山 司　小林達也　染矢義之
　　　　　　渡辺通子　磯崎式子
　会計　　　吉村雅利　安田 操
　会計監査　高岡 徹　山田幸彦
　会議記録　安田 操　染矢義之

●CAFN・N　2020年5月23日〜28日
金沢近代美術館 小松富士子

●平田千代子展　2020年4月26日〜2か月
御宿町砂漠会館（千葉） 平田千代子

■彫刻部（個展・グループ展）
●武田守弘個展　3月4日〜16日

SPCギャラリー（茅場町） 武田守弘
●サテライト展　9月30日〜10月5日

SPCギャラリー（茅場町） 武田守弘
●遊・桜ヶ丘現在進行形 野外展2019

10月1日〜11月23日　原峰公園（多摩市） 武田守弘
●サテライト展　12月10〜15日

ギャラリー  KINGYO（千駄木） 武田守弘
●第29回 あつぎ野外彫刻造形展

10月13日〜20日 高橋正晴
●第12回 いちかわ街かど美術展

2020年2月16日〜23日　文化会館（市川市）
 武田守弘

●第38回 春筍会展　2020年2月22日〜3月1日
ランプ坂ギャラリー 飯澤公夫
 （高岡 徹　記）

KANSAI関西支部

◇主に2019年2月〜2020年1月
■はじめに
前年度、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たが、今年度は特に第65回一陽
展を前後して、全国的に台風の被害や影響が大きかっ
た。その中で、関係各位の多大なご尽力により､大阪巡
回展などが無事開催できたことは喜びもひとしおであ
る。改めて、皆様に感謝の意を表したい。

■関西地域での一陽会の公募展
●第57回 関西一陽展　2018年3月19日〜24日

 大阪市立美術館地下展覧会室
〈出品状況〉 部会員 絵画 84点 （52人）

 ＊特別展9点含む
  彫刻 7点 （5人）
 一般入選 絵画 57点 （40人）
  彫刻 1点 （1人）
〈入場者〉 3,024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

■東京支部員の活動　絵画（個展 グループ展）
●創々展　5月20日〜25日　画廊るたん（銀座）

 三浦安針　大谷良一
●JAW（女子美アートウエーブ）展　5月25日〜29日

O美術館（大崎） 磯崎式子
●丸山宏絵画展　5月31日〜6月5日

JOYFUL‐2　新田展　GalleryJ 丸山 宏
●青木繫記念大賞ビエンナーレ　6月 甲賀 保
●「ドローイングとは何か」準大賞展

6月24日〜29日　ギャルリー志門（銀座） 磯崎式子
●日本ガラス絵協会展　7月8日〜20日

銀座ギャラリー一枚の絵（銀座） 高岡 徹
●第15回 世界絵画大賞展　8月 甲賀 保
●第9回 甲賀保個展　8月20日〜10月17日

しずおか焼津信用金庫本展 甲賀 保
●第14回会津美里町総合美術展　8月29日〜9月5日

会津美里町複合文化施設内（じげんホール）
 三浦安針（招待）

●2019 CAFネビュラ展　11月6日〜17日
埼玉県立近代美術館 小松富士子

●第30回 里駆画展　11月9日〜13日
栃木県総合文化センター 大谷良一

●高岡徹個展　11月11日〜22日
白銅鞮画廊（京橋） 高岡 徹

●まほろば佐久に咲く素描展2019
11月21日〜27日　ギャラリー絵夢（新宿）
 棚瀬修次　小松富士子

●佐久市立近代美術館素描展　11月21日〜27日
所蔵作家による素描展 小松富士子

●第30回 黒駆画廊展　11月9日〜13日
栃木県総合文化センター 大谷良一

●「+」・の眼展　12月2日〜7日　ギャラリー暁（銀座）
 磯崎式子

●福島県総合美術展
6月14日〜23日 幕田今日子

●新春ガラス絵展（日本ガラス絵協会）
2020年1月13日〜22日
ぎゃらりいサムホール（銀座） 高岡 徹

●フェノメナ '20最終展　2020年1月20日〜2月1日
始弘ギャラリー（港区青山） 小松富士子

●CROSS展　2020年2月12日〜17日
司画廊　国分寺市 杉山 司

●日本2020年展　2020年2月17日〜22日
暁画廊（銀座） 高岡 徹

●夢のイストワール展　2020年2月28日〜3月4日
O美術館（大崎） 磯崎式子

●森野会展　2020年3月3日〜8日
町田市立国際版画美術展（東京都町田市）
 磯崎式子

ベイン株式会社協賛〉
◦絵画部門では若い作家の力作が目立ち、関西一陽 
　賞など、大きな賞を授賞するに至った。

＊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。今回より「関西瑞繪賞」を授与すること
にした。

＊特別展示として豊岡千世枝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。上田純
子・楠森道剛両会員がパネラーとして、実技を交えて
制作に関わる話を紹介。参加者約70名で好評、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3千人を越え、盛況だった。
〈第56回　関西一陽展受賞者〉
関西一陽賞 赤木秀明（絵）
大阪市長賞 南 美咲（ 〃 ）
大阪市教育委員長賞 広瀬奈 （々 〃 ）
ホルベイン賞 榊原 鈞（ 〃 ）
関西瑞繪賞 南谷晶二郎（ 〃 ）
奨励賞 大城久美子　竹原喜久郎　松村祐一
 （以上絵）
 島﨑 將（彫）
会友賞 渡邊光章（絵）

●第65回記念 一陽展〈大阪巡回展〉
10月22日〜27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49点　彫刻5点
◦関西支部会員（委員・会員・会友）の作品
 絵画57点（57人）　彫刻7点（5人）
◦関西関係の入選 絵画3点（11人）　彫刻1点（1人）

＊入場者　3158人
＊8月18日に出品予定作品の研修会（下見会）を実施し

たことで、多くの作家が受賞し、結果を残せた。(後述)
＊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、舘野弘各運営委員の各先生方による
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来賓として出席。参加
者と和やかに歓談された。

第23回 展企画 甲賀保 ギャラリートーク
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＊会期中、来賓の先生方を含め、関西地域以外の巡回
作品出品者の方々が遠路、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）65回記念の大
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65回記念一陽展　受賞者（関西支部関係）〉
一陽賞 赤木秀明（絵）
特待賞 喜多誉子　北川徳子（ 〃 ）
奨励賞 小西洋子　下坂雅俊　西村恵美子
 吉岡浩一（以上　絵）
野間仁根賞 松村一夫（絵）
65回記念賞 溝下美代子（ 〃 ）
65回特別賞 安孫子百合（ 〃 ）
会員賞 楠森道剛（ 〃 ）
会友賞 後藤 杏（ 〃 ）
損保ジャパン日本興亜美術財団賞 尾島 守（ 〃 ）
記念会員功労賞 山下濶志（ 〃 ）
会員推挙 下原知子　藤田安臣（ 〃 ）

●第58回 関西一陽展　2020年3月17日〜22日
大阪市立美術館 ※詳細は次号に掲載

■関西支部会員による一陽会の展覧会
●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（兵庫県西宮市）
＊会場を西宮北口ギャラリーに変更。
＊絵画50号までの中・小品各自1点の展示。本展に向

けて新たな展開が見られる作品も多く、充実した内容
となった。

【出品　絵39名】
安孫子百合　上田純子　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　佐野儀雄　隅田博美　高孝壬津子

たつみゆうこ　谷口紳一　田渕幹夫　檀野計藏
辻マサオ　津末慶子　中田絵里　永田和行

永田牧子　新村則一　西尾昭子　西谷のり子
西山眞理子　橋本紀夫　平田せつ子　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

●古野恵美子洋画展　6月20日〜26日
 京阪百貨店守口店6階京阪美術画廊Ⅰ（大阪府）

●古野恵美子展　2020年1月28日〜2月2日
 ギャラリーヒルゲート（京都市）

●美し驚き 泉谷淑夫の世界
10月17日〜2020年1月14日 池田20世紀美術館

●画業50年 美しい驚き泉谷淑夫展
11月20日〜26日 横浜高島屋7階美術画廊

■2019年度 コンクール等の入賞・入選
●第24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）

●国際芸術コンペティション・アートオリンピア　6月
 上田純子（優秀賞）　安孫子百合（準佳作）

●第65回 全関西美術展　7月
大阪市立美術館 佐野儀雄　山下𤄃志（招待）
 福家省造（無鑑査）　上田純子（東洋クロス賞）

●第30回 美浜美術展（入選）
●第53回 堺市展（佳作賞） 以上　上田純子
●第36回 FUKUIサムホール美術展

12月7日〜22日　美術館アートコアミュージアム-2
 墨田博美（佳作）

■美術館・団体企画展など
●第6回 兵庫県洋画団体協議会展

1月30日〜2月3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　西尾昭子　藤田安臣

●大阪市立美術館　第72回美術研究所展・
　第54回 友の会展　2月19日〜24日

大阪市立美術館
 新村則一　山下濶志（講師）　平田せつ子

●第27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　松村一夫

●日本美術家連盟近畿地区委員展
　-やさしさのための芸術-

4月13日〜28日 山下濶志　津野充聡
●2019年兵庫県彫刻家連盟展　7月30日〜8月4日

兵庫県民アートギャラリー（神戸市）
 鍬田和見　島﨑將　津野充聡　橋本雅美
 前川芳輝

●第34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

●兵庫県美育作家協会展　7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
 大東明宏　尾島 守　津野充聡　中田絵里

溝下美代子　三村恵理　山下濶志　渡邊光章
●京都で活動する一陽会の作家展<ICHIの会>

5月21日〜26日　ギャリエヤマシタ2号館（京都市）
 安孫子百合　楠森道剛　佐野儀雄　たつみゆうこ
 巽富士子 　永田和行　西山眞理子　福家省造
 古野恵美子　三阪雅彦　水谷喜美子

●一陽会関西支部彫刻展　2020年3月3日〜8日
兵庫県立美術館王子分館原田の森ギャラリー
 鍬田和見　島﨑 將　津野充聡　橋本雅美
 前川芳輝　矢野 真

■2019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17日（関西展陳列担当者）
◦4月27日　◦9月15日
◦10月19日（一陽展陳列担当者）　◦11月16日
◦11月16日(会計監査委員会)

●支部会議（会場=主に、エル・おおさか）
◦1月19日　年度当初総会（年間計画、予算、第57
　回関西一陽展準備など）　◦新年会
◦5月12日　第65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15日　一陽展出品作品の把握（下見）
◦9月29日　一陽展<大阪展>諸準備、発送事務
◦12月1日　決算総会（第58回関西一陽展発送事
　務）
◦2019年1月18日　年度当初総会　◦新年会

●研修会
〈一泊研修会〉
＊6月8日〜9日　和歌山市　加太港・友ヶ島方面
＊昼はスケッチや散策、夜は合評・研修会と、有意義な

ひとときを過ごした。友ヶ島には戦前の砲台跡が点在
し、近年は訪れる人も多い。

〈一陽展に向けての作品講評会（下見会）〉
＊8月18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、受賞や会員推挙などの結果
を残すことができた。

■支部会員の個展
●楠森道剛 展　悠〜yu〜　3月26日〜31日
●楠森道剛 展　護 〜MAMORI〜

12月24日〜29日
 以上　ギャリエヤマシタ2号館（京都市）

●谷口紳一アクリル画展「琵琶湖疎水50景」
4月2日〜7日 ギャリエヤマシタ1号館（京都市）

●川邉嘉章 展-風景を描く-　5月21日〜26日
 ギャラリーSHIMA（西宮市）

 藤本元美
●第61回 守口市守口美術協会会員展　11月

 水谷喜美子（運営委員）

■各種展覧会での作品発表（企画展、グループ展など）
●第14回 アートフォーラム宇治美術展

2月28日〜3月3日　宇治市中央公民館
 永田和行　福家省造

●第18回 エル・ポルト洋画展　4月16日〜21日
西宮市立市民ギャラリー
 藤本元美(賛助)　一陽展・関西一陽展出品の方々

●第35回 サークルFR展　4月23日〜24日
宇治市中央公民館　奥谷卓則（賛助） 永田和行

●第34回 絵の水曜会U美展　4月26日〜28日
宇治市中央公民館 福家省造(賛助)

●第39回 洋画蟻の会展
●第73回 青甲会展 以上=古曽成樹
●第6回 √天（ルート・テン）展　6月11日〜16日

茶臼山画廊（大阪市） 平田せつ子
●第26回 心に響く小品展 6月25日〜7月7日
●京都造形芸術大学通信教育部洋画研究室小品展

11月19日〜24日
●第27回 折々の作家たち展

2020年1月11日〜26日
以上=ギャラリーヒルゲート（京都市） 古野恵美子

●第76回 亜土会展　6月28日〜7月3日
OPT GALLERY（オプトギャラリー京都市）
 永田和行

●橋本美術同好会展　8月22日〜27日
デュオぎゃらりー
 橋本紀夫（講師）　一陽展・関西一陽展出品の方々

●第21回 ぐるーぷVIVO 洋画展
10月29日〜11月3日　西宮市立北口ギャラリー
 佐野儀雄（賛助）一陽展・関西一陽展出品の方々

●第35回 ハクの会作家展　10月15日〜20日
京都府立文化芸術会館
 奥谷卓則　奥村佳弘　福家省造

● The 16th Salon DO Painting exhibition
11月22日〜27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

●第8回 F6展　12月2日〜7日
マサゴ画廊（大阪市） 松村一夫

■2020年度　関西支部の主な予定(4月以降)
●2020一陽会関西作家展　6月16日〜21日

 西宮市立北口ギャラリー

第65回記念 一陽展〈大阪巡回展〉ギャラリートーク
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●研修会・・・一陽展出品作品の下見会
8月23日（日）　13:00〜 エル・おおさか

●第66回 一陽展<大阪展>　10月20日〜10月25日
 大阪市立美術館

●第59回 関西一陽展　2021年3月17日〜21日
 大阪市立美術館

■2020年度関西支部事務局
事務所 松村一夫
会計部 （支部会計）安孫子百合

（関西展会計）たつみゆうこ
（一陽展〈大阪展〉会計） 山下濶志
事業部 上田純子　大東明宏
 *会計監査　田渕幹夫　中田絵里
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15日 ギャラリー金巴里
●総会・新年会（12:00〜） 会友展打合せ（14:00〜）

1月20日 ホテルポートプラザちば
●会友展（19名出品）　3月14日 画廊ジュライ
●準備会（10:30〜） 第42回千葉一陽展について

3月17日 千葉市文化センター
●第23回 一陽会東京展特別企画　5月19日

 東京都美術館
●第42回 千葉一陽展　6月11日 千葉県立美術館
●研修会　6月15日
●授賞式・懇親会　6月15日 ホテルポートプラザちば
●第64回 一陽展受賞作家小品展（18名出品）

6月11日 ギャラリー金巴里
●幹事会（13:30〜）　12月8日 千葉市文化センター

■個展
●生田裕人個展　8月8日 画廊ジュライ
●岡村順一展　11月25日 ギャラリーあづま

■グループ展・その他
●洋画グループ犀展　1月8日

 千葉信金中央支店里地芳美
●新春展　1月10日　ギャラリー樹 大久保綾子
●日本ガラス絵協会展　1月14日

ぎゃらりいサムホール 川口文子　古賀敦子
●2019一櫂会展　2月14日　画廊ジュライ

●2019暁展　12月16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　3月3日　金谷美術館

特選 里地芳美　林 裕子
●千葉市展　12月3日

千葉市美術館市民ギャラリー
市美術協会賞 山田久子
市長賞 黒川秀夫
千葉日報社賞 佐々木康樹
奨励賞 岩野美紗子　鈴木豊

●「日本の自然を描く展」　8月17日　上の森美術館
佳作 佐々木英子

●第69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 小島鐵男　濵田 清
理事出品 大北節子　大久保綾子　岡村順一
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
山本映子　篠崎 聡　山口陽子　金綱照夫

里地芳美　楠 忠臣　早瀬淳男　小川芙美子
吉田静江　黒川秀夫　小松幸廣

小林八重子　渡邊ひろ子　岩野美紗子
会員推挙 生田裕人
入選 太田暉人　木村和彦　鈴木 豊　牧内弘明
 (大北節子　記)

KANAGAWA神奈川支部

■支部活動
●第21回 神奈川一陽展　6月11日〜16日

 横浜市民ギャラリー
［出品数］
絵画23点（23名）、版画5点（3名）、刻2点（2名）

●第21回 神奈川一陽展研修会　6月11日
 横浜市民ギャラリー

●懇親会（6月11日）、本展二次会（10月2日）、
　忘年会（12月12日）

 講師 : 濱田 清
●個の屹立展　2月18日　ギャラリー暁 加納勝子
●9人の女流作家展　2月21日　画廊ジュライ

 大久保綾子
●永彩会展　3月1日　イオンノア店
 講師 : 鹿又保子
●個の屹立展　4月8日　ギャラリー暁 河野緋紗子
●コクリコ会小品展　4月9日　ギャラリー金巴里

 代表 : 古賀敦子
●彩友会展　4月16日　青葉の森公園ギャラリー

 講師 : 永倉一徳
●Ren展　4月15日　船橋市民ギャラリー
 佐々木英子
●TALグループ展　4月20日　ぎゃらりぃ朋 
 佐々木英子
●彩趣会絵画展　5月15日

野田市役所ふれあいギャラリー 講師 : 鹿又保子
●創々展　5月20日　画廊るたん 岡村順一
●総美展　5月27日　五井会館 里地芳美
●彩の會展　6月25日　君津生涯学習交流センター
 講師 : 細川尚
●野田美術会小品展　6月25日

興風会館地下ギャラリー 鹿又保子
●彩趣会展　7月1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8日　gallery一枚の繪

 川口文子　古賀敦子
●Water Color 千葉　7月9日　千葉県立美術館

 鹿又保子
●ante展　7月15日　SalondeG

 大北節子　山﨑泰司
●彩友展　7月17日　長浦おかのうえ図書館

 里地芳美
●Vita展　7月24日　ギャラリーびーた 佐々木英子
●InternationalFriendshipExhibition

8月10日　上海風月舎画廊 大北節子
●金巴里展　10月22日　ギャラリー金巴里

 会員・会友・同人多数参加
●平和を願う展　10月29日　千葉県立美術館

 佐々木英子　里地芳美
●上野アーティストプロジェクト
　子どもへのまなざし　11月16日　東京都美術館

 大久保綾子
●TALグループ選抜展　11月23日　ぎゃらりぃ朋

 佐々木英子
●November展　11月25日　ギャラリー暁

 大北節子
●クロッキー6人展　12月14日　Gallery銀座1丁目

 佐々木英子

■個展
●版画の杜　7月8日〜7月17日　えすぱすミラボオ

 横須賀康子

■グループ展
●プチパン展　1月9日〜19日　仲通りギャラリー

 村杉哲子
●第35回 2019年新春ギャラリー展

1月15日〜21日　鎌倉歴史文化交流会館
 横須賀康子

●第17回 NAU21世紀美術連立展　2月6日〜17日
国立新美術館 塩川慧子

●第29回 虹の会展　3月5日〜10日
アートガーデンかわさき 緒方かおる

●第6回 かみはてくねん会展　3月12日〜17日
ギャラリエヤマシタ1号館 緒方かおる

●詩画展　4月15日〜21日　画廊楽 村杉哲子
●一陽会委員・会員による 創々展

5月20日〜25日　画廊るたん 横須賀康子
●第2回 ペティヨン展　6月23日〜29日

銀座 ギャラリームサシ 　塩川慧子
●水彩プチパン展　7月16日〜27日

仲通りギャラリー 村杉哲子
●第13回 アートバザール展　7月22日〜28日

ギャラリー八重洲 緒方かおる
●2019アンデバンダンSM展　10月15日〜21日

万国橋ギャラリー　 緒方かおる
●スルジェ+ select展　10月23日〜29日

ギャラリーダダ（横浜SOGO） 吉野すみ子
●第15回 猫の会展　11月4日〜10日

サブウェイギャラリーM 青山孟郎
●第15回 横浜美術協会会員展　11月15日〜20日

赤レンガ倉庫ギャラリー 村杉哲子
●アンチーム展　12月9日〜14日

銀座ギャラリームサシ 吉野すみ子
●みつい画廊展（アンデバンダン プレ）

12月16日〜22日　みつい画廊 緒方かおる

■公募展
●第7回 横浜開港アンデバンタン展

1月8日〜14日　横浜市民ギャラリー 緒方かおる
●第1回 明日のつばさ展の運営　1月21日〜27日

画廊 楽Ⅱ 緒方かおる
●春陽会 2019　4月19日〜4月29日

国立新美術館 井口栄資
●第73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
●第37回 茅ヶ崎美術家協会展　6月11日〜7月7日

茅ヶ崎美術館 横須賀康子
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●第14回 とつか美術会展　9月25日〜30日
さくらプラザギャラリー 緒方かおる

●第75回記念 ハマ展　10月30日〜11月11日
横浜市民ギャラリー 村杉哲子　青山孟郎

今井由夫　井口栄資
●第6回 飯田弥生賞展　11月30日〜12月6日

飯田弥生美術館 横須賀康子
 （伏見伸彌　記）

CHUBU中部支部

◇2019年4月〜2020年3月
■支部活動
●第56回 中部一陽展　5月1日〜5月6日

 愛知県美術館 ギャラリー 8F
（絵画51点・彫刻1点　合計52点）
〈受賞者〉
（絵画）
中部一陽賞 亀山敏子
中日賞 岩田悠子
東海テレビ放送賞 横山満津子
奨励賞 佐々木美樹子　上田多津子　今井田高江
新人賞 近澤美穂子

●第46回 岐阜一陽展　7月10日〜7月15日
 不二羽島文化センター

（彫刻） 森島昭道
（絵画） 今井田高江　上田省吾　上田多津子
 大島満雄　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
 近澤美穂子　西脇義照　野田美子
 山田晃平　山田芳之　横山満津子

●第65回 一陽展　10月2日〜10月14日
 国立新美術館

〈受賞者・初入選者〉
（絵画）
青麦賞 大島満男
スカラベ賞 久保田正剛
会員推挙 山田芳之
会友推挙 大島満雄 
服部秀勝 横山満津子
奨励賞 岩田悠子　亀山敏子
初入選 今井田高江　近澤美穂子

●第20回 陽友会展　11月5日〜11月10日
 名古屋市民ギャラリー栄
 上田多津子　大橋壯久　小畑恭子　鈴木啓子
 野田美子　服部秀勝　山田晃平　山田芳之

●中部一陽会 打合会　3月17日
 毎日文化センター会議室

●中部一陽会 打合会　7月20日

●第51回 羽島市美術展　不二羽島文化センター
審査員 小畑恭子

●岐阜県現代美術協会 選抜展
加藤栄三・東一記念美術館 志知佳子

◇11月
●岐阜県有名人チャリティ色紙展

岐阜新聞本社 久保田正剛　横山満津子
●岐阜新聞チャリティ展　イオン大垣

 久保田正剛　西脇義照　横山満津子
●第30回 藍画会展　ロイヤルホール

 河井一郎　大橋壯久　山田晃平　上田多津子
◇12月
●グループYOU友展　三岸節子記念美術館

 野田美子
◇2020年1月
●岐阜盲学校美術展「個展」　1月〜3月

岐阜盲学校 西脇義照
◇2月
●第42回 羽島市美術協会展

不二羽島文化センター 小畑恭子　今井田高江
●木金会絵画展　名古屋市民ギャラリー栄

 小畑恭子
◇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26日 あきねい
●総会　3月30日

 ホテルニューステーション（松本市）
●第13回 地域現代作家代表作展　3月20日〜31日

松本市美術館　　絵画 林 政人　やまぐちかずお
●第73回 女流画家協会展　5月29日〜6月4日

東京都美術館 市川孝子
●第107回日本水彩展　6月6日〜13日

東京都美術館
参与 碓田順彦
会友推挙 横山優子

●第71回 長野県美術展　6月23日〜30日
松本市美術館
絵画　無鑑査 碓田順彦
彫刻　　〃 春原 功
絵画 市川孝子　小池華子　勝山昭子
 高橋文夫　田中 渉　林 政人　松川勝男
 丸山チヨ子　峯村欣弘　やまぐちかずお

 毎日文化センター会議室
●中部一陽会 新年会　1月25日

 楽蔵うたげ・鮮や一夜

■個人活動
◇2019年4月
●河井一郎と仲間展　ギャラリー ジャック&ベティ

河井一郎　大橋壯久　山田晃平　上田多津子
●変わる…予感　OKBギャラリー（大垣市）

 河井一郎
●ヒマワリ会展　人の森ハウス（一宮市） 野田美子
◇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　山田芳之
 志知佳子　横山満津子

●六酔会展　大垣市文化会館 山田芳之
●アンデパンダン展　岐阜美術館 志知佳子
●水曜会展　毎日文化センター 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（審査員）
◇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　横山満津子
●文月の会展　ギャラリー鮎 大島満男
●小藪達也展　大垣市スイトピアセンター 小藪達也
●第22回 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
●遊展　岐阜市メディアコスモス 大島満男
●第20回記念 グループ源流展

加藤栄三・東一記念美術館 小畑恭子
◇10月
●大垣市美術展　大垣市文化会館

審査員出品 久保田正剛（審査員）
 西脇義照（審査員）
 横山満津子

●大垣退職女性教師の会作品展
大垣川並地区センター 横山満津子

●養老町美術展　養老町民ギャラリー
審査員出品 久保田正剛　西脇義照

●垂井町美術展　垂井町文化会館
審査員出品 久保田正剛

●関ヶ原町美術展　関ヶ原ふれあい会館
審査員出品 久保田正剛

●第52回 一陽会長野展準備会　6月29日 油や
●第18回 日本美術家連盟信越地区会員展2019

7月16日〜21日　新潟県民会館 やまぐちかずお
●第52回 一陽会長野展　7月23日〜28日

 ギャラリー82
絵画24点　彫刻1点　招待（絵画2点）

●作品研究会　7月22日　午後1時〜4時30分
講師 小島鐡男運営委員　舘野 弘運営委員
 多数参加

●第67回 日本水彩長野支部展　9月12日〜16日
ホクト文化ホール 碓田順彦　横山優子

●第65回記念 一陽展　10月2日〜14日
 国立新美術館
受賞者・入選者
絵画部　会員推挙 小林明子（長野市）
 峯村欣弘（長野市）　吉池仁美（長野市）
会友推挙 高橋文夫（飯山市）
功労賞 林 政人（松本市）
入選者 橋本祥子（千曲市）　宮下久仁（千曲市）
 高橋文夫（飯山市）
彫刻部　スカラベ賞 小林一夫（小諸市）

●第70回記念 北信美術展　10月29日〜11月4日　
トイーゴ
絵画　審査員 碓田順彦
無鑑査 松川勝男
彫刻　無鑑査 春原 功
絵画 市川孝子　田中 渉　勝山昭子
 金田真由美　小池華子　小林明子
 西澤裕美子　平坂典子　丸山チヨ子
 水上さおり　峯村欣弘　吉池仁美
 吉原悦子　宮下久仁　横山優子

●北信美術会　美術講習会 講師　碓田順彦
●2019信州現代美術展ビエンナーレ

10月26日〜11月4日
北アルプス展望美術館 林 政人

●第14回 みゆき野風景画展　11月2日〜30日
木島平村中町展示館 審査員　碓田順彦
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●第72回中信美術展　1月3日〜13日
松本市美術館　無鑑査 林 政人　やまぐちかずお

■個人・グループ活動
●島田広之の絵画室2019　4月22日〜5月5日

 しなの鉄道屋代駅構内に併設
●北野敏美の版画×小林一夫の立体展
　〜時を超え共鳴する二つの空間〜

8月1日〜8月25日 安曇野市豊科近代美術館
●アフター5イリュージョンズ　8月19日〜9月1日

 千曲市屋代駅市民ギャラリー
●土と火と空気の記憶展　10月17日〜23日

長野市朝陽館ギャラリー 友情出品　島田広之
●松川勝男展　11月20日〜12月20日 アート・エム
●第14回 アート・エム絵画展　3月17日〜22日

ギャラリー82 勝山昭子　金田真由美　小池華子
 小林明子　西澤裕美子　平坂典子
 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
 （渡辺顕久　記）

ISHIKAWA石川支部

■支部活動
●総会　4月14日 ANAホリディ・イン金沢スカイ
●本展作品研究会　7月20日 インプレス
●本展反省会　10月27日　市民工房うるわし
●第65回記念 一陽展金沢展　11月21日〜25日

 石川県立美術館
●2020一陽会石川支部新春展　1月25日〜2月2日

 学びの杜ののいちカレード

■公募展
●第75回 現代美術展　3月29日〜4月15日

（洋画）金沢21世紀美術館
副理事・審査副委員長出品 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 中本邦夫
会員出品 柴山桂子　西山恭申　白井正浩
 飯田恭彦　尾山隆夫　城戸清子
 中野久賀子
次賞 木下 脩　後出秀茂
入選 阿部正子　有田和左　大友史郎
 川村甚子　小島信子　芝西広美　田方 勇
 田村久美子　中谷美和子　巻砂紀恵
 丸山かはる　山崎綾乃

（彫刻）石川県立美術館
会員・審査員出品 大鍬英治

 木下 脩　田村久美子
 丸山かはる　安田明美

●「8+9展」ナガサキの地でアートを考える
　日・韓・日交流展　7月30日〜8月4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1日〜20日
津幡町かつざきロビー ギャラリー由

 芝西広美　川村甚子　中谷美和子
 岩城和恵　巻砂紀恵

●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14日〜9月18日　九谷焼資料館展示室
 阿部正子　山崎綾乃　田方 勇

●oterart金澤2019　8月31日〜9月8日
金沢・興徳寺 大場吉美

●能美市辰口展　9月26日〜10月7日
能美市寺井公民館 後出秀茂

●根上絵画クラブ展　9月30日〜10月13日
タントアートギャラリー 阿部正子　山崎綾乃

●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 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1日〜13日

石川国際交流サロン 大場吉美
●有田和左・東川三樹男二人展　10月1日〜31日

能美市研修センターさらい 有田和左
●寺井絵画クラブ展　10月9日〜20日

寺井地区公民館 田方 勇
●第8回 野々市市美術文化協会展

10月28日〜11月4日　学びの杜ののいちカレード
 竹田明男　西山恭申　尾山隆夫

●2019CAFネビュラ展　11月
埼玉県立近代美術館 安田 淳

●第15回記念 津幡町美術作家協会展
11月6日〜10日　津幡町文化会館シグナス
 飯田恭彦　川村甚子　岩城和恵

●能美市作家協会N大作展　11月23日〜12月1日
根上学習センター 阿部正子　田方　勇
 後出秀茂　山崎綾乃

●FOUR WORKS 4人展
11月28日〜12月10日　ギャラリーノア

大場吉美　竹田明男　柴山桂子　西山恭申
●第56回 歳末助け合い入札展　12月6日〜8日

寺井地区公民館 阿部正子　山崎綾乃
●第59回 歳末美術展　12月12日〜17日

金沢香林坊大和
大場吉美　野中未知子　竹田明男　安田 淳

（写真）金沢21世紀美術館
入選 安田 淳

●第59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8回 野々市市美術展　6月28日〜7月7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

●第65回七尾市美術展　10月25日〜28日
七尾市美術館　 役員出品　野中未知子

●第31回 志賀町を描く美術展　11月10日〜18日
招待出品 野中未知子
奨励賞 後出秀茂

■個展
●飯田恭彦 洋画展　5月15日〜20日

 津幡町文化会館シグナス
●川村甚子 兵馬俑絵画展　12月19日〜3月31日

杉本一郎ギャラリー
■グループ展
●一二会展　2月28日〜3月5日

白山市ギャラリーノア 竹田明男　白井正浩
●自由表現展 vol.5　3月8日〜25日

小松・ぎゃらりーソレイユ 安田　淳　西山恭申
●彫刻と素材〜伝えたいかたち　3月28日〜4月2日

ギャラリーZaroff 渋谷 浜谷信彦
●四季彩グループ展　4月1日〜30日

銭谷五兵衛記念館 芝西広美
●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

●第56回 こまつの美・入札展　5月9日〜15日
小松・サイエンスヒルズこまつ 安田 淳

●小右衛門9人展　5月1日〜11月27日
白峰・小右衛門ギャラリー

大場吉美　柴山桂子　西山恭申　大鍬英治
●能美市絵画協会展　6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　田方　勇

●石川県立小松高等学校 創立120周年記念美術展
7月　洋画・写真作品出品
小松・市民ギャラリールフレ 安田 淳

●第29回 津端美術好友会展　7月10日〜15日
津幡町文化会館シグナス 川村甚子

●第15回 能美市作家協会展　7月13日〜20日
根上学習センター 阿部正子　山崎綾乃
 後出秀茂　田方　勇

●第14回 いずみ会油絵展　7月26日〜31日
県立美術館広坂別館 西山恭申　大友史郎

柴山桂子　西山恭申　阿部正子　飯田恭彦
尾山隆夫　城戸清子　白井正浩　田方 勇

岩城和恵　巻砂紀恵
●第2回 NHK厚生文化チャリティー金沢展

12月12日〜17日　めいてつエムザ・美術サロン
大場吉美　柴山桂子　西山恭申　白井正浩

●根上絵画クラブ新春展　2月1日〜15日
タントアートギャラリー 阿部正子　山崎綾乃
 （尾山隆夫　記）

IBARAKI茨城一陽会

◇2019年
●伝えたいかたち〜彫刻と素材〜　3月28日〜4月2日

画廊珈琲zaroff（東京都渋谷区初芝）
 北沢 努　葛迫大祐（外7名）

●雨引の里と彫刻2019　4月1日〜6月9日
りんりんロード周辺（茨城県桜川市）
 深谷直之（外37名）

●筑西の美術2019－絵画展－　4月27日〜6月30日
しもだて美術館（茨城県筑西市）
 小川京子　舘野 弘（外20名）

●第5回記念 ゲタ箱展　6月15日〜30日
大田原市芸術文化研究所（栃木県大田原市）
 中村義孝（外122名）

●第44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）
 深谷直之（外25名）

●第47回 MITO彫刻展　6月21日〜30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）

●茨城の美術セレクション展　6月28日〜7月9日
茨城県五浦美術館（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37名）

●日光東照宮美術展覧会－黎明－　7月21日〜25日
日光東照宮客殿・国宝東西回廊（栃木県日光市）
 磯山芳男（外201名）

●筑波大学教授退任記念
　中村義孝彫刻展－物語の森－　7月30日〜8月4日

茨城県つくば美術館（茨城県つくば市） 中村義孝
●第13回 茨城一陽展　8月6日〜12日

茨城県つくば美術館（茨城県つくば市）
 茨城一陽会員23名
 （絵画5名・彫刻18名,外2名・招待作家）

●森に棲む2018―北沢努展　10月20日〜27日
ギャラリー手鞠子（茨城県水戸市） 北沢 努
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●第48回 グループSABO展　10月25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）

●第2回日・韓現代彫刻ビジョン展　11月2日〜11日
大田原市芸術文化研究所（栃木県大田原市）
 中村義孝（外52名）

●第10回シューズボックススカルプチャー展
11月6日〜17日
台湾藝術大学ギャラリー（台湾 台北市））
 中村義孝（外49名）

●ROOTS－19展　11月12日〜24日
笠間の家（茨城県笠間市） 葛迫大祐（外2名）

●第25回 うしく現代美術展　11月17日〜12月1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〜21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134名）

●ちょっと小さな展覧会　12月17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）

●とりで美術の今　12月21日〜1月12日
とりでアートギャラリー（茨城県取手市）
 深谷直之（外48名）

◇2020年
●第45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）
 北沢 努　六﨑敏光（外192名）

●先生たちの美術館展8　1月12日〜2月9日
板東郷土館ミューズ（茨城県板東市）
 飯田政子（外20名）

●第11回 現代茨城作家展　1月18日〜2月9日
茨城県近代美術館（茨城県水戸市）
 宇留野信章　舘野 弘　磯山芳男

●長岡市美術協会洋画部
11月11日〜24日（5月春期展）　秋展 木村保夫

◇2020年
●第27回 アークベル絵画展　1月16〜19日

審査員出品 長谷川清晴
●加茂新春美術展　1月23日〜27日
●西蒲区の隠れた名品展「ふるさとの記憶」

1月18日〜3月22日 長谷川清晴
●第13回モナコ・美術祭　2月18日

グランド・アベェニール賞 木村保夫
 （千野清和　記）

TOYAMA富山一陽会

■活動報告
●美術と作品研究会

 1月、3月、5月、6月、 9月、10月、11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　古田恵子　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

●桝田津子作品展
とみしんB&Lコンサルティングスクエア 桝田律子

◇3月
●富山・飛騨交流美術展　飛騨美術館 古田恵子
●砺波市美術協会会員展　砺波市美術館 山本文郎
●第28回 全国アートサロン絵画大賞展

国立新美術館（大阪巡回展） 佳作　才田智美
◇4月
●洋画sparking 2019in庄川展　庄川美術館

 委嘱　山本文郎
●萩の会 油彩展　河口ビルれすとらん「ゼフィール」

 姫路廣司 黒崎 博　山本正臣　堀 英夫
 藤木良一　高島達雄　奥井輝男

●野萩の会　アピアハッピー広場
 姫路廣司　竹森由希子　黒崎 博
 寺脇圭子　藤木良一　板倉孝久

●富山駅北地下道市民ギャラリー展 山本正臣
◇5月
●滑川市美術協会展　滑川市博物館 笹山満義
●野萩の会3人展　河口ビルれすとらん「ゼフィール」

 山本正臣　竹森由希子　寺脇圭子
●フランドル会展2019　富山県民会館ギャラリーA・B

 武田清子　姫路廣司　河原憲行　長永揚子
●上市美術会巡回展示　富山信用金庫

 池田国男　黒崎 博

 中村義孝　六﨑敏光（外95名）
●第27回 土なかま彫塑展　3月1日〜7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9名）
 （磯山芳男　記）

NIIGATA新潟一陽会

■活動報告
◇2019年
●第29回 新潟一陽会展　5月13日〜19日

 市橋哲夫（他13名）
●新潟県美術展覧会（県展）　5月31日〜6月9日

 市橋哲夫（表紙絵）　渡邉順子　和田幸蔵
●第18回 日本美術家連盟信越地区会員展

7月16日〜21日
 市橋哲夫　山本安雄　木村保夫　千野清和

●第20回 八海山 夢展　7月20日〜9月2日
池田記念美術館 山本安雄

●第52回南魚沼展　9月5日〜8日　坂戸デスポット
 山本安雄

●今展　9月13日〜16日　加茂文化会館 千野清和
●新潟県人作家展「あたらしいかたち」

9月14日〜11月10日
 木村保夫　山本安雄　長谷川清晴

●第65回記念 一陽会　10月2日〜14日
国立新美術館 市橋哲夫（他13名）

●南魚・美協会員展　10月5日〜7日　池田体育館
 山本安雄

●第14回 燕市市展　10月18日〜22日
審査員出品 長谷川清晴

●六日町美協会展　10月19日〜20日 山本安雄
●第52回 加茂市展　11月2日〜7日 千野清和
●新潟県美術家連盟展（芸展）　11月2日〜7日

 市橋哲夫　山本安雄　木村保夫　千野清和
 桑原 收　長谷川清晴　渡邉順子　和田幸蔵

●弥彦　初の名誉村民に認定　11月7日 鈴木 力

◇6月
●第74回 富山県美術展　富山県民会館

招待出品 萩中幸雄
県展大賞 桝田律子
佳作 長永揚子
入選 伏黒由利子　武田清子　池田国男
 高橋久仁子　姫路廣司　寺脇圭子
 山本正臣　河原憲行　藤木良一
 梶原信男　高島達雄　田村昭子
 秋本美智子

●創立70周年記念 洋画連盟展　富山県民会館
 萩中幸雄　山本文郎　笹山満義　桝田律子
 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　田村昭子

●となみ野美術展　砺波市美術館 山本文郎
●テンペラフレンズ　大島絵本館 河原憲行
◇7月
●富山一陽会 第65回記念 一陽展出品事前研修会

富山県民会館美術館　大作26名出品
 講評　細川 尚先生、

●富山県洋画連盟新川地区会員展
 笹山満義　池田国男　黒崎 博

●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
 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
●七夕会作品展　アートギャラリー栄 山本正臣
●石川県立小松高校創立120周年子ねン美術展

小松市立博物館 山本正臣
●上市美術会展　西田美術館 池田国男　黒崎 博
●富山市工芸美術作家協会展　県民会館 富岡博子
◇8月
●上市美術会巡回展示　北陸銀行上市町支店

 池田国男　黒崎 博
●山の絵展　つるぎふれあいセンター

 池田国男　黒崎 博
●富山市洋画作家連盟会員より
「令和を紡ぐ洋画の旅シリーズ」
ギャルリミレー 秋本美智子

●古田恵子展　北陸銀行南富山支店ロビー
 古田恵子

◇9月
●富山市美術展　富山市民プラザ

招待出品 萩中幸雄　桝田律子　古田恵子
無鑑査 長永揚子
奨励賞 河原憲行
入選 山本正臣　板倉孝久

第13回 茨城一陽展 ギャラリートーク
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●伏黒由利子作品展―心かがみシリーズ―
富山県民会館ギャラリーC 伏黒由利子

●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　堀 英夫　高島達雄
 田村昭子　秋本美智子　奥井輝男

●富山市洋画作家連盟会員より
　「令和を紡ぐ洋画の旅シリーズ」

ギャルリミレー 山本正臣
●地域の作家展　アートギャラリー栄 武田清子
●第33回 上市町美術展　北アルプス文化センター

運営委員出品 池田国男
無鑑査 黒崎 博
町展賞 才田智美

●上市美術会会員展　上市町カミール
巡回展示　上市総合病院 池田国男　黒崎 博

●生涯学習発表会　上市町カミール
巡回展　上市町つるぎ 池田国男　黒崎 博

●小杉采芳会小品美術展　小杉文化ホール
 梶原信男

◇10月
●第65回記念 一陽展　国立新美術館　26名出品

スカラベ賞 山本文郎
会員推挙 姫路廣司　山本正臣
会友推挙 堀 英夫
奨励賞 高島達雄
入選　6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2019　旧宮崎酒造

 笹山満義
●教職員厚生会美術展　富山県教育記念館

 萩中幸雄
●野萩の会　富山県民会館ギャラリーB

賛助出品 萩中幸雄
 姫路廣司　竹森由希子　寺脇圭子
 黒崎 博　藤木良一　板倉孝久

●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　才田智美

●うつろい―三人の今― 河原憲行
◇11月
●越中アートフェスタ　富山県民会館

優秀賞 山本正臣
奨励賞 古田恵子
佳作 河原憲行　才田智美
入選 丸山敦子　武田清子　姫路廣司　黒崎 博

●第68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　桝田律子　古田恵子
 丸山敦子　池田国男　姫路廣司　山本正臣
 竹森由希子　黒崎 博　寺脇圭子　河原憲行

■個展
●中島恒子個展　4月1日〜25日

JA鯖江西支店・鯖江市 中島恒子
●井上真知子絵画展「扉を開けて・・・」

7月6日〜14日　ふるさとギャラリー叔羅・越前市
 井上真知子

●松原照代水彩画展　7月16日〜31日
ギャラリーサライ・福井市 松原照代

●北嶋三智子水彩画展　10月1日〜9日
GALERIE PARIS・横浜市 北嶋三智子

■公募展
●第7回 シルバー福井美術展　4月11日〜14日

福井県立美術館 平井仁美
●第32回 市美展ふくい　5月17日26日

福井市立美術館
絵画造形部門
審査員出品 佐川文子　清水正男（実行委員長）
無鑑査出品 畑 透仁　村田宏人　内藤 汎
 西藤節子 坪田美代子 渡辺妙子
福井市長賞 白﨑榮子
福井新聞社賞 石田孝子
福井テレビ賞 加藤富子
奨励賞 村上禮子　谷口恵子　松井優子
 横山純子　高岡せつ子
入選 櫻川幸代

●第12回 現代童画会福井地区展　6月1日〜9日
まなべの館・鯖江市 奨励賞　松村典子

●第69回 日本板画院展　6月15日〜21日
東京都美術館 院友　松本潤子

●アートオリンピア2019　6月23日30日
東京都美術館 準佳作　宮川正市

●第65回記念 一陽展　10月2日〜14日
国立新美術館　出品者39名
会員推挙 武鎧恭子
会友推挙 高岡せつ子　廣瀬冨美子　清水成子、

 長永揚子　藤木良一　秋本美智子　田村昭子
●富山市民大学文化祭

富山市民プラザアートギャラリー
賛助出品 萩中幸雄
 長永揚子　藤木良一　田村昭子

●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

●萩の会　会友、会員油彩展
河口ビルれすとらん「ゼフィール」
 黒崎 博　長永揚子　藤木良一

◇12月
●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　藤木良一
 田村昭子　長永揚子　秋本美智子

●萩の会 油彩 会友、会員展
河口ビルれすとらん「ゼフィール」

 姫路廣司　竹森由希子　黒崎 博　山本正臣
 寺脇圭子　長永揚子　藤木良一　堀 英夫

●富山駅北地下道市民ギャラリー展
 長永揚子　秋本美智子

◇2020／2月
●第30回 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　山本正臣　竹森由希子　寺脇圭子
 河原憲行　長永揚子　富岡博子　藤木良一
 堀 英夫　秋本美智子
 （古田恵子　記）

FUKUI福井一陽会

■活動報告
◇2019年4月〜2020年3月予定
●福井一陽会定例総会　4月13日

 山口伊三郎家具（貸会議室）
●第1回研究会　6月30日 福井県立美術館 研修棟
●福井一陽会役員会　6月30日

 福井県立美術館 研修棟
●第2回研究会・懇親会　7月27日〜28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12日

 山口伊三郎家具（貸会議室）
●第56回 福井一陽展　11月14日〜17日

 福井県立美術館
●福井一陽会新年会　1月18日 グランユアーズフクイ
●福井一陽会役員会　3月7日

 山口伊三郎家具（貸会議室）

奨励賞 平井仁美　松村典子　嵐川眞智子
 吉川暁遊

●第39回 福井県市町文協選抜美術展
10月4日〜6日　金津創作の森美術館・あわら市
 北嶋三智子　宮川正市　児玉常聖　丸山和子
 中島恒子　吉川暁遊

●第44回 鯖江市美術協会展　10月11日〜13日
嚮陽会館・鯖江市 宮川正市　中島恒子

●第70回 福井県総合美術展　10月17日〜30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（実行委員長）　内藤 汎
無鑑査出品 宮川正市　村田宏人
NHK福井放送賞 西藤節子
入選 村上禮子　白﨑榮子　牧田聖代
 石田孝子　増澤恵美子　坪田美代子
 渡辺妙子　加藤富子　谷口恵子
 松井優子　横山純子　中西美惠子
 中島恒子　高岡せつ子　平井仁美
 松村典子

●第14回 越前市民美術展　10月27日〜11月4日
シピィ・越前市 奨励賞　井上真知子

●第60回 鯖江市文協展　11月2日〜4日
嚮陽会館・鯖江市 宮川正市

●第30回 美浜美術展　11月19日〜28日
生涯学習センターなびあす・美浜町
入選 宮川正市　中島恒子

●第6回 越前町文協美術部門展　11月21日〜24日
SCメルシ・越前町織田 松村典子

●第69回 福井県勤労者美術展　12月12日〜15日
福井県立美術館
県労働者福祉協議会長賞 松井優子
こくみん共済COOP福井推進本部本部長賞
 松本潤子

●第12回 鯖江市美術展　2020年3月20日〜24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

■グループ展他
●グループ悠々すみれ荘展

2019年4月1日〜2020年3月31日
老人ホームすみれ荘・福井市 松井優子

●第11回 「ギャラリー窓」万葉美術展
4月6日〜14日　万葉菊花園・越前市 井上真知子

●第35回 究展　4月10日〜14日　福井県立美術館
 佐川文子

第56回 福井一陽展
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●第13回 アトリエ羊庵水彩画展　4月18日〜21日
福井県立美術館
 北嶋三智子　児玉常聖　増澤恵美子　丸山和子
 大森英節　木田英子　吉川麗子　高岡せつ子
 廣瀬冨美子　清水成子　平井仁美
 嵐川眞智子　吉川暁遊

●グループS展　4月26日〜29日　福井県立美術館
 清水正男

●椿まつり9人展　5月3日〜13日
DONDO・坂井市三国
 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

●グループ青の会展　5月9日〜12日
福井県立美術館 清水正男　牧田聖代　武鎧恭子

●第17回 グループ彩展（水彩画）　5月16日〜19日
福井県立美術館 佐川文子　松井優子

●第59回 ぺんぺん会展　5月22日〜26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

●第10回 森の仲間たち水彩画展　5月22日〜26日
福井県立美術館 松原照代

●鯖江を描くスケッチ展　7月2日〜7日
まなべの館・鯖江市 宮川正市

●井上真知子絵画展　年8月1日〜31日
水仙園・越前市 井上真知子

●華陽会9人展　8月13日〜29日
福井銀行大和田支店
 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15回 丹南芸術家協会展　9月4日〜8日
叔羅・越前市 井上真知子

●第11回 吉川絵画クラブ展　9月12日〜16日
まなべの館・鯖江市 講師出品　宮川正市

●公民館祭　11月1日〜3日　金津公民館・あわら市
 児玉常聖　丸山和子　吉川暁遊

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

●公民館祭　11月11日〜17日
湯の町公民館・あわら市
 児玉常聖　丸山和子　吉川暁遊

●第56回 福井一陽展　11月14日〜17日
福井県立美術館　出品者42名
 嵐川眞智子　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　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

出品者 笹森眞紀子　対馬久世喜
◇10月
●第65回記念 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

●対馬久世喜個展 深浦町美術館
◇11月
●第31回 青森一陽会小品展

青森市民美術展示館（青森市）
 30号以下1人2〜3点出品

●第49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　笹森眞紀子
 土岐千佳子　逢坂清悦
 （逢坂清悦　記）

AKITA秋田グループ

■活動報告
●高橋章子 男鹿半島ジオサイト絵画展　4月、5月

大潟村干拓博物館 高橋章子
●AIAA 秋田国際美術作家協会　5月

秋田県立美術館 高橋章子
●第23回 合同絵画展　6月

総合生活文化会館アトリオン 主宰　松山桂子
●第65回記念 一陽展　10月　国立新美術館

 高橋章子
●第63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・若手会員展　2020年2月

ココラボラトリー 松山桂子
 （松山桂子　記）

 谷口恵子　辻トシ子　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　宮川正市
 村上禮子　村田宏人　横山純子　吉川暁遊
 吉川麗子　渡辺妙子

●公民館祭　11月19日〜20日
本荘公民館・あわら市 清水成子

●彩友会展　12月2日〜20日
北陸銀行松本支店・福井市 石田孝子

●イーゼル会デッサン展　12月12日〜15日
福井県立美術館 松原照代

●鯖江市教育文化功労賞受賞　2020年1月15日
嚮陽会館・鯖江市 宮川正市
 （西藤節子　記）

KOUCHI高知一陽会

■活動の経過
■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
休止した。

■個人的活動
●第39回 高知県女流展（※昨年度追加報告）

3月9日〜17日　高知県立美術館（高知市）
審査員 大黒郁代

●第73回 高知県美術展覧会　10月19日〜27日
高知市文化プラザかるぽーと（高知市）
入選 安藤義孝
無鑑査 大黒郁代　末田光一
褒状 寺尾立子
 （末田光一　記）

AOMORI青森一陽会

◇4月
●中嶋 強作品展 深浦町美術館
◇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41回展

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66回青森美術会平和展

青森市民美術展示館（青森市）

TOCHIGI栃木グループ

■活動報告
●第23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
●創々展　5月20日〜25日　銀座 画廊るたん

 大谷良一　野澤宣夫
●第5回 ゲタ箱展　6月15日〜30日

栃木県 大田原芸術文化研究所 岡崎昭夫
●県内作家によるアートギャラリー展

7月25日〜28日　栃木県総合文化センター
 招待出品　岡崎昭夫

●第65回記念 一陽展　10月2日〜14日
国立新美術館 大谷良一　岡崎昭夫　野澤宣夫

●第73回 栃木県芸術祭美術展　10月5日〜15日
栃木県立美術館 審査員出品　岡崎昭夫

●第65回記念 一陽展 大阪巡回展
10月22日〜27日　大阪市立美術館 岡崎昭夫

●第65回記念 一陽展 金沢巡回展
11月21日〜25日　石川県立美術館 岡崎昭夫
 （岡崎昭夫　記）

YAMANASHI山梨グループ

■活動報告
●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
●第65回記念 一陽展　10月

会友推挙 渡邉一仁
●山梨県民文化祭　11月 三井正人　吉田光雄
●山梨の作家たち　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)

県内作家によるアートギャラリー展 （栃木グループ）

やまなし県民文化祭 一陽会所属メンバー （山梨グループ）
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2019年11月30日に第20回目の彫刻部研修会が開催されました。今年は講師と
して平塚市美術館館長代理土方明司先生をお招きして講演をしていただきました。

2019年4月20日〜6月9日に平塚市美術館で開催された「空間に線を引く―
彫刻とデッサン展―」という展覧会が彫刻部会員の中で大変評判になっておりま
した。内容は橋本平八から始まり、現代の彫刻家19人のデッサンとそれに関連す
る彫刻作品が展示され、彫刻家のデッサンの特質を浮かび上がらせるものでした。
今年の彫刻部研修会では展覧会を企画した土方先生に是非お願いしたいという複数の彫刻部会員からの要望があ
り、実現したかたちになりました。

講演内容は日本独自の写実表現とは何かというテーマで、明治から現代までの写実絵画を取り上げ考察して
いったものです。内容が絵画寄りだったせいか参加者29名中、絵画部運営委員・委員・会員の参加が9名ありまし
た。そのほか筑波大学、女子美術大学、武蔵野美術大学の学生、他の公募展の会員の参加もありました。以下は
講演の概要と感想です。

土方先生は、高橋由一や岸田劉生などいわゆる脂派と呼ばれ、黒田清輝らの外光派によって明治の美術史の隅
に追いやられてしまった写実絵画こそ日本的な真のリアリズムであると捉えていました。その特徴として、愚直な写
実で、真実を抉り出すもの、また中心も周辺もオールオーバーに描き切る手法等を挙げていました。その系譜をひく
画家として村山槐多、関根正二、現代では磯江毅、木下晋、水野暁等を取り上げ解説しました。講演を聞いて特に
印象に残ったところは、講演導入部分で、近代の彫刻家ヒルデブラントとロダン、対照的な二人を取り上げて論じた
ところでした。ヒルデブラントは全体の統制を重要視し絵画的なレリーフ表現を良しとしました。一方ロダンは部分部
分をすべて量の先端として捉え触覚性を重要視しました。そうすると高橋由一等日本的なリアリズム絵画は、部分も
大切に描き切っており触覚性が強いという事が言え、彫刻的なのかもしれないと親近感を抱いてしまいました。

研修会終了後、土方先生にはお忙しい中、彫刻部忘年会にも参加していただき、本音の会話をしていただきま
した。先生のお父様は高名な評論家で元
神奈川県近代美術館の館長をされていた
土方定一先生です。在職中は、彫刻家や
学芸員が定一先生のご自宅に、頻繁に集
まってはお酒を酌み交わしながら芸術論を
戦わせたそうです。また定一先生は、「学
芸員は芸術家に寄り添わなければいけな
い。」と口癖のように言われていたそうです。
明司先生も、美術館の机にしがみついてい
る学芸員に向かって、「展覧会を沢山見て
作家と交流するように」と勧めているとい
う話しをされていました。

彫刻部研修会報告

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

日時 2019年11月30日（土）14:00〜15:30
会場 国立新美術館3F研修室A・Bにて
講演 「写実の行方・明治から現代まで」
講師 平塚市美術館館長代理 武蔵野美術大学客員教授　土方明司氏

講師　土方明司氏

OKAYAMA岡山グループ

■活動報告
●陽のあたる岡 第9回展　5月14日〜19日

天神山文化プラザ 出品者13人
●陽のあたる岡小春日和展　12月3日〜8日

ギャラリー倉敷 出品者13人
●関西一陽展　3月19日〜24日　大阪市立美術館

 泉谷淑夫
●岡山県美術展　9月4日〜8日　岡山県立美術館

 泉谷淑夫
●池田20世紀美術館企画展

2019年10月17日〜2020年1月14日 泉谷淑夫
●第35回記念 個展　11月20日〜26日

横浜高島屋美術画廊 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
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抽象画を描き始めてから、かなりの
時間が経ちました。抽象画を描き始
めたのは、自分が表現したい形を自
由に描くことが出来る魅力からでした。
当時の自我の解放と云われること

に、新鮮さを感じたことでした。海外
からの作家の展覧会や画集など紹
介される作品に感銘をうけ、とりわけ
フォートリエ、タピエス、デ・クーニン
グ篠原有志男、白髪一雄の作品には、

今までの絵画には無い新しい感覚に驚き、めちゃくちゃ楽しく具象画には、
表現出来ないスタイルに感動した覚えがあります。
技術的な難しさや想像力の表現の仕方や考え方に難しいことがありま

したが、自分にとってワクワクする価値のあるものとして抽象画を捉えてい
ました。

「山かげ」
4号

「春の空」
3号 F

「春の日」
6号 F

「広場」
4号 F

第58回一陽展（2012）
「夏の花」

第65回記念一陽展（2019）
「空に遊ぶ」

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／2020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/

今、自然の中には思いもよらない感動が
あるので街をよく歩きます。
夏の公園の木の陰、色褪せた遊園地の

遊具、一瞬の夕焼け空、今はコンクリートの
柱に変わり果てましたが木の電信柱。この
電信柱には、やさしさがあります。小出樽
重、須田国太郎の作品には電信柱のある
風景画があります。喜びであり寂しさであ
り懐かしさありで幻想曲のようです。子供
頃の記憶が、思い起こされ、遠い世界の懐
かしさもあります。
私の抽象画に、このような感動の連続を、

どの様に語るのかが大切であり、これから
も人間の匂いのするような絵を描いていき
たいと思っています。

『日常のこと』	 高岡	徹　 Toru TAKAOKA




