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メール配信サービスご希望の方は右記ア
伊勢治書店 3F ギャラリー新九郎  木下泰徳
ドレスヘお申込みを e‐ mailikinoshitaCiseji net

記録的な猛暑も落ち着き、朝晩はしのぎやすくなってきましたc家の周 りの稲穂もたわわに実 り、夜には虫の声が

聞こえます。

第 9回小田原映画祭は、22日 小田原城銅門 L映で幕を開けます。話題の 「太秦ライムライ ト」には、主演の福本

清三氏がゲス トで来られます。
九月の新九郎は、小田原ビエンナーレ第 2弾 「現代美術展Jで幕開け、伝統あるグループ展が続きますc芸術の秋

の始まりです。皆様のご来場をお待ちしています。

r.新九郎 9月の展覧会のご案内

アール・ド・ヴィーヴルの作家たち
～ 自分 らしく生きる～  1.合 同作品

アール・ ド・ヴ

ィーヴルは、知的

障がいのある子ど

もから大人までを

対象に、アー トを

中心としたワーク

シヨンプを提供す

るNPO法 人です。アール・ ド・ヴィーヴルとはフラ

ンス語で、自分らしく生きること。障がいがあつても

自分らしく生きられる暮らしを追求することをコンセ

プ トに、表現活動を様々な方法で発信 しています。

毎年ギャラリー新九郎にて展覧会を開催、多くのお

客様にご来場を頂いてお ります。会期中には作者たち

を招いたギャラリー トークがあり、作品に込められた

思いを言葉や身体を使って紹介 します。その言葉をし

つか り聴こうとする来場者の皆さんと作者たちとの温

かなコミュニケーションが、彼 らにとって心地よい時

間となります。

http:〃 art‐ de‐ vi、Te123 blogslDOt ip

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル 萩原美由紀

近隣・友の会会員の展覧会情報

恐壌遼な嬢ど  横井山泰
伊勢物語の絵を描いてしヽます,二年間かけて 125段 を完成させる

予定です.なかなか長大な計画です.絵 も文章 もスルッと始まる

とスラスラと続きます=で も、そのタイミングに言い訳している

と時間ばかりがi畳 ぎて行きます,実際に観えた 1)の しか描けない

ので、やっ|ま り自分の都合を挟 まずにやれば良い。 という事なの

でしょう。 とはいえ伊勢物語はなかなか始められませんでした。

百人一首を描いた時は「歌人が現代人と同じようなことでクヨク

ヨしたり歓喜 したりする様子が観えて、彼らが他人でない気がし

て」うヽら描けるようになりました。伊勢物語の主人公である在原

業平 |ま 百人一首でも描きましたが、伊勢物語の世界|ま 、なかなか

近づいてきませんでした.「やらなくては」とい う気持ちは時間と

とtぅ にシコリのように成長して、気分 lま すぐれませノν,何が描 |す

ないのか ?と い うと初段で美人姉妹を覗き見する場面をどう描い

たらいいのか観えなかったのです。そこで、とにかく作品を観に

行きました。面白いもので探 し物 |ま 求めている :ぅ のと違 う物が見付かります.三菱一

号館で暁斎を観た時 (動物を描いたコーナー)文章を読む様に絵が観えたのです.ア
トリエには地塗 りしたキャンバスが積み上げて置いてあり、そ√)一 角に無言のブレッ

シャーを感 じます. ドローイングを重ねてもなかなか入れません,怖 いのです。暑さ

がひと段落した頃、垣間見がはじまりました,も のがたりは誰の目線なのだろう?と

我は入れずにスター トしました。

●9月 19日 まで銀座の galler5=151A「 えんぎ1)の Jと い うグループ展に小さな鳥の絵

を出品 しています。●9月 12日 蛍田のア トリエでホフディランのワタナベイビーさ

/ッ ライブ(19:oo～ ¥3,500)が あります。野依幸治さん、植松知祐さん、渡辺有葵さん

の小品も展示します。作品はその後、東名富士クリニックに冬まで展示されます。

会  期

展覧会名
見 どころ

園麗二 轟.■ 9/2(水 )～9/7(月 )

現代美術展小田原ビエン

ナーレ2015「感性の磁場」

加藤富也、高橋幸郎、柳川貴司、

村上健太 【展示作家の作品説

明】9/5(土)15:00～

9/9(水 )～ 9/14(月 )

第29回小田原女流展

西湘画壇で活躍する女流画家

たち、油彩・水彩画 (抽 象・具

象)約 25点

9/16(水 )～ 9/21(月 )

第 63回 水曜会洋画展

18名 の会員による油彩画 約

40点。抽象・具象 (風景、静物 )

9/18(金 )

新九郎デッサン会

どなたでもお気軽にどうぞ !

18:15-20:45 会費 1500円

コスチューム、固定ポーズ

9/23(水 )～ 9/28(月 )

第二金土デッサン会展

絵画の基礎と言われる人物デ
ッサンを勉強している会。講師
は無く、各自、自由に描いてい
ます。

会期・展覧会名 会  場

9/11(金 )～ 9/13(日 )

清水新也油絵展

アオキ画郎 2F

0465-23-5624

9/16(水)～ 9/21(月 )

野口均作陶展

飛鳥画廊

0465-24-2411

9/24(木 )～ 9/27(日 )

第 15回 秀月今昔書展

飛鳥画廊

0465-24-2411

9/16(水 )～ 9/21(月 )

勝山治実展―ウメ子7-
お堀端画廊

0465-23-7819

9/13(日 )～ 9/20(日 )

大人たちの図画工作展

ぎゃらリーぜん

0463-83-4031

9/23(水)～ 9/28(月 )

湘南の工芸仲間展

ぎゃらリーぜん

0463-83-4031

9/22(火 )～ 9/27(日 )

松本正二郎個展

丹沢美術館

0463-83-9550

9/1(火 )～ 9/5(土 )

小田原ビエンナーレ :曽 根光子

なりわい館交流館

0465-20-0515

9/9(水 )～ 9/14(月 )

小田原ビエンナーレ :石原瑞穂

回廊「瞬」

0465-42-5576

9/9水～14月 小田原ビエンナーレ

梅原美喜子 松浦延年 山口俊朗

巨欅の居

0465-49-6077



川俣正は、同じ体育館(松代生涯学習

センター)を 使つて、妻有の地形をその

ままジオラマにしたダイナ ミックな作

品を作つていた,体育館一杯にベニヤ

を重ねたジオラマを俯廠すると、妻有

全体を把握でき、地区ごとに置かれた

作品を見るとどこにどんな作品がある

のかがわかるインフォメーション的役割 tぅ してくれていて、歩きながら全容

を体感できるジオラマには感動 した。これは、川俣氏が 15年間関わつてき

た芸術祭のアーカイブだった。

足柄アー トフェスティバルでキュレーターをされた大巻伸嗣さんの、廃屋

運鰊瞼 ポこずlrfmttlT謬堺
品だ,光 を遮断した真っ暗な建物に入 り

暗闇に1貫オ■たころ、2階 に上がると下か

ら煙の王が上って弾ける.シ ャボン玉

だじまるでお盆に帰つてきた亡き人の

魂に出会えたような新 しい体験だつた,

イ・ブルの ドクターズハウスは、松代の蒲生地区の人たちが通院 していた

3代続いた 日室同医院を使っていた。居間の黒光 りする床に空けた穴を覗く

と、鏡によつて永遠まで続いているような時空に引き込まれる。 3年前、韓

国から下見に来たイ・ブルさんはすぐこの建物が気に入り、自分の作品を作

ると決めたという。そのインスピレーションがそのまま形になった素晴 らし

い感性の作品だ.

田島征三 「絵本と木の実の美術館 J

は、丸ごと絵本という感 じで、そのバ

ワーは健在だった.9年前に尋ねたと

きはこじんまりしていたが、この 9年

間コツコツと作り続けていたのだなお

とその仕事に 1ぅ 敬服 した。体育館に展

示されている流木のカラフルで自由で

ダイナ ミックな作品に迎えられて教室を巡ると、本当にやさしい人なのだと

伝わつてきた,愛にあ培、れる作品に嬉 しくなってしまった,

十日町キナーレは越後妻有里山現代美術館となって、前同よリクオリテ ィ

ーの高い作品がたくさん展示されていた,回廊の中央の池には、緑豊かな見

事な山が出現 していた,事國強の 「蓬業山」だ.周 りの回廊には、地元の匠

に習い地域の子どもたちと共に作った 1000体の藁のオブジェが山を囲んで

いた,山には、滝や霧がかかり、わら細工 |ま めでたい鳥やら龍かと思いきや、

よく見ると、1合やヘ リコプター、潜水艦や軍艦だ=終戦 70年 の夏、東アジ

アが緊張状態にある中であえてテーマ

を「島Jに したリアルなも√)だ つた,

日央道で、3時間.新潟はさらに身近

な場所になった。棚田の稲穂は色づ tヽ た

だろうか,栢山の国を見ると思い出す
=

「大地の芸術祭」は、9月 13日 まで開

催 している。 新九郎友の会 木下和子

大地の芸術祭 「越後妻有アー トトリエ ンナー レ 2015」

豪雪地越後妻有(新潟県十日町市・津南町)を 舞台に、過疎高齢化が進む中、
「爺様婆様の笑顔が見たい」と地域の元気を取 り戻す取 り組みとして 2000

年から始まった 「大地の芸術祭Jは、今年 6回 目を迎えた.今年 /D作 品は恒

久作品 200点 を含む約 380作 品.参カロアーティス トは、 35の lIと 地域

から約 350組 (う ち新規 17の国と地域、180組 が新規)が 参加するとい

う大規模なものに進化していた,ア ー トを道 しるべに里山をめぐる旅は、年々

参加者も増え、今年の夏も、東京 23区 の 12倍の会場に 43万人がやつて来

たというのだから、定着したアー トイベン トになっていた,

私は 2回 目′D参加だ,2009年 第 3回の時、娘婿の友人や月、師が参加 してい

るというので、気軽に見に行ったが感動の連続だった,一番心に残つた作謂l

は冬の間に地 l・kの 人と一緒に作った花 15000本をブナの原生林にllhっ た作品

だ。車で山また山を抜け、山の中に入って出会った自然と同化 した作品のイ

ンバク トは、今 t,忘 れていない。婿の恩師を訪ねて行った鉢地区の公民館で

は、作家の為に連 日地 l・kF)方が食事の世話をし、夜はお酒 も入って毎晩楽 し

い語らいの場になっていたこ普段静かな村がこの時期活気づくことを大変に

喜んでいられた,私たちまですっかり御馳走になり、そオ1′ 以来妻有は大変近

しい場所になった。

●バフォー ミング・アーツイベン ト「鬼太鼓座」

今年は自、子が所属する鬼太鼓座が六フォーミン

グ・アーツイベン ト『大地の盆』に出演十るため

それに合わせ出かけた。座長 と総合フロデユーサ

ーの北川フラム氏が友人という事 t)あ り、鬼大鼓

座は 1回 目からずっと参加する妻有の顔だったこ

I_7代農舞台は、ほくほく線松代駅の裏、草問弥生 「花咲ける妻有」が目印

だ=イ リヤ&エ ミリアの「lll田 」を借景にした松代農舞台では、13,14日 の

夕方からイベン トがあった.京極夏彦の新作 「鬼談Jを本人の朗読と勘緑に

よる文楽人形・鬼太鼓座による音楽のコラボなど、普段触れることの少ない

バフォーミング・アーツの世界をllt能 した。鬼太鼓座の空気を通 して伝わる

力強い鼓動に浸った演奏.息子σD勇 士にも′とヽを打たれた。

●里山アー トめぐり

妻有ではナビが大活躍した。のばり、作品の場所を示す看板など親切な案

内を頼 りに行けば′とヽ配はない.■
‐るところで美 しい景色と作品に触れ合える。

ただ トンネル17多 い山道 |ま 、暗くなってから|ま ちょつと用,と がヽいる. リビー

ターの強みで今回は自由に見たいところに行くことが出来た.温泉に入った

り、酒蔵を訪ねたり、道σD駅で舌鼓を打ったりとゆつたり回つたが、気づく

とスタンブ帖には 65の スタンブ、 31間 で 8914三品を楽 しむこと/・ 出来た
=

今年のテーマ |ま 『人間が自然・文明と関わる術こそが 「美 rllJ』 『者Б市と地域

の交換』だ=今回印象に残った作品の一部をご紹介 しよう。

中里エリアの清津倉庫美術館は廃校の体育館の大空間を生か し、保管庫と

ギャラリーを兼ねた倉庫美術館が生まれて

いた.開館記念展の日本を代表する戸谷成

雄、原目典之、遠藤利克、青木里テ枝の■人

展は、広いスペースに負けないどれ t,ダ イ

ナ ミックな作品群で、大型作品を大空間で

みられる斬新な美術館は見ごたえがあった.

8月 の こ と

「生誕 100年 安藤軍治 画業特別展Jは
大盛況であつた。用意 した資料 450部 がほ

ば無くなるほどだつたこ

主催の 「安藤軍治画伯を偲ぶ会Jの御持

雅彦さん、斎藤良夫さ/レ.軍治氏長男の安

藤直人さん3二人の展覧会に寄せる熱い思

いが伝わつたのだろう。親類、地元国 ll■ 津

の方々が多かつた。安藤画伯|ま 生家こそ国府津だが、東京美術学校入学後

は東京暮 らしであり、時々は1景 省することもあつたようだが、国府津在住

ではないcに もかかわらずこれだけの人が集まるとい うのは、作品の力は

もちろん、人間的な魅力によるところが多いのだろう。若い頃、肖像画を

描いて t)ら つたという、遠縁に当たる方は、遊びに行つた折 り、「おいちょ

っと、そこへ座れJと 言われ、2時間程で油彩画を描き上げたのだという
=

軍治氏の気さくな人柄を伺わせるエビツー ドだc

安藤軍治作品を初めて見る人は、小田原にこのような優れた画家がいた

ことに、一様に驚く3 日展特選 2回、 一水会会員という正統派で、はつら

つとした若い女性を魅力的に表現している。明るく誰にも愛される、昭和

という良き時代を感 じさせる絵である。偲ぶ会の方は、「この展覧会は始ま

りです。これから色々な企画で安藤軍治画イ自の画業を市民の皆さんに伝え

ていきたいと思いますc」 と語る。郷土ゆかりの美術作品として、大り]に残

していきたいものであるcO

絵てがみ折々 ―小田原の暮らしの中で一

歳時記カ

レンダーを

この 10年
来愛用 して

いる.

「二十四

節気 J「 七十
二候 Jや 、

四季折々の花や鳥、菓子の絵、月の満ち引きなども

入つていて、いつ見ても楽しい気分になる。
「二十四節気」は、一年を季節の推移を表す二十

四の節気に分けたもので、さらにそれぞれの 15日
間を二等分 した 「七十二候」は、ほぼ 5日 間でその

時期の自然現象を当てはめてある。
このカレンダーを見ていると、「秋」ひとつとって

も、初秋から晩秋まで、同じ気候の日とい うものは

無いのだと知らされる。問もなく「白露」。葡萄のお
いしいときだ。家の冷蔵庫に冷や したのがあると思

うだけで、帰宅の足取 りまで軽くなるようだ。
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