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　美術館友の会は４月１７日（日）、平成２８年度総会を開きます。５年
目を迎える中村石浄会長の指導方針が次第に根を張り活発な事業展開
が各所にみられるようになりましたが、会員の総意でさらなる活動が
期待されています。
　友の会はこのところ美術館との連携強化に取り組んでいますが、今
年度も美術館の展示作品を勉強、理解して、会員も来観者に説明でき
るレベルまでできないか、などの案が出ています。美術に関する本の
読み合わせ会などをし、基礎知識を得たり具体的な作品の理解を深め
る狙いで、関心を集めています。　
　恒例の記念講演は松本城管理事務所長の大竹永明さんが「絵の見方
―いい絵を見分ける方法とは」の演題で行います。終了後の懇親会と
あわせ多くの会員の参加による活発な意見交換が期待されています。

あなたの一燈を　　
　　　　　　　　　　美術館友の会会長　中村石浄

　美術館を取り囲む木々も春の日ざしの中で日一日
と芽をふくらませています。漆黒の壁に映る枝影も

濃くなり春の訪れを告げています。
　松本の美術館は、市街地に在りながら恰も林の中に入ったような静
けさがあり、市民の憩いの場として、また心のよりどころとしてます
ます親しまれてきています。
　新年度を迎えて、友の会への新しいお仲間の入会をお誘いしていま
す。ぜひこの機会に皆さんの一燈を揚げて、交流の場が一層広がりま
すようご協力をお願いするところです。

■�講師　大竹永明氏（おおたけ　ながあき）
昭和３４年松本市生まれ　神奈川大学法学部卒業
昭和５７年松本市役所入所
平成１５～１９年松本市美術館学芸員
平成２１年～東御市梅野記念絵画館運営委員
松本城管理事務所長

ふと思ったこと
小川稔（松本市美術館館長）

　
　最近の美術館建築はどこ
でもモダンで真っ白な箱の
ようだ。何でも受け容れる
ことができる空っぽの器と
いうことなのだろう。だが
もうちょっと人間臭いもの

であってほしいと思う時もある。小さな、設
備の整わない美術館でも人は感動することが
あるだろう。
　それでは大事なのは美術作品か。それだけ
でもないだろう。現代の美術館を生き生きと
動かしているのは美術館の中にいて今を生き
る人間だ。それがなければ建物や高価な美術
品の意味は半分も生かされない。
　先日、鎌倉の神奈川県立近代美術館が閉館
した。最期の日、いつもは閑散としているこ
の老美術館の展示室は若者たちを含め多くの
観客で満ちていた。役割を終えたとはいえま
だ6５歳、日本で最初にできた近代美術館は人
の平均年齢にも達していないのだ。
　この「小さな箱」は歴史的建造物として保
存されるそうだが、その中で美術作品を見る
人々の姿をもう見ることができないと思うと
寂しさがこみ上げてくる。

 日　時 　平成28年4月17日（日）

 ところ 　松本市美術館　講座室

❶　総会　　午後1時30分～2時30分（予定）

❷　講演会　午後2時40分～3時40分（予定）

　　　講師　大竹永明（松本城管理事務所所長）

　　　演題　「絵の見方―いい絵を見分ける方法とは」

❸　懇親会　午後3時50分～　会場：講座室

平成28年度総会は4月17日（日）

多くの会員参加で活発な論議を！
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（このほか陶芸講座を予定しています）

　１２月１２日（土）美術館講座室において、ニューテラコッタ粘土を使った香炉作りを行いました。
参加者は、未就学児、小学生、大人と総勢２0人。みなさん2時間の間、もくもくと作業に取り組み、
オリジナリティ溢れる素敵な香炉を完成させました。香炉作りは一昨年の会員展に、ニューテラ
コッタの揺らぎ灯を展示したところ、作品を見ていた方が「これで香炉を作ったら素敵ね。」の一
言がヒントになりました。陶器の香炉のイメージから脱却し、鳥、猫、ペンギンや蓋付きのもの、オブジェなど各々の才能
溢れる作品を1月の友の会展に展示することができ、大好評だったことは担当者として嬉しい限りであり、次回のクリスマ
スワークショップへの参加もよろしくお願いします。
引き続きクリスマスパーティ　できるだけ多くの友人を誘っていただきたいと予め、理事にお願いをしておいたお陰で大
盛況となりました。初めてパーティに参加された方々には、知人のいるテーブルにご案内するとともに、なるべく会員か
ら話し掛けて頂くよう心掛けました。寒い冬の夜長を軽快なJazzのリズムが流れ、各テーブルに並んだ食べきれないほど
の料理を囲み、話に花が咲く様子があちこちで見られました。そして心地良いJazzのリズムが最高潮に達した時、踊り出
す人々。毎年一年を締めくくるクリスマスパーティに、「ダンスが踊れたらどんなに楽しいだろう。」と密かに思う私!香炉
作りも会員さんのアイデアから出たように、「ダンス講師求む。」と「会員さんの中からどなたか手を挙げて欲しい。」と
本気で思う今日この頃です。� （理事・山越　久美子）

　美術館友の会会員交流会が、1月１７日美術館に程近い
「燦祥館」で開催され、４0名ほどが参加いたしました。
　アトラクションの二胡の演奏で始まり、お料理を頂き
ながら歓談。またゲームもあって大変盛り上がりました。
　周世辛さんによる二胡の演奏は、哀愁を感じさせる独
特の音色で会場は静まり、聴き入っていました。二胡の
生演奏は初めてという方もいて私もその一人でした。ま
た、大皿の料理が次々とテーブルに並ぶので食事と歓談
双方に大忙しでした。程よく満腹になったところでビン
ゴゲームが始まり、当たった方は拍手の中を満面の笑み
で景品をもらい、外れた方にも残念賞があり、全員に福
がもたらされた交流会でした。� （理事・小原美苗）

ワーク
ショップ

クリスマスワークショップで香炉

ゲームなどで会員交流会 28年度友の会ワークショップの予定

デッサン会…………………………４月２３日(土)
絵はがき……………………………４月２４日(日)
デッサン会…………………………５月２２日(日）
絵本をつくろう……………………６月１２日(日）
夕涼み会……………………………７月９日(土）
デッサン会…………………………７月１０日(日)
書であそぶ…………………………７月２４日(日)
デッサン会…………………………８月２７日(土)
デッサン会…………………………８月２８日(日）
絵本をつくろう……………………１０月１６日(日)
デッサン会…………………………１０月３０日(日)
年賀状をつくろう…………………１１月２７日(日)
デッサン会…………………………１２月４日(日)
クリスマスワークショップ………１２月１１日(日)

　完成した香炉
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篆書の面白さにひかれ　池口聖一さん

　今回出品させて頂いたのは、篆書です。普段、書道展
には隷書を出していますが、篆字の形そのものの面白さ
や、作品を見たときのパズルのような面白さにひかれて、
年に一度は篆書にチャレンジしています。
　今回の小作品は、お世話になっている欅の森書道教室
の樋口玄山先生のご指導により書いたもので、蘇東坡の
詩の一節「世間是非憂楽本来空」です。波乱の人生を送
り、心の拠り所を神道、仏教に求めたという彼にこそふ
さわしい達観した言葉です。「赤壁賦」を作った著名な
詩人とは知っていましたが、書家としても有名で代表作
に「黄州寒食詩巻」というものがあるとは不勉強にも今
回初めて知りました。多くの書家が絶賛するその書の写
真をみましたが、未熟な私にはその良さがわかりません。
私の書道の道はまだまだ先が長くはてしないですが、一
歩一歩楽しみながら続けていきたいと思っています。

生命力感じる縄文土器　馬場雄治さん

　１５年ほど前に、あがたの森公民館でスケッチの講座に
参加したのが絵を描き始めたきっかけです。その講座の
締めくくりに、美ヶ原台上で仲間の皆さんとスケッチし
たのが楽しい思い出です。
　しばらく絵筆から遠ざかっていましたが、2年ほど前
から以前と同じ先生の講座に入り、指導を受けています。
　今回の作品は「縄文風土器」です。縄文土器に、生命
力や洗練されたデザイン性を感じ、その風合いを表現し
たいと思いましたので、あえて色彩を施さずモノクロで
仕上げました。
　現在は主に水彩で静物や風景を描いていますが、将来
的には油絵にも挑戦してみたいと思っています。

松本の思い出いっぱい　増田登志子さん

　松本市に生まれ佐久に住んで５0年。三才山トンネル
を越えて前方に北アルプスの山々が見えると心がおど
ります。
　松本市美術館友の会の１0周年記念展にお伺いした際、
会員が扮する七福神とプロのチンドン屋の練り歩き、
大凧に描かれた龍の雄姿、書家による書のライブなど
の熱気に圧倒されました。
　松本の思い出は尽きませんが、その一つは実家の庭
に柿の木があり、晩秋には軒下に沢山の干し柿が吊る
されました。柿にはふるさとにつながる特別な思いが

　作品の横の馬場さん

　面白い篆書　池口聖一さん

今年の友の会展

作者と作品紹介
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あり、今回の友の
会展に出品させて
いただきました。
　二つ目は、高校
時代の美術の鳥羽
宗雄先生。石膏デッ
サンが中心の授業
で、その頃は苦手
でしたが、今になっ
て基礎を教えてい
ただいたことが実
感されます。
　三つめは、高校の同窓会長の岩崎文江先生。卒業式
でつばの広い帽子をかぶりモダンな装いでさっそうと
壇上に進み「皆さん、健康に留意してそれぞれの道で
ご活躍ください」と言われましたが、あとでいわさき
ちひろのお母様と知りました。
　松本市美術館友の会の皆さま方とは、故郷松本の文
化や芸術の深さを改めて感じ、また、日々の制作の意
欲を高めるエネルギーをいただく場として、これから
も親しく交流させていただきたいと思います。

狙いはビジュアル俳句　高橋昭一さん

　友の会展に新ジャンル誕生を予感させるような一角が
あった。俳画作品の横に並んだ高橋昭一さんの写真「少
女」。少女が微笑むモノクロ写真作品の中に「モノクロー
ムの少女微笑む寒椿」の自作の俳句が入っている。
　高橋さんが写真を始めたのは大学のクラブ活動とい
うから超ベテラン。俳句は2～３年前のシニア大学か
らで日が浅い。信濃毎日新聞などに出るフォト俳句は
写真と俳句の関係を微妙にさせているが、高橋さんは
補完し合うビジュアル俳句を狙うという。シニア大学
卒業後も仲間と腕を磨き合っている。

目を引いた大家の作品
　日曜画家などアマチュアが主体の友の会展で書道コーナー
には毎回、絵画ファンなどの一般の人にはあまり名前を知ら
れていない作家の風格ある作品が陳列され足を止める人が多
い。
　松本市出身の書家上條信山の流れを受ける書家会（本部・
東京）の市澤静山理事長、田中節山会長、内藤望山・虎井晩
鍾両副理事長らの作品。日展や県展の審査員などを務めるい
ずれも書道界の重鎮だ。地元の大澤逸山、中村茂子さんなど
の作品とともに会場の雰囲気を引き締めている。
　もちろん大御所たちはいずれも友の会会員。上條信山の常
設コーナーを持つ美術館という関係もあり会員となり、積極
的に作品を出しているという。当会は全国的にも珍しい大物
会員を多数擁する会だ。 　書道コーナーに並んだ田中さんらの作品

　俳句を入れた作品と高橋さん

　松本の思い出を　　増田さん
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■�所蔵作品数と内容
　当館では、現在３２２
点の上條信山作品を
所蔵しています。
　制作年齢別にみる
と、２0～５0代２８点、
60代３３点、７0代6８点、
８0代２７点となります。
（＊）�最も多い７0代は、
毎年海外展に出品したり、日
本民俗資料館（現松本市立博
物館）で個展を開催し、生涯
における代表作が多数生まれ
た年代でした。
　書体でみれば、若い頃は楷
書・行書・隷書による多字数

作品が多く、５0代から大字作品が増え、60代以降は古代
文字の篆書を用いた大作にも挑んでいます。
＊制作年不詳と拓本を除く

■�「信山流」とは
　上條信山のスピード感ある線や造形表現は、よく「信
山流」とか「信山バリ」と呼ばれます。それは、素早い
動作で“逆入平出（逆筆とも）”といわれる筆法で書き上
げる比類ない書風のことです。
　信山流が生まれる背景は、師・宮島詠士の存在なくし

て語ることはできません。詠士は、中国清朝の
書家・文学家の張廉卿からつながる書法と書的
精神を信山に伝えました。継承した信山は、徹
底した古典学習を礎に現代に見合う芸術として
の書を探求し、独自の書風を築きました。

■�日本の書道界と信山
　書道界へのデビューは早い方ではありません
でした。師・詠士の没後から展覧会へ出品し始め、
日展初入選は４２歳。独特な書風は注目を集め、
みるみる頭角をあらわします。6２歳で日展内閣総
理大臣賞、７１歳の時に日本芸術院賞を受賞。日
展常任理事のほか、読売書法会や謙慎書道会で
重責を担いました。また、日本を代表する書家
が選ばれる「現代書道二十人展」に60代から亡

くなる８９歳まで連続出品しています。

■�書教育の功績
　信山の重要な経歴として、書教育の再建が挙げられま
す。
　戦後、GHQ（連合国軍総司令部）の厳しい指導により、
小学校毛筆習字が全廃となりました。その時、書道界を
挙げて復活へ向けた動きが起こります。その中心的役割
を担ったのが上條信山です。当時、高校教諭だった信山は、

《遊月》1982年

《堅勁》1969年
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　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。3回目は開催中の「トリプル
アタック」展にあわせ松本市出身の上條信山です。

美術館検定❸
上條信山　　
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フランスへ研修・作品に 　　岡野　久　

楽しんでる ・ がんばってるね！会員さん

�今春の友の会展に「パリ
の街角で」という作品が出
品された。身近な風景、日
常生活のシーンを描いた作
品が多い中でパリが登場し
た背景を作者の岡野久さん
に寄稿してもらった。

　私が絵を描き始めた
のは、老後足腰が弱っ
たら絵が良いと誘われ
たからです。それから
２0余年、絵もろくに描けないのにフランスの研修会に４回も参加しま
した。毎日民宿のような宿泊先から絵の道具を持って先生の家へ行き、
外で写生して、夕方先生にみてもらう生活ですが、街中でキャンパス
を広げて描いていると通行人が絵をみていろいろしゃべっていく。日
本と同じように老人が多く厳しい批評などしていたかも知れませんが、
言葉がわからず幸いでした。
　1回、３週間の滞在で高名な先生でしたが2、３年前に亡くなられ
ました。色の使い方、遠近、全体のバランスなどについて厳しく、ま
た褒めてもらいいくらか描けるようになりました。1日1枚描くように
いわれ、半強制的だったが、描けば描くほど上達もしました。
　先生の家の前の子供と親しくなりよく遊んだり今振り返ると無茶苦
茶でしたが懐かしく思い出します。最終日にパリ見物をし、街角風景
に出合いスケッチしたのが出品作品で、思い出多い絵です。
　会員展は絵だけでなく書道、彫刻、陶芸などがあり、無審査なので
２00点くらいの出展があればいいなーと思っています。�

春の研修旅行
　恒例の春の研修旅行を下記の通り行います。日帰りで
河口湖方面の美術館などを巡ります。薫風香る爽やかな
季節に楽しい一日を過ごしましょう。
　詳細は同封の「お知らせ」のチラシをご覧ください。
　多くの会員のご参加をお待ちしています。
　●日時………平成２８年５月8日（日）
　●目的地……河口湖方面

　友の会展の「パリの街角で」と岡野さん

文部省教育課程審議会委員の任命を受
けました。教育学、心理学ほか各分野の
専門家と討議を重ねて公正な理論と指導
内容の体系化をはかり、廃止から４年後
に国語科の中に毛筆習字が組み入れられ
たのでした。
　その後も、書教育に関する講演・講座
を多数行ったり指導書を著すなど、作家
であると同時に教育者としての姿勢を終
生貫きました。

■「書」を展示する美術館
　全国には「書」に特化した美術館・博
物館はありますが、当館のように洋画や
現代美術と同等に常時展示しているとこ
ろは珍しいかもしれません。館内の様子
を見ていますと、欧米からの来館者が興
味深そうに信山作品に見入る光景もうか
がえます。東洋文化の発展の上にある
「書」が、原始的エネルギー溢れる草間
彌生芸術と同施設内で体感できるのも松
本市美術館ならではの特色だと考えま
す。

《光》1984年
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編集部から　　
「会報パレット」の感想・ご意見をお
寄せください。
投稿やスナップ写真なども随時お
受けしております。

松本市美術館 友の会 会報
                  Vol.30
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　友の会作品展の一角に数点の木彫
作品が並んだ。昨年2月、８５歳で亡く
なった山内房江さんを偲び親しかっ
た森川理事が所有する山内さんの作
品を披露した。
　山内さんは名古屋の出身で安曇野

に移住。友の会の発足当時からの会員で第1回展から
出品している。きゃしゃな体つき、絶やさぬ笑顔に反
して堅い木を使った大きな作品は、毎回会員や見る人
を驚かせてきた。
　森川さんとはその第1回展からお互いの作品や人柄
を通して即座に「友達になった」という劇的な出会い。
「作品はたくましく人柄は可憐、清楚、かわいい」と森
川さん。互いに泊まり行ったり山内さんの材料にする
木を高山に見に行くなど交流を深めていった。
　所属する現展でも多くの賞を受け、友の会理事会に
も欠かさず出席するなど幅広く活動していただけに懐
かしむ人が多い。

　松本市出身の日本画家、西郷孤月
（１８７３～１９１２年）の顕彰に尽力した吉
野俊さん（松本市）が1月３日亡くなっ
た。
　飯田市出身の吉野さん＝南信ヤクル
ト販売会長＝が、作品以外に手がかり

となる遺品がなく埋もれていた孤月の発掘研究などの
ため孤月会を結成したのは１９９３年。以来2か月に一度
松本館を会場に例会を開き作品鑑賞、講演などの活動
をしてきた。例会は百回を超している。「藤森成吉の前
に孤月なく、あとに孤月なし」と言われる作家藤森の
名著『知られざる鬼才天才』と並ぶ功績者と評価する
人が多い。
　昨秋、美術館で開催された「橋本雅邦と幻の四天王」
展では、友の会会員としての吉野さんに「パレット」
への執筆をお願いした。一度は引き受けて下さったが、
体調不良で結局実現しなかったのは友の会はもちろん
吉野さんにとっても心残りだったのではないか。

会員追悼

山内　房江さん 吉野　俊さん
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◇「芸術の正月」。美術館はことし１月３日に臨時開館し、中信
美術展のオープンとあわせコレクション展示など全館無料と
なって多くの人でにぎわいました。これまでは条例上からも
４日からの開館でしたが中信美術展が新春開催に移ったこと
などによる措置です。安曇野市の渡部力也さんのギターで「美
術館のニューイヤーコンサート」も行われ、格調高い正月に
みんな満足気でした。来年も行う計画ということですが、今
から来年のことでは鬼に笑われる？

◇４月３日までの日程で美術館所蔵の上條信山（書）、田村一男
（洋画）、池上百竹亭（文芸美術資料）の作品を展示する「ト
リプルアタック〜コレクションとの新たな出会い」が開かれ
ています。３階にあるそれぞれの記念室で常設展示している
ものを一堂に集めて紹介するものです。ちょうど今会報の美
術館検定も上條信山。会報片手での鑑賞をお薦めします。　

（理事・黒田重夫）

　会員の訃報が続きました。今年の友の会展に元気な顔を見せられた鳥羽賢郎さんなど、会員と親しく交流された方です。
編集部で山内さんと、吉野さんを取り上げさせていただきました。
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