
　友の会恒例の秋の研修旅行が9月24、25の両日、会員ら約40人
が参加して益子焼の栃木県益子や日光などを巡るコースで行われまし
た。
　今回のテーマは、研修部のアイデアで陶芸の「土」、大谷石の「石」、
華厳の滝の「水」、さらに世界遺産・日光東照宮など建造物を含む「木」。
いずれも豊かな自然、長い地球の歴史が産み出した造形の中に全身を
ひたしながら鑑賞し味わい、英気を養うぜい沢な研修となりました。
　特に益子では第1回重要無形文化財技術保持者「人間国宝」となっ
た濱田庄司が集めた陶磁器、漆器、木工などの工芸品を展示した「濱
田庄司記念参考館」や窯元共販センターなどで陶器三昧となりました。
　このほか日光の社寺群は改修工事中のものも多かったが支障なく見
て回り、夕食は談笑やカラオケで盛り上がる忘れ得ぬ2日間となりま
した。

秋の研修旅行、益子町などへ
「土、石、水、木」をテーマに

①日光社寺群を廻る会員たち
②2万平方㍍の地下空間の広がる大谷資料館
③カラオケや談笑を楽しんだ夕食会

③

②

①
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　最終回、皆さんは秋の野花を手に手に集まり、出来た
ての器に花を活けたり眺めたり、珍しい花の話に花が咲
いたりと、「野花であそぶ」楽しい時間を過ごしました。
　前講師の林さんのようなノウハウもないまま急きょお
引き受けし不安いっぱいでスタートしましたが、土練り、
制作、素焼き、本焼きと各工程を皆さんと一緒に一喜一
憂しつつ進め、なんとか笑顔いっぱいの鑑賞会に漕ぎつ
けたことは私にとっても本当に嬉しいことでした。
　今回の心弾む体験と作品は、皆さんの生活の中に活か
していただければ何よりです。� （講師・松村　栄美）

　「友の会」のデッサン会は物の外形をただ写した眼と
手の技術訓練を目指したものではなく、自己表現を通
して自発心や創造性を育て、人間形成に役立てようと
するものです。一本の線を引くのも色を薄くぬるのも
濃くぬるのもすべて自分で決めるのが創造行為であり、
デッサンをする原点はここにあるとの趣旨のもと年間
6回行っています。
　裸婦デッサン会2回、着衣デッサン会4回は松本市
美術館、松本市芸術文化祭実行委員会のご厚意により
成り立っており、毎回集まって来られる方々は、一会
員の方、一般の方半々くらいで30人前後ですが、中に
は長野市、伊那市方面、諏訪郡、高山市から来られる
方もいます。ティータイムには和気あいあい、世間話
をしたり絵の話をしたり自己研鑚の日として楽しい日
にしているようです。� （理事・両角　十志男）

デッサンの日

陶芸講座を終えて

ワークショップ

友の会ワークショップの予定
 年賀状をつくろう　〈木版画〉 
　11月27日（日）　午前9：30～午後4：30
　先着　20名　　会費　500円
 クリスマスワークショップ 
　12月　4日（日）　午後1：00～3：00
　先着　20名　　会費　700円、一般800円
 人物デッサン会 　
　12月11日　（日）　午前9：30～午後4：30
　先着　20名　木炭デッサン・水彩・油彩　可
　会費　1500円（一般2000円）
　　　　半日　700円（一般1000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

　できあがった作品に花々を
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Christmas
workshop

　つなごう日本の書道文化―のスローガンが広がる中、
ワークショップ「書で遊びましょう」が、7月24日開か
れました。今年は入学前の子供を含め約30人と、例年に
ない多くの人が参加、にぎやかな中にも気持ちを集中さ
せて紙に向かっていました。
　上條恵香理事から筆の持ち方などを教わり、それぞれ
好きな文字を紙いっぱいに書きました。子供たちは「く
わがた」「恐竜」「刺身」などのほか、文字を書けない幼
児は絵に挑戦、筆に親しみました。５㍍四方の大きな紙
に全員で寄せ書きをし、来春の友の会展に出品すること
にしました。

　上條理事ら指導にあたった人たちは「参加者の低年齢
化も目立った」と、書の伝統が生きづいていることを感
じた様子でした。　� （理事・黒田　重夫）

　今年も松本市美術館友
の会では、年末を締めく
くるイベントとして、ク
リスマスワークショップ
とパーティーの企画を致
しました。
　ここ数年、ワークショッ
プでは、テラコッタラン

プシェードや香炉といった造形を企画し、出来上がっ
た作品は、友の会作品展に展示し、大勢の来館者に見
ていただくことができました。今年は、軽量石粉粘土
（白）を使いレリーフを作成します（右上写真は制作例）。
　粘土の特徴は、さわり心地の柔らかさに加え、手に
つかず、出来上がった作品を指でツルツル磨くと、表
面をきれいに仕上げることができます。書いたり、粘
土を盛り上げたりして素敵なレリーフを作りましょう。
水彩、アクリル彩色可。
　ワークショップの後は、恒例のJazzエバーグリーン

ビッグバンド出演による
Jazzの名曲と多彩な料理
を楽しみながら、皆さん
と交流をしていただきま
す。
　会員、一般を問わず自
由参加となっていますの

で、大勢のご参加をお待ちしています。
� （理事・山越　久美子）

書で遊ぶ

クリスマスワークショップと
パーティーのお誘い

日　程
12月4日（日）　
 ●レリーフをつくる 
時　間：午後1：00～3：00　先着20名
持ち物：竹べら等、造形に必要な素材（例タイル、植物の
葉等）
参加費：会員700円　一般800円　

 ●パーティー  午後5：30～7：30　　
参加費：会員、一般2, 500円　飲み物込み　募集人員４5名
申し込み先：松本市美術館Tel　02６3−3９−7４00
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秋の研修旅行

◆ 学び直しの機会に感謝 尾崎　かさね さん
　友の会の会員になって
いる母に誘われ、今回の
研修旅行に参加しまし
た。さすがは美術館友の
会企画旅行、自然の美・
工芸の美・建築の美と実
に見どころいっぱいの2
日間を楽しませていただ
きました。そんな中でも、
日光東照宮・華厳の滝は
小学校の遠足で訪れてい
ることがあり特に楽しみ
にしておりました。東照
宮の絢爛さ、そして華厳
の滝の壮大さに改めて驚
いたのはもちろんですが、双方何百年と変わらずに在り
続ける歴史の悠久さを実感でき、貴重な体験をさせてい
ただきました。実は小学生のころの記憶はあまり残って
いなかったもので、今回の研修旅行で学び直しの機会を
いただけたと感謝しております。最後に2日間ご一緒い
ただきました皆様に厚くお礼を申しあげます。

◆ 三大名漠　華厳の滝　　　橋場　愛 さん
　昭和５年より営業しているエレベーターに乗り百㍍降
りて見上げる滝の様は、まさに天から洪水が落ちてくる
感じがしました。直前に見た、東照宮でのこれでもかと
言う程過激なしつらえの“しめ”にふさわしい圧倒的スケー
ル感でした。二十代で見た神々しかった那智の滝、六十
代で見た大岩壁を流れる袋田の滝、今回は、滝の演出に
脱帽でした。

�　陶芸講座の折に誘われた旅での友の会の方々と
の出会いは、幼き日からの色々な場面を思い起こ
させてくれ、とても心温まるものでした。幹事の
方々の心配りには、日頃、人頼みにしがちな自分
を見直す機会にして頂きました。楽しい旅をあり
がとうございました。

9月24日〜25日
益子、大谷石、日光、華厳の滝

　華厳の滝でパチリ

　日光東照宮で
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◆ 参考館に縄文土器‼　　　増井　章子 さん
　実は…私縄文土器が大好きです。参考館の１号館入口
で胸がキュンとなりました。長野県立歴史館収蔵品同ク
ラスの大型縄文土器が３点展示されていました。ほぼ完
全に近い形です。この大きさで発掘された事は現代人に
とっては幸運な事です
が土器にとってはどう
なのか微妙です。土器
も土偶も目的があって
創られ必要があって壊
され理由があって埋め
られました。はるか昔
の御先祖様が火と土で
創り上げた土器は貴重
な埋蔵文化財として多
くの史実を現代人に教えてくれています。その形と装飾
の美しさ、圧倒される存在感に濱田庄司は「負けた」と
つぶやきました。御先祖様が聞けばびっくりして答える
かも「いやあ…あれは…他の創り方を知らねもんで…」。
　普通の考古博物館であれば◎年◎月◎遺跡に於いて×

×の状態で発掘、縄文前中後期とキャプションがあるん
だけど、考古館では「縄文時代」「土器日本」でした。た
ぶん、来館者に感じてほしい参考にしてほしい観点が違
うのね。縄文土器に囲まれて居ると、野焼きのピキパキ

ピキパキという土器が奏でるかわ
いらしい音が聴こえてくるようで
す。現代人には想像もつかない過
酷な自然環境の中で１万年の時を
戦争もせず環境破壊もせず自然界
と共存し生活し土器を創り上げ残
してくれた縄文人に、美をありが
とうございますと深謝したら、笑っ
てこう言われました。「いやあ…あ
れは…生活道具せ」

　濱田庄司も勝てない縄文土器をたくさんの人に観て感
動してもらいたくて参考館に展示されたのだと思います。
私、大病して金沢に行かれなかったのですが、今回は健
康でこの旅に参加できて幸いでした。

◆ 益子焼の里を訪れて　　　馬場　雄治 さん

　何回か益子を訪れたことはあったが、濱田庄司記念益
子参考館は初めてだった。益子に多大な足跡を記した濱
田氏が没して38年。今回の訪問では、登り窯や作業場、

展示品から、かつての活気をじっと心に思い描くのみで
あった。
　益子の陶業は、江戸末期に黒羽藩の殖産として始めら
れて育ち、かつて汽車の中や駅ホームで売られていた熱
いお茶が入った汽車土瓶の生産では全国の半分を占めて
益子を支え、戦後には横川駅などの「釜めし弁当」の釜っ
子も基礎収入になったという。
　益子の土、釉薬、風土、人々に寄り添い、濱田氏は益
子の人となっていったという。当時50軒だった窯元が、
400余という。「民芸」という価値観と生命力を器に吹き
込んだ功績は実に大きい。益子焼窯元共販センター2階
の食堂で運ばれてきた番茶の湯呑は、手に温かく、益子
焼のすばらしさを感じさせてくれた。

　益子参考館の入り口にある古い日本家屋
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松本市美術館特別展

公募展募集　12月15日　締切迫る

飯沼英樹　闘ウ女神タチ

老いるほど若くなる
友の会展　来年1月

2016年9月17日［土］～11月27日［日］　休館日　月曜日　
※祝日の場合は次の平日

　松本市出身の彫刻家・飯沼英樹（1975年～）。世界で活躍する飯沼の初期
から新作まで約120点をご紹介する展覧会です。松本市美術館が開館以来、
現存作家で松本市ゆかりの美術家を個展として取り上げるのは、草間彌生
氏に次いで二人目となります。
　飯沼は、おもにファッション誌のモデルからイメージを得て木彫の女性
像を彫り上げていきます。美しい女性たちへの憧れと、その美しさに嫉妬
も感じると語っていた飯沼の手により、２次元から３次元の立体に生み出
された女性たち。チェンソーや鑿で荒々しく削られた像は、艶やかに彩色
され、最先端のファッションとメークで武装し、クールな視線を送ります。
ときには挑むように、ときには誘うように。木肌の毛羽立った感触を、あ
えて裏切るような色彩を乗せるのは、この作家ならではの特徴です。
　展示室以外の場所、館外でも多数の作品を紹介中です。41歳の彫刻家が
見せる華麗なる世界をぜひご鑑賞ください。

（松本市美術館　学芸員　武藤美紀）

　2004年から始まった「70歳以上の公募による美
術展　老いるほど若くなる」が、今回第7回をむ
かえます。応募条件はただ一つ、70歳以上である
こと。絵画作品を募集する全国公募展です。
　隠れた才能に陽をあてる、若手の才能を見い
だすなど、若い方を対象とした公募展はありま
すが、70歳以上という年齢を対象とした公募展
は珍しく、全国でも初めてのことではないかと
思います。画法・画論に還元できない、年を重
ねたからこそ描ける世界があるのではないか、
そういった天衣無縫（てんいむほう）な世界を
みてみたい、ということから始まりました。
　応募受付は8月1日から始まっています。締切は12月15日（木）です。応募要
項は、美術館にご請求いただければすぐに郵送させていただきます。多くの皆さ
まのご応募を、お待ちしております！� （松本市美術館　学芸員　稲村純子）

　友の会の会員作品展は来年1
月18日（水）から29日（日）ま
で松本市美術館で開催します。
今回は第15回の節目を迎え、絵
画、デザイン、彫塑、工芸、書
道、写真のほか俳画など新しい
分野の作品も歓迎します。作品
搬入は1月17日（火）。
　また会期中の1月21日（土）
には会員交流会を行います。詳
しくは後日、通知します。

　［訂正］
　前号の千葉潔さんの原稿中
「2008年から日本山岳画協会にも
入りました」の記述を削除します。

美術館から

《Andechs》2016年

全国に発送された作品募集ポスター
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石井柏亭と松本
　戦争が激化する昭和20年３月、柏亭は松本市外の
東山温泉（現在の松本市浅間温泉の市営野球場東側
付近）に疎開します。当時63歳、帝国美術院会員であ
り、二科会や一水会の創立に関わった画壇の重鎮でし
た。翌年秋には上浅間の「せんきの湯」に移ります。
　柏亭と加代夫人は信州松本の生活を気に入り、戦後
も柏亭が亡くなるまで浅間温泉に住居を持っていました。
柏亭は随筆のなかで１年の１／３を浅間温泉、１／３を東
京、残りの１／３を旅先で過ごしていると書いています。
戦後の県美術界の復興に果たした役割
　柏亭の存在は大きく、浅間温泉の自宅には多くの画家
が集まりました。当時多くの疎開作家が信州各地に居住
していましたが、柏亭は早くから疎開作家と地元作家合

同の全県規模の展覧会
の開催を考えていまし
た。
　しかし戦局の悪化の
ため規模が縮小され、
浅間温泉の三鱗産報会
館で柏亭とその周囲の
作家だけによる「在信
州有志油絵展」が昭和
20年8月11日から15日
にかけて開催されま
す。終戦になると柏亭
とその周囲の作家たち
は全県下の美術家に結

束を呼びかけ、
早くも昭和20年
11月に「第１回
全信州美術展」
が開催され、こ

の出品者が中心と
なり「信州美術会」
が結成されます。
全信州美術展は３回まで続き、その後「長野
県展」となり現在に至っています。
　中信地方では昭和23年に「中信美術会」が
結成され、柏亭は顧問として会の発展に尽力

しました。中信美術展も現在まで続いています。
「山河在」
　柏亭は敗戦の失望感のなかで、杜甫の有名な詩の一節
である「国破れて山河在り…」を思い起こし、この想いを
絵にする場所として、以前篠ノ井線車窓から見た梓川と
奈良井川の合流点を思い出します。
　終戦直後の昭和20年11月から一か月余りで描き上げら
れたこの「山河在」は、昭和21年の第１回日展に出品され、
敗戦により疲弊し虚脱感に陥った国民を励ましました。会
場で安井曾太郎が「これは石井君の傑作だ」と語ったと
いわれています。北アルプスから流れ出した水が島々谷
から松本平に注ぎ込む雄大な風景を柏亭は何の誇張もな
く淡々と描写しています。
「中信酒客」
　昭和28年の第6回中信美術展の折に会場にいた地元作
家たちは、たまたま訪れた柏亭にビールをご馳走になろう
と画策し、柏亭を「鯛萬」に連れていきます。すると柏亭
はこの企てを十分承知のうえでこの場面を絵に描きたい
と言い出し、５日間「鯛萬」に通って「中信酒客」の絵を
仕上げました。そしてこの間飲み続けたビール代を柏亭
は快く支払ったということです。石井柏亭の顕彰碑

石井柏亭

親
し
も
う

知
ろ
う

も
っ
と

美
術
館

　美術館玄関脇に石井柏亭の顕彰碑があります。大
きな足跡を残した石井柏亭について、美術史家の大
竹永明さんに寄稿いただきました。

美術館検定 
石井柏亭
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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.32

2016年11月10日発行
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会 ア カ ト員 ラ
ル 　日仏現代作家展、　原実行委員長に聞く

　洋画の日・仏現代作家展が8月23日から28日まで美術
館で開かれました。2年に１回開き今年10回目の節目を迎
えました。発起人の一人で21年間精力的に取り組んでき
た原元勝実行委員長（当会副会長）に聞きました。
―日・仏現代作家展とは
　日本とフランスの美術交流が目
的。166７年、ルイ14世の提言で
創設された世界最古の公募展
「ル・サロン」の出品者を中心に
日仏各50人が油絵などを出して
いる。国内では東京の新国立美
術館と松本の2個所だけです。
―フランス芸術家協会名誉会長
でレジオン・ドヌールなど数々
の勲章も受けている画家のジャ
ン・マリ・ザッキさんも来松した。
　松本は３回目。「芸術面で素晴らしい街」と大変気に入
り、今回、即興で絵を描く様子を披露し、参加者に大き
な感銘を与えました。
―原さんはル・サロン名誉会員、テーラー財団会員と言

われるが。
　故飯田福治先生の指導で絵の勉強を始め、1９82（昭和
5７）年、ル・サロン展で優秀賞をもらった。引き続き出
展し９5（平成7）年永久会員に推挙されました。
―テーラー財団について

　テーラー財団は、テーラー男爵
という方が1844年、「芸術家はそ
の死後みとめられる」など病気や
困難な状況にある芸術家の援助
に貢献しようという団体。2005（平
成1７）年に会員推挙されました。
大きなけがをすれば傷病手当てな
ども出、日本でも参考になると思
う。
　―作家展は１０回目の節目を迎
えたが。

　作家展は市民有志でつくる実行委員会の主催で続けて
きました。しかし、どこの会にも共通していると思います
が高齢化、会員減に私たちも悩んでいます。若い人たち
のためにも続けていきたいのですが…。

作品の前でザッキさんを囲む原（左）と森川副会長
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◇　松本市立博物館は同館移転新築計画について、市民の
意見や要望を聞くアンケートを11月18日まで行ってい
ます。博物館は施設の老朽化や狭隘化してきたが、国史
跡松本城内にあるため増築は不可能。松本城三の丸地区
に、6年先の開館を目指しています。
　博物館に対しては友の会会員の関心が高いと思います。
美術館利用者から見た博物館の理想像、使い易さなどの
意見は貴重と思います。問い合わせ　同館（☎0263・
32・0133）
◇　松本市出身の彫刻家飯沼英樹さんの特別展「闘ウ女神
タチ」が27日まで美術館で開かれています。現役作家を
紹介する同館の自主企画展は今年の文化勲章を受章した
草間彌生さんに続き2回目。信濃毎日新聞などに大きく
取り上げられ市民の関心も高まっています。会報も今回
紹介しました。41歳の飯沼さんに会からも大きなエール
を送りたいと思います。
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