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　美術館友の会の平成２８年度（第１４回）総会が４月１７日、
同美術館で会員約４５人が参加して開かれ、本年度の事業
計画や予算などを決めました。中村石浄会長や来賓から
は友の会と美術館が「車の両輪」で館の事業を盛り上げ
活性化する重要性を指摘する声が出されました。
　中村会長は挨拶で「友の会は発足から１４年たった。松
本市民のため潤滑油になればと思っている。美術館との
つながりを大切にしていきたい。特に美術館の展覧会は
大勢の人に観てもらいたい。口コミが効果的だと思う。
この総会を機にねじを巻きなおしたい」と訴えました。
　また来賓の赤羽郁夫教育長、小川稔館長も「館の敷居
を低くし足しげく通えるように」「関係を密に」などと話
しました。
　役員改選では４人の理事が退任、新しく▽上條哲山▽
鈴木清登の２氏が就任しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　（理事・上條恵香）

  総会恒例の講演会は、美術史家の大竹永
明さんが「いい絵を見分ける方法とは」
と題して話しました。恩師から学んだこ
と、自身の経験で得たことなど幅広い知
識を披露。実際に絵を比較しながら話す
など「わかりやすかった」と好評でした。

平成28年度総会

友の会・美術館 車の両輪で
記念講演は大竹さん

　美術館友の会や松本地区美術界の発展に大きく貢献
していただいた会員の訃報が相次いで届きました。
　先輩方の志をついで精進を誓い心より哀悼の意を表したい
と思います。

相澤英伸さん
（平成２８年5月8日　ご逝去）

　相澤さんは友の会設立当初から理事や監
事として会の発展に大きく寄与されてきま
した。総会ではたびたび議長を務められ、

ユーモアのある司会でスムーズな運営をされていた姿が印象
的でした。
　またさまざまな行事にも積極的に参加し、楽しい会話で場
を盛り上げてくださいました。会報パレットにも研修旅行で
の愉快な川柳を披露し楽しませてくださり、本当にありがと
うございました。

林　宣孝さん
（平成２８年5月２0日　ご逝去）

　林さんは陶芸家として、また信州美術会
や中信美術会の役員をされるなど中信地区
の美術界に大きく貢献されました。また早

くから友の会の理事として尽力され、特にワークショップの
陶芸教室を長く担当され、美術の先生だったこともあり、初
心者にも分かりやすく、親切に指導して下さり、陶芸の楽し
さを教えてくださいました。
　周りの人を包み込む穏やかな笑顔や話し方が皆さんの心に
残っています。

訃報
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　今年の友の会秋の研修旅行は9月24日（土）、25日（日）
の両日、栃木県益子方面に決まりました。益子焼の作品
を展示する美術館などを見学する予定です。詳しくは後
日送付するチラシをご覧のうえ、ぜひご参加ください。

秋の研修旅行は9月24〜25日

　６月１２日（日）、子供２0人、大人２２人の合計４２人が参加
して行いました。
　中村会長の挨拶のあと小松理事から「自分の想像力、
また創造力を絵や文に表現していくことが大切」との話
を聞き絵本講座を開始、１歳児から高齢者までの会場は
熱気でいっぱいになりました。
　3人のスタッフは初参加の子供や大人の方が取り組み
やすいように各テーブルを忙しく回りアドバイス。小さ
い子供はなぐりがきや足型手形を押したり母親持参の写
真に絵を添えて成長記録にするなどそれぞれユニークな
作品作りに興じていました。
　今回は特に、４人の大人が習字、切り紙、折紙、花づ
くり、俳句など自分の特技をとりいれて制作に参加。孫
が書いたお話を絵本にして記念に残したいと、初めて絵
筆を持ったおばあちゃんも絵を描き始めすっかりその面
白さの虜になったようでした。
　できたところまでを二人のお父さんも交えて発表しあ
い、次回や作品展につながった素晴らしい仲間のまとめ
会ができました。美術館や友の会を知らなかった参加者
に知ってもらっただけでも大きな収穫でした。「楽しかっ
た！」という子供達の声がなによりの励ましとなりまし
た。　 （理事・　祖父江　律子）

　新年度を迎え早々の４月２４日（日）、昨年度に引き続き
２度目の絵はがき講座が開催されました。１１名の参加者
が、それぞれの庭に咲いた草花を持ち寄り、お気に入り
の花を描きましたが、水をたっぷり使いにじみを生かし
た水彩画法で、思わぬ色彩表現ができ歓声をあげました。
仕上がった絵はがきを額縁に入れて鑑賞し、大満足の皆
さんでした。 　（理事・小松宏江）

絵本づくり人気　子供や大人 42人が参加 草花の絵はがき講座

ワークショップ

7月〜10月　友の会ワークショップの予定
 人物デッサン会 　２０名
　①７月１０日（日）９：３０～１６：３０
　②１０月３０日（日）９：３０～１６：３０
　会費　１５００円（一般２０００円）　半日７００円（一般１０００円）
 書で遊ぶ 　２０組
　７月２４日（日）１３：００～１６：００
　会費　５００円（一般６００円）
 陶芸講座「野花にあそぶ」① 　１２名
　①８月２６日（金）１３：００～１７：００
　②９月９日（金）１３：００～１７：００
　③９月１６日（金）１３：００～１７：００
　④９月３０日（金）１３：００～１７：００
　会費　４回で１５００円　（一般２０００円）
　　　　初回、受付に納入して下さい
 裸婦デッサン会 　２０名（松本市芸術文化祭実行委員会共催）　
　８月２７・２８日（土・日）９：３０～１６：３０
　会費、１５００円（一般２０００円）　半日７００円（一般１０００円）　
 絵本をつくろう ② 　２０組
　１０月１６日（日）９：３０～１２：００
　会費、５００円

ワークショップの
参加お申し込みは、
美術館事務局へ
TEL ３９−７４００
FAX ３９−３４００

　でき上がった絵本を手にする参加者
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　次は与勇輝館。木綿の着物で表情豊かな子供達が懐
かしい時代に連れて行ってくれました。
　「音」は河口湖オルゴールの森美術館。世界的に希少
なコレクションを楽しみました。
　「味」は差し入れのよろくまんじゅうとほうとうで体
の芯までほっこりの旅でした。

■ 音楽の庭園美術館 上條善清さん
　昨年もこの研修ツアーに妻と参加させていただきま
したが、動機はジビエ料理のフレンチレストラン・エ

スポワールがコースに入って
いたことからでした。今年は
昨年の研修ツアーが楽しく、
知り合いもできましたので、
是非、参加したいと思ってい
ました。
　天気は「五月晴れ」。研修ツ
アーには、最高の日和です。
韮崎を過ぎるころ雪を戴いた
富士山が正面に見え、皆さん
嬉しそう。まず寄ったのが「久
保田一竹美術館」。着物が一枚

のキャンパスのようです。日本の四季風景のアート作
品、しかも絞り染めです。本当に美しい。
　そして昼食です。山梨と言えばやはり「ほうとう」
ですね。腹いっぱいいただきました。次は「河口湖ミュー
ズ館・ 与

あたえ

 勇
ゆう

輝
き

館」。木綿の布を素材にした着物の子供
たちなど温かみのある人形は独特の世界観がありまし
た。
　最後に「河口湖オルゴールの森」。アンティークオル
ゴールなどを集めた音楽の庭園美術館です。今年も楽
しい時間を作っていただきました。役員の方、来年も
良い企画をお願いします。

■ 着物に圧倒される 百瀬　武さん
　5月8日、よい天気に恵まれ河口湖周辺の3つの美術
館、博物館に行った。久保田一竹美術館に展示された
辻ヶ花染めの着物は、風景の連作で3４着に圧倒された。
着物、建物、調度品にそれぞれの主張があって強い印象
を受けた。名物ほうとうをいただき、与勇輝館に入る。
こどもを中心にした創作人形は、静かな表情で見る者の
時間を過去へと向かわせ、また、オルゴール館ではヨー
ロッパの音を聴かせてくれた。帰りの車中では、3つの
館の共通点として、つくる人の精巧なる手しごとである
ことを確認した。
　中村会長からは「参
加者の皆さんが日常に
戻った時、身辺の品々
への『用の美』を評価
され、使いこなすことへ
のこだわりを持って下
さい」とお話があり、有
意義な研修会となった。
研修スタッフの皆さん、
ありがとうございまし
た。

■ 富士山に迎えられ 矢花　明美さん
　連休の強風が、まるで嘘のように無風で快晴の5月8
日、松本市美術館友の会・春の研修ツアーは富士山麓
の河口湖畔での美・音・味を楽しむ旅でした。富士山は
満面の微笑みで両手を広げ迎えてくれ、雲一つない雄
大な姿に感動の連続でした。まずは「美」。久保田一竹
美術館のＤＶＤを車中で見て予習をしました。辻ヶ花染
めは一竹が２0歳で出会って魅了され、赤貧・苦難・失
敗の末、60歳の時完成を成し遂げたとのこと。細かい手
作業が作り出す見事な着物が何枚も並び一枚の絵と
なっていました。

5月8日春の研修旅行 河口湖周辺
美・音・味を愉しむ

　参加者の記念撮影（久保田一竹美術館で）
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山の日 　　　　 制定記念で
「遥かなる山 ― 発見された風景美」展 松本市美術館

8月11日

会　期／2016年7月16日（土）～9月4日（日）
※作品保護のため、会期中に展示替えがあります。
前期展示：7月16日（土）～8月7日（日）
後期展示：8月9日（火）～9月4日（日）
休館日／7月19日（火）・25日（月）
※8月8日（月）は展示替えのため、本展覧会のみ閉室。

　明治から昭和前期にかけ、雄大な山容、天空の里を描いた画家４6人の１２0
点を紹介します。
　近代日本において風景画が成立する明治後期、新しい自然美が一部の人々
によって発見され始めました。それは従来ほとんど未知の世界だった高山
の美、日本アルプスの3000m諸峰の荘厳な風景です。
　明治3８年創立の山岳会（のちの日本山岳会）に所属した高島北海、丸山
晩霞、大下藤次郎、中村清太郎、石崎光瑤、茨木猪之吉、山元春挙、石井
鶴三、足立源一郎や文展審査員として活躍した吉田博ら山に憑かれた画家
たちは、自ら困難な登山を敢行して山岳美を描きとめました。その作品は、
今なお褪せることのないみずみずしい感動を伝えてきます。大正から昭和
にかけて観光ブームが到来すると、実景から離れた主観的な作品も生まれ
ました。
　本展では、いつの時代も人々を惹きつけてやまない山の魅力の原点を、
絵画の世界から振り返ります。

　近代登山の黎明期は、
明治２１年（１８８８年）イギ
リ ス 人 宣 教 師 ウ ォ ル
ター・ウェストンの来日
によると言われています。
　大阪生まれの私は、父
の影響がきっかけで学生
時代からここ信州の山を
登るようになりました。

同時に美術を志し表現の対象の多く
を山が占めるようにもなり、とうと
う日本の屋根の玄関口、岳都松本に
転居し、２00８年から日本山岳画協会
にも入りました。
　今は登山道や山小屋もよく整備さ
れ、また、装備なども私が登山を始
めた４0数年前に比べると格段の差が
あります。それでも山中で絵を描く
となると結構な苦労です。
　今回の展覧会に出展される作品の
一つ、大下藤次郎の「穂高山の麓」
の発表が１９0７年ですから１00年以上前
の事です。山を表現の対象とし、そ
のため山に分け入って描いた苦労を
思い起こすと、並大抵の事ではない
と今更ながら感心させられます。往
時活躍した画家達の作品群を一堂に
集めた展覧会の開催を心待ちにして
います。　　 　（理事）

展覧会に期待� 千葉　潔

大下藤次郎
《穂高山の麓》
明治40年（1907）	
東京国立近代美術館蔵
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　「池上百竹亭コレクション」とは、松本市の文人・
池上喜作／百竹亭（１８９0～１９７８）が生涯にわたっ
て蒐集した近代文芸関係を中心とする２00点余の資
料の総称です。喜作の没後、蔵書、茶室とともに遺
族によって松本市に寄贈されました。
　池上喜作は、明治２3年、市内有数の富裕な商家、
重要美術品指定の古筆手鑑『兎玉集』や、法隆寺
百万塔などを保有するような文
化を尊ぶ気風のある家、環境に
生まれ育ちました。弟には、東
京大学教授で「池上哲学」を
構築したといわれる池上鎌三

（１９00～１９５6）、同じく東京大学
を卒業し、国会議員等の公職を
歴 任 し た 池 上 隆 祐（１９06～
１９８6）がいます。

　早いうちから俳句短歌を知り
正岡子規の俳句・短歌革新運
動に心惹かれます。当時の松本
は、子規庵句会で活躍した矢ヶ
崎奇峰、同じく子規の門下上原
三川らが『は きゝ木』を刊行し、
長野県における俳句革新の拠点

となっていた時代でした。家業を継ぎ、精
進する喜作ですが、子規文学への深い関心
も断ちがたく、俳壇への投稿などは続けて
いました。子規の模写した「藤娘」の絵と
題詠を入手したことをきっかけに本格的な
文芸資料の蒐集がはじまります。子規文学
と交渉をもつ美術家との文通交際を深める
なかで、筆跡作品及び美術工芸品等、コレ
クションが形成されていきました。また民俗
学への関心や民藝運動との出会いにより、
さらに蒐集の範囲も広がります。

　コレクションは、「文芸資料」「絵画」「工芸」
とに分類できます。中核をなすものは、正岡子規
とその門人に関連する俳句・短歌等「文芸」資料。
子規の他、高浜虚子・河東碧梧桐・内藤鳴雪・
岡麓・香取秀真・伊藤左千夫・斎藤茂吉・島木
赤彦ら、地元では、矢ヶ崎奇峰・上原三川・胡
桃沢勘内らの作品資料です。「絵画」では、蒐集
のきっかけとなった平福百穂をはじめ、武井真
澂・森田恒友・小川千甕・石井柏亭・橋浦泰雄
らの作品、「工芸」では、香取秀真、黒田辰秋、
民藝運動に関わる作家・濱田庄司や柳宗悦の作
品があり、その他に、民俗学者・柳田国男や折
口信夫の作品も収められています。
　これらはいわゆる「素封家の金に飽かせた蒐
集」ではなく、喜作が交友していた多くの文人と
の温もりを感じさせるようなもので、それぞれに
は独特の拵えや仕立てが施されており、思い入
れの深さをうかがうことができます。

子規文学に関心

温もりを感じさせる蒐集

正岡子規　《子規居士模古絵題詠（「藤娘ほか」
図）》明治35（1902)年

親
し
も
う

知
ろ
う

も
っ
と

美
術
館
検
定

　友の会会員がまず美術館のことを知り、市民に
広げようという美術館検定。4回目は「池上百竹
亭コレクション」です。

池上百竹亭コレクション
池上喜作の功績
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陶芸講座「野花とあそぶ」を楽しみましょう 　松村　栄美さん　
　横長の花入れに晩秋のバラ
の実をたくさん活けてみたら、
まるで音符が躍るようで楽し
いことでした。安曇野の田園
地帯に生活していると、花が
咲く時期ばかりでなく思わぬ

時に思わぬ姿の植物に出合うことがあります。「あ
の器にこんなふうに活けてみようかな？」と思いを
巡らし、野花とあそぶ楽しいひと時となります。

　空に浮かぶ雲や大地の連なりは花入れ制作への
ヒントになります。忙しい日常ですが、ちょっと足
を止め心を静かにしてみれば自然が教え育んでくれ
ることの多さに今更のように気付かされます。
　今年、8月末～9月末まで、計４回の陶芸講座に
携わらせてもらうことになりました。ご一緒に、自
作の器で身近にある野花とあそぶ時間を楽しみま
しょう。

アジサイとお店	　こばやし画材　小林　尚文さん
　２７年前に店舗を増築した際、お客様からアジサイ
を一株いただきました。片手に乗るくらい小さかっ
たアジサイは、いまや大人の背丈を上回るまで大き
くなり、初夏になると紫色の美しい花を咲かせてい
ます。
　思えば私たちの店も、最初はとても小さな店舗で
した。１９７3年に自宅の一隅で、わずかな枚数の額縁
を売り始めました。それまでは自宅の奥の工場で木
彫の額縁を作り、それを業者に卸し売りをしていま
した。その額縁を自分たちでも販売してみたらどう
だろうと、ふと思ったことがきっかけです。
　次第にお客様も増え、そうしたお客様からのリク
エストで、絵具などの画材を入れるようになり、徐々
に取り扱う商品が増えていきました。そうしたこと
を思い返すと、アジサイが陽光と水によって成長し
たように、私たちの店も人との縁によって育てられ
てきたのだと痛感します。これからも微力ながら、

ここ信州の美術を愛する人たちの力になれるよう、
日々精進していきたいと思います。

会員さんの顔・顔・顔

　小林尚文さんと奥さんの幸子さん

　絵画や陶芸、書道、写真などに趣味として、プロなど本格的な創作を目指して
取り組む会員がたくさんいます。また作品の蒐集や鑑賞という人、長くからの会
員、新人さんもいます。そうした会員さんを紹介していきます。自薦、他薦も歓迎、
理解を深め絆を強くしましょう。
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　私は絵画クラブで油絵を描き
始めて１0数年になります。新年
の会員作品展に出品し、受付当
番や懇親会での交流を楽しみま
した。また、昨年は佐久市立近
代美術館の友の会の皆さんと歓
談などして楽しく過ごしまし
た。今回、理事に推薦され友の
会の活動により深くかかわるこ

とになり、これを機会に少しずついろんな美術の活動
に参加し、勉強していければと思っています。そして
松本市美術館の美術の輪が広がればいいなと思います。

　初めまして！　私（信山先
生が創立された）書象会に所
属して長く書道をやっていま
す。
　友の会会員作品展には出品
を続けてきましたが、会の活
動内容を良く知らないまま、
４月から理事をお引き受けま
した。名簿によると私１人が

会 ア カ ト員 ラ
ル 　新理事、美術館副館長紹介

塩尻市在住ですが、近年楽しんでいることは、書道と
写真と孫の成長、そして毎夜飲む酒です。
　力不足ではありますが、私も（中村会長のご挨拶の）
花無心招蝶　蝶無心尋花といった、美術館・友の会・
市民の皆さんの関係を目指してみたいと思っています。
どうぞ宜しくお願い致します！

　このたびの異動で、松本市美
術館の副館長を命じられまし
た。正直、その責任の重大さに
身の引き締まる思いです。
　さて、当館は間もなく開館１５
周年という節目の年を迎えま
す。着任してわずかですが、こ
の緑豊かな環境や地方公設美術
館として蓄積した個性は、美術

館友の会をはじめ大勢の皆様の支えによって守られて
いることを実感しているところです。
　当館職員は一致団結して美術館発展のため、さらに
専心努力いたす所存です。会員の皆様におかれまして
は、引き続き、ご支援とご鞭撻を賜りますよう何卒よ
ろしくお願い申しあげます。
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◇　松本市出身で市美術館にも多くの収蔵作品のある草間
彌生さんが米誌タイムスが発表した「世界で最も影響力
のある100人」に選ばれた。アウン・サン・スーチー、
ヒラリー、トランプ氏などニュースに欠かせない人たち
と並ぶ旧聞だが色あせない快挙！
◇　友の会の入会案内がこのほど、新しくなりました。こ
れまでのパンフレットは友の会発足当初からのもので、
14年間愛用されてきました。今回も友の会の魅力をア
ピールする創作へのチャレンジ、会員同士の交流の写真
を載せました。新しいパンフレットを大いに活用し、会
員の獲得に力を入れましょう。	 （理事・黒田重夫）

鈴木　清登

清澤　秀幸
松本市美術館　副館長

上條　哲山
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