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あいづまちなか
アートプロジェクト2021
会津・漆の芸術祭×まちなかピナコテカ
2021年10月2日（土）～11月3日（水・祝）
会場 : 会津若松市内各所
　　　まちなかの公共施設
　　　　（會津稽古堂、会津若松市文化センター）、
　　　歴史的建造物、蔵、ギャラリーなど

あいづまちなか
アートプロジェクト2021テーマ

「HOPE　─希望─」
　新型コロナウイルス感染症の流行が続き、日常生活が制限
される中、文化芸術活動においても例外なく、制作・発表・
鑑賞の場を、これまでの自由闊達な交流・表現活動の場とし
て設けることが困難になっています。
　文化芸術は、一人で、あるいは仲間と一緒に作り上げ、
多様に表現する作り手としての喜び、また、素晴らしい作品
に触れ、心が震えるような大きな感動に出会える鑑賞者として
の喜びをもたらしてくれます。そして、一個人の文化的な営み
はひとたび表現や交流の場を得ると、他の人々の心に働きか
け、人々の生活やひいては地域社会に広がっていく大きな力
となります。私たちの心や暮らしに、豊かさやゆとり、喜びと
いう彩を添え、生きる力や気づきを与えてくれる、文化芸術
活動の灯火を絶やさないよう、一人ひとりの願いと期待を込
めて、文化とアートの力で「希望」の灯りを紡いでいきます。



委員長挨拶
会津若松市長　室井 照平

あいづまちなかアートプロジェクト 2021 の開催にあたりましては、関係機関の皆さま、参加・出品いただきま
した全国の漆芸大学やアーティストの皆さま、さらには協賛いただきました企業の皆さまから多大なるご協力を賜
り、心より御礼申し上げます。
「希望」をテーマとして実施しました今年度のプロジェクトは、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の

影響下での開催となりました。新型コロナウイルス感染症は、これまで当たり前だった日常生活の在り方を、この
短期間で根底から変化させました。文化芸術においてもその影響は大きく、この 2 年間で多くの事業やイベント
が中止や延期を余儀なくされてきました。

こうした中で、事業規模を縮小しながらもプロジェクトを開催し、来場された方々がアートに触れ、想像をめぐ
らせる豊かな時間を過ごしていただけたことは、次の時代へ文化芸術の希望をつなぐ一歩になったものと感じてお
ります。

また、今年のプロジェクトの新しい取り組みとして、まちなかにできた期間限定の小さな美術館は、本市にとっ
て大きな挑戦となりました。現在の美術館に求められている役割はどのようなものか、この街に美術館があったら
どんな未来が見えてくるのか。来場いただいた皆さまや出展作家の皆さまとともに考え、多くの気づきを得る機会
となりました。

目まぐるしい技術革新や社会の価値観の多様化が進むこの時代を生きる私たちが、心豊かな生活を実現していく
ために、文化芸術が果たす役割はますます大きくなるものと感じております。これからの文化芸術のあり方を考え
ることは、これからのまちの未来を考えることです。私たちは本プロジェクトを通じて、会津若松の未来を形づく
る豊かな文化芸術の振興を考え続けてまいります。

結びに、安心して気兼ねなく芸術に触れることができる日常が一日も早く戻ってくることを願い、また、これか
らも多くの皆さまのご協力を賜りますようお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。

総合アドバイザー挨拶
会津大学短期大学部　産業情報学科教授　井波　純

あいづまちなかアートプロジェクトも９年目を迎え、秋の恒例行事として定着してきた感があります。しかしな
がら、本年も新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、様々な制限を受けての開催でした。昨年より緩和された
とはいえ、人の流れは秋の行楽に沸くコロナ以前の状況とは程遠いものです。その中での本年のアートプロジェク
トテーマは「HOPE- 希望」としました。これまでのテーマでは、会津の歴史を振り返り、現代の暮らしにつない
できた様々な出来事やゆかりある人たちの紹介、そして現在から未来へとつなぐ若い力を結集したパフォーマンス
など、毎年様々なチャレンジを続けてまいりました。今年はこれまでの時間を繋いでこられたことに感謝し、現在
の状況から未来に向け、集う人たちそれぞれが希望をもって歩むことを応援したいと考えました。

私たちは人それぞれに描く希望があります。アートの力がどこまでその希望に繋がるかは未知ですが、その心に
触れる空間を創出することは可能だと思います。『会津・漆の芸術祭』で全国の学生から寄せられた作品はこれま
でに 600 点を超え、今年も新たな表現作品が集まりました。会津の若い職人たちの協力で生み出された特別な茶
道具たちは、なお一層の輝きを放っています。会津を代表する伝統工芸作家の品々、50 年以上工芸活動を続けて
きた会津工芸新生会の手仕事など、表現された世界にそれぞれの作り手たちの希望が込められています。

そして『まちなかピナコテカ』、会津若松市が所蔵する美術作品をまちなかに展示し、広く市民に鑑賞する機会
を作りたいという趣旨で始まりました。「新しい AIZU の美術展」として県内を代表する美術作家の競演をはじめ
ファッションイラストレーター長沢節や、渡部菊二、春日部たすくの紹介など、単なる作品展示にとどまらず、よ
り身近に美術を意識する工夫もしてきました。そこには美術作品を通して会津の文化意識の高まりに希望を寄せて
きた経緯もあります。中学生によるアートプロジェクトは、公園のベンチ再生に始まり、鳥瞰図の制作やライブペ
インティングなど次世代への期待も高まります。

そうした中、本年は美術館をめぐる新たな挑戦も始まりました。これまで37年に渡り会津若松市に美術館の建設
を切望してきた美術愛好家とともにプロジェクト内に検討部会を設置し、本期間終了後に開催された「なかにわ美術
館で待ちあわせ」は市内中心部のテナント施設をギャラリーとして使用しながら、アーティストとの出会いを軸に洗
練された美術空間を演出する試みとなり、市民はもとより観光で訪れ偶然鑑賞された人たちからも好評を博しました。

これから会津の美術文化や日本を代表する漆器産地と作り手の世界はどのように発展するでしょう、まずはここ
まで継続してきたプロジェクトに私自身も感謝し、未来に向けた大きな希望をもって今後の期待を寄せていきたい
と思います。

しつげい
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あいづまちなかアートプロジェクト 2021 
会津・漆の芸術祭×まちなかピナコテカ 開催概要

市内中心部の歴史的建造物や店舗・蔵などを活用した展示会場において、会津の文化資源である「漆」をテ
ーマとした「会津・漆の芸術祭」と、会津若松市が数多く所蔵する美術作品や、若手作家の作品等を展示する「ま
ちなかピナコテカ ( 絵画展 )」を融合させた芸術文化事業として、「あいづまちなかアートプロジェクト２０２１」を
開催しました
会期　令和３年 10 月２日 ( 土 ) ～ 11 月３日 ( 水・祝 )　33 日間（別途プレ・アフター企画あり）
会場　市内中心部の歴史的建造物や蔵・公共施設など、８ヶ所
入場　無料
主催　あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会
　　　　委員長　　　　　　会津若松市長　室井 照平
　　　　総合アドバイザー　会津大学短期大学部　産業情報学科教授　井波純
　　　　展示アドバイザー　会津大学短期大学部　産業情報学科専任講師　北本雅久
共催　会津若松市、会津若松市教育委員会
助成　福島県森林環境交付金事業、公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団、公益財団法人朝日新聞文化財団
協賛　㈱栄町オサダ、㈱ BRECE、㈱ユリクリエイト
後援　福島県、福島民報社、福島民友新聞社、ＮＨＫ福島放送局、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、
　　　テレビユー福島、ラジオ福島、ふくしまＦＭ、エフエム会津
協力　beyond2021 プログラム、喜多方市美術館

■実施概要
展示企画会場数 17 会津・漆の芸術祭：7 会場、まちなかピナコテカ：10 会場

展示作品数 465 会津・漆の芸術祭：141 点
まちなかピナコテカ：328 点（うち、市収蔵作品 23 点）

ワークショップ、イベント 26 出前講座、ギャラリートーク、ワークショップ、イベント等

■来場者数：6,715人　うちワークショップ、イベント等：853 人

■会場入り込み数

主要会場名 展示タイトル 来場者数

會津稽古堂多目的ホール 新しいＡＩＺＵの美術展 ４７９

七日町パティオ なかにわ美術館で待ちあわせ １，７５７

会津若松市歴史資料センターまなべこ 会津若松市収蔵美術作品　みづゑのまち　渡部菊二展 １２０

会津若松市歴史資料センターまなべこ うるし　その可能性と未来、若い作り手による作品展示 ３１１

松本家蔵 うるし　その可能性と未来 ２２３

ギャラリー・アブドゥ うるし　その可能性と未来 ２２９

その他会津・漆の芸術祭会場 ギャラリー・公共施設などでの漆芸作品などを展示 ６６６

その他まちなかピナコテカ会場 ギャラリー・公共施設などでの収蔵作品などを展示 ２，０７７

ワークショップ、出前講座など 様々なイベントを実施 ８５３

※監視員によるカウントによる。
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作家からのメッセージ

松島 さくら子　　国立大学法人宇都宮大学　教授

▶ うるし　その可能性と未来

東南アジア各国の漆器産地で、日本と現地の専門家や学生と、漆工芸
を通した交流活動を行ってきましたが、コロナ禍で交流は一変しました。
各国のパートナーたちとオンラインにて漆工芸の現状を記録し、ささや
かながら動画の発信をスタートさせました。遠く離れていても、状況は
変わっても、皆、漆への思いは変わらず、漆を通して育まれた友情は堅
く結びついていると感じます。

9 年目を迎えるあいづまちなかアートプロジェクトも、まさに会津と
全国の若い世代を結びつながりを形成してきたといえます。困難なこと
があっても、漆で表現することと、その表現と魅力を共有できるコミュ
ニティがあるからこそ、希望となり明日への一歩を踏み出せるのだと、
感謝しています。

八木 由紀子　　会津漆器職人

▶ 会津蒔絵ピアノ「花明かり」制作
会津に縁のある方から「ピアノに蒔絵を」というご依頼をいただき、この

アートプロジェクトの場をお借りしてお披露目する機会をいただきました。
ありがとうございます。

このような大変な時期に淘汰されそうな工人ですが、今までの歴史を顧み
ると、そんな時こそ工人は光を灯し、底上げをしてきました。

なんの学もなくともヒトは歌い、踊り、描く。まちなかアートプロジェク
トと、このピアノを通して希望の灯火になれればと願っております。

照井 克弘　　会津漆器協同組合青年部

▶ 会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト

新型コロナウイルス感染症がすでに日常になってしまってから
久しくなります。

今までの普通が普通ではなくなり、非日常が日常になってしま
い、不安な日々が続いています。

昨年、会津漆器協同組合青年部は蒲生氏郷入府 430 年を記念
して、茶人でありキリシタン大名でもあった氏郷公にちなんで野
点の茶道具を制作しました。今年はさらに南蛮漆器風の加飾を増
やし、青年部独自の解釈で絵付けをしました。茶道をはじめ、い
ろいろな分野と繋がっていくことが、漆の未来に繋がっていくと
信じています。この野点セットを使いお茶をたて、多くの人に
使ってもらえる日が来ることを楽しみにしています。

あいづまちなかアートプロジェクトに作品を出品いただいた皆様から、2021 年のテーマである「HOPE −希望−」
に関連してメッセージをいただきました。

文化芸術に関わる作り手の皆さんの真摯な言葉とそのまなざしが、明日への希望の灯を紡ぎます。

4



渡部 麗幸　　画家

▶ 新しい AIZU の美術展
昨年からずっと新型コロナウイルス感染症によって抑制された生活が

続いている。そんな中始まった東京オリンピックは日本のメダルラッシ
ュに沸き、大盛況で幕を閉じたが、その後感染者数が増加してしまった
のは否めない。

未だ厳しい状況ですが、たくさんの方のご協力によってこのような作
品発表の場を設けていただける事はとても有難い。

感染症対策をしっかりとして、一人でも多くの方に、実際に作品を見
て楽しんでいただければ幸いです。

一日も早く普通の生活に戻り、自由に制作・発表・鑑賞等ができる環
境になりますように。小さな希望の灯りを絶やさないでゆきたい。

荒池 乙葉　　葵高校美術工芸部　部長

▶ 若い感性から生まれた作品たち 〜U-18 の作品展〜

今年度も会津地区の美術・工芸に関わる学生が制作した作品が展示されます。

未だ収束が見えないコロナ禍でなかなか落ち着いて制作に取り組めない状況
でも、ひとりひとり作品と向き合い、こうして展示発表することができました。
思うように表現できない時もありましたが、完成した数々の作品は芸術に関わ
る人々の希望になると思います。どの作品も個性豊かで、きらめいていると思
います。感染症対策を万全に、是非ご来場ください。

伊藤 将和　　国立大学法人上越教育大学　准教授

▶ 子どもたちとアーティストによる特別企画「ガラスアートに挑戦」
ガーベラ、アネモネ、アヤメ、スノードロップ、レンギョウ、マツ、

キキョウ、サンザシ…「希望」を意味する花言葉を調べればその種類
の多さに驚きます。それは昔から私たちの祖先が、一年を通して咲く
いろんな花々に「希望」を見出していた証拠なのかもしれません。誰
もが持っていて、目には見えなくて、でも確かに存在していて、未来
に繋ぐことができて、いつか誰かの勇気に変わるもの。謎かけのよう
にも聞こえる「希望」の姿は、アートの本質と似ているようにも感じ
ます。このアートプロジェクトが、誰かの「希望」に優しい彩を添え
られたならと願います。
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うるし その可能性と未来 期間 10 月 2 日（土）～ 
　　11月 3 日（水・祝）

会場 ギャラリー・アブドゥ

■東京藝術大学

ギャラリー・アブドゥでは、東京藝術大学、富山大学、宇都宮大学、金沢美術工芸大学、沖縄県立芸術大学の教
員と学生の方々の作品を展示しました。

蒔絵パネル「VENEZIA」：小椋範彦 守箱　青い鳥：青木宏憧
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漆芸を学ぶ全国の 11 大学の協力をいただいた「うるし　その可能性と未来」の展示では、市内３会場で漆の
特色を活かした個性的なアート作品をご覧いただきました。歴史を刻んだ古い蔵、ギャラリーなどの展示空間と、
素晴らしい感性によるアートの融合は、漆の新しい魅力と可能性を今年も示してくれました。

「うるし その可能性と未来」（3 会場）
協力大学 会津大学短期大学部、秋田公立美術大学、宇都宮大学、沖縄県立芸術大学、金沢美術工芸大学、
　　　　　京都市立芸術大学、筑波大学、東京藝術大学、東北芸術工科大学、富山大学、広島市立大学

乾漆盤「のびみのり」：田中舘亜美 暁に光る　－雛菊－：佐々木岳人
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■富山大学

始まりの風景：齊藤晴之

流漆彩大皿：高橋誠一
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沖つ波高杯：小川太郎 乾漆象虫飾箱：しんたにひとみ
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inherent elements Ⅲ：松島さくら子

宿り木：星温美

宇宙の卵：増山明恵

天真焔童子：阿久津まみ

■宇都宮大学
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渺渺：多賀直

飛べる瞬間：邱嘉文

乾漆朱塗酒器「秋波」：李逸琰

いつか花開く：新美える結

■金沢美術工芸大学
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「美ら海」：養父清香

乾漆螺鈿箱「移りゆく」：松崎森平

紅灯：宮平京弥

女郎蜘蛛：又吉紘士

yet：知花みのり

■沖縄県立芸術大学
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波の緒：島袋郁弥
乾漆器　葉：高嶺瑞貴

乾漆皿「たなごころ」：前田美海 琉球漆芸（堆錦・沈金・箔絵・密陀絵）：
　　　　　　　　　　　　 内村介柊・野口萌花・吉田舜乃
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うるし その可能性と未来 期間 10 月 5 日（火）～ 
　　11月 3 日（水・祝）

会場 会津若松市歴史資料 
　　センターまなべこ

■東北芸術工科大学

会津若松市歴史資料センターまなべこの企画展示室に東北・北関東地方の漆芸系大学 5 校（東北芸術工科大学、
筑波大学、宇都宮大学、秋田公立美術大学、会津大学短期大学部）の教員と学生の皆さんの作品と漆芸作家いらは
らみつみ氏の作品を展示しました。

寄り添い：斎藤睦姫 雨音：髙橋あみ
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刻む：高橋呼春

アザミ：宮原克人

橙色の追憶：齋木麻由

虚：玉木希未

■筑波大学
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■宇都宮大学

■秋田公立美術大学 ■現代漆芸作家

☆魔法少女☆：六角春香

海上生明月：李夢涵

変塗蒔絵螺鈿箱「ミヤマリンドウ」：熊谷晃 海の向こうに：いらはらみつみ
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■会津大学短期大学部

胎擁器：井波純

描き出す世界：新野遥

箱庭：星知里

盲亀の浮木：星安莉

礎：星鈴音

SEI － ALIFE：笠間太呂
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■広島市立大学

Essence-1：趙逸凡 『繭を破る』：張敏

うるし その可能性と未来 期間 10 月 2 日（土）～ 
　　11月 3 日（水・祝）

会場 松本家蔵

松本家蔵には、広島市立大学、東京藝術大学、富山大学、京都市立芸術大学の教員と学生を中心とした瑞々しい
感性溢れる作品を展示しました。
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FILTERS NECKLACE：中井彩瑛

紅葉皿：下村祐介

漆紗ブレスレット：封帆 苔生す：任金来

『域』：張敏
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■東京藝術大学

知性の器：青木伸介 drawing：藤田薫

Lotus - 雅 -：伊藤ミナ子 秋桜蒔絵額：新井寛生
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■富山大学

萩と鹿：酒井日向 お願い：林倩

花の風景：辻秀香

21

会
津
・
漆
の
芸
術
祭



螺鈿八角箱「遊」：古澤美奈

鯤：袁星来

ぺんぎんの興味：小林愛花

assimilate：加藤由実
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■京都市立芸術大学

Arabesque：堀口史帆

風を盛る（東風・西風・南風・北風）：大矢一成

夜の王：小峰花香

Bamboo chips 2：野津果音

23

会
津
・
漆
の
芸
術
祭



赤べー：荒木颯太
雲隠れⅠ：呉雯雯

Talisman：河合桂 おひさま：山西なつ美
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おうさまペンギン：吉田有希 view：永田充

刻 2021：安井友幸
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「七転び八起き」の精神の象徴として、漆塗りの起き上がり小法師をアートプロジェクト協力大学の皆さんに制
作いただきました。

参加大学 会津大学短期大学部、宇都宮大学、沖縄県立芸術大学、京都市立芸術大学、東北芸術工科大学、富山大学、
広島市立大学

会津大学短期大学部

広島市立大学

起き上がり小法師

宇都宮大学

起き上がり小法師
プロジェクト

期間 10 月 5 日（火）～ 
　　11月 3 日（水・祝）

会場 会津若松市歴史資料 
　　センターまなべこ

26

会
津
・
漆
の
芸
術
祭



360 度カメラによる会場撮影
新型コロナウイルス感染症の影響で、なかなか展示会場へ足を運べない方に

も楽しんでいただくため、会津大学短期大学部の横尾誠准教授の協力を得て、
「うるし　その可能性と未来」の 3 会場の様子を360度カメラで動画撮影しました。
YouTube でご覧いただけますので、会場の雰囲気を追体験ください。

あいづまちなかアート
プロジェクト動画集

沖縄県立芸術大学

東北芸術工科大学

京都市立芸術大学

富山大学

27

会
津
・
漆
の
芸
術
祭



第57回会津工芸新生会展 期間 10 月 2 日（土）～ 
　　　　 10 月 8 日（金）

会場 会津若松市文化センター

会津地方を中心に活動し、50 年以上の歴史を誇る会津工芸新生会の会員による「漆芸」「陶芸」「七宝」などの
作品を展示しました。

協力 会津工芸新生会

山女魚図椀　2 客：大澤周一

千両蒔絵飾皿：井波純

汁椀　2 客：大澤周一

彩縁盛器 1：大澤周一
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唐草文杯：大竹信一

堆朱文庫：大森茂光

短冊箱黒塗：大森茂光

運び器　塗り分け：大森茂光

進物盆堆朱：大森茂光

彩乾漆盃：大竹信一

ぐい吞み「鳳凰」：大竹信一

乾漆そば猪口：大竹信一

角皿　2 枚：大澤周一

宝相華文ボトル：大竹信一
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結：大和田康文

六角乾漆鉢：国分幸一

乾漆片口　A：小松茂夫

桜盛皿　1 枚：賀川義宜

ぐい吞み　3 ケ：小林弘和

乾漆片口　B：小松茂夫

有線七宝蓋物「枝先に青」：後庵野かおり

乾漆片口　会津絵：小松茂夫

乾漆ぐい吞み：小松茂夫
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乾漆蒔絵文箱「立葵」：佐藤達夫

白酒盃：佐藤達夫

色絵椿文　蝶皿：佐竹敦夫

作品 3：佐竹伸也

引目黒水指：佐藤達夫

螺鈿猪口：佐藤達夫

作品 1：佐竹伸也

作品 4：佐竹伸也

布目白片口：佐藤達夫

染付草花文コーヒー碗と皿：佐竹敦夫

作品 5：佐竹伸也

作品 2：佐竹伸也

作品 6：佐竹伸也
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うるし額　「森の譜より」：坂内憲勝

乾漆オブジェ「木漏れ日あびて」（左：表、右：裏）　2020 年日展出品：坂内憲勝

うるし額　「ホオズキ」：坂内憲勝

銘々皿　「ほおずき」：坂内憲勝

うるしパネル　三つの果実：坂内憲勝

春を待つ：照井克弘 花丸：照井克弘 .

32

会
津
・
漆
の
芸
術
祭



響碧（オブジェ）：渡辺雅旺

耳付カップ：渡辺雅旺

山麓の雪どけ：渡辺雅旺

赫曜（壺）：渡辺雅旺

額皿（鳥）：渡辺雅旺
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乾漆　蒔絵箱 「解」

蒔絵　漆箱「時」 蒔絵　漆箱「凍」

乾漆　平文蒔絵漆箱「慕」蒔蒔絵　漆箱 「継」

須藤靖典作品展
─ 巡 る ─

期間 10 月 2 日（土）～ 
　　　　　　10 月17 日（日）

会場 スペース・ アルテマイスター

地元会津の漆芸家、須藤靖典氏の作品展を開催しました。須藤靖典氏は2020年に日本伝統工芸展において、最高
賞である日本工芸会総裁賞を福島県在住者として初めて受賞しました。

協力　須藤靖典、スペース・アルテマイスター
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乾漆  蒔絵漆箱「照」

葡萄蒔絵祭壇

蒔絵　漆箱「悠」

乾漆　蒔絵漆箱「畔道」

蒔絵　漆箱「育む」

乾漆消金蒔絵聖水盤

35

会
津
・
漆
の
芸
術
祭



若い作り手による作品展示 
会津漆器  野点茶道具 
加飾プロジェクトの展示

期間 10 月 5 日（火）～ 
　　11月 3 日（水・祝）

会場 会津若松市歴史資料 
　　センターまなべこ

2020 年は蒲生氏郷入府 430 年という節目の年でした。昨年、会津漆器協同組合青年部の皆さんに氏郷の茶人で
ありキリシタン大名という一面に注目して南蛮漆器の要素を取り入れた新しい漆の茶道具を制作いただきました。
2021 年はさらに、その茶道具に南蛮漆器の要素を取り入れた蒔絵を施しました。なお、会津漆器　野点茶道具加
飾プロジェクトの詳細な記録は 111 ページからの報告書をご覧ください。

協力 会津漆器協同組合、会津漆器協同組合青年部

会津漆器野点茶道具一式

制作の様子（加飾）

制作の様子（加飾）
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若い作り手による作品展示 
県展受賞作品の展示

期間 10 月 5 日（火）～ 
　　11月 3 日（水・祝）

会場 会津若松市歴史資料 
　　センターまなべこ

同会場では、2021 年の第 75 回福島県総合美術展覧会（県展）で最高賞の福島県美術大賞を受賞した幅夏美氏の
蒔絵飾皿「世界美女」をはじめ、工芸美術の部の受賞作を展示しました。

協力 幅夏美、吾子可苗、原朋弥

蒔絵飾皿　世界美女：幅夏美 Lily：吾子可苗

乾漆蒔絵漆箱「月夜」：原朋弥
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なかにわ美術館で待ち合わせ 
  〜会津若松ではぐくむ、美術館がある風景〜

期間 2021年 11月13 日（土）～ 
　　　　　11月 28 日（日） 
※会期中無休

会場 七日町パティオ 
（会津若松市七日町 2-40）

会津若松市内には博物館や作品を展示することが
できるスペースはありますが、公立の美術館はあり
ません。美術館というと「作品が飾ってある場所」
や「立派な建築」などをイメージされるかもしれま
せんが、近年、美術館の在り方は変化し続けています。
地域に根ざし、地域とともに様々な活動に取り組ん
だり、人の出会いや交流を創出したりする、そんな
美術館のスタイルが増えています。

これからの美術館を、皆さんとともに考えるきっ
かけになるように、今回、期間限定の小さな「なか
にわ美術館」を開催しました。会期中は 3 つのワー
クショップやトークイベントを実施し多くの来場者
で賑わいました。

今回なかにわ美術館では、これまでの美術館では
なかなか出会うことがなかった会津にゆかりのある
８人の作家やその取り組みをご紹介しました。会期
中は、出展作家が会場に滞在する日もあり、来場者
は作家と話をしたり制作の様子を目の前でご覧いた
だきました。

オープニングでは、この展覧会のキュレーターを
務めていただきました猪苗代町の「はじまりの美術
館」の学芸員・大政愛さんをはじめ、関係者のあい
さつと、8 名の作家の皆さまのギャラリートークを行
いました。

会期 16 日間で 1,757 名の来場者をお迎えしました。
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1955 〜 2018 年、会津若松市出身。磐梯山やいわきの海、花、踊り子などをモチーフに絵を描いた。写真
左は大関さんを当時支援していたスタッフの木村さん。

1996 年茨城県出身・喜多方市在住。絵描き。東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース卒業。期間中
滞在制作をし、来場者の「妄想」を元に「美術館建立妄想絵巻」を描く。

1957 年喜多方市出身・在住。2017 年に公立小学校教員を定年退職後、「ふるさとの宝」をテーマとした水彩
画の制作をはじめる。

1990 年会津若松市出身・在住。画家。東北芸術工科大学大学院 洋画領域修了。期間中滞在制作をし、多くの
来場者と交流を行った。

川合　南菜子

佐藤　明宏

髙橋　克幸

大関　小夜子

■なかにわ美術館出展作家
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halo

鉾井　喬

水野　由美

馬場　誠三 1951 年南会津郡南会津町出身、下郷町在住。1994 年から制作開始し、2001 年に牛舎を改修し「ミニモアイ
美術館」を設置。全て自身が制作した作品を展示し、同館の館長でもある。

1979 年河沼郡会津坂下町出身・在住。25 歳のときから絵を描き始める。主に鉛筆で、おばけや煙を彷彿とさせる
モチーフを描く。

1984年神奈川県出身、北塩原村在住。美術作家。エネルギーや風をテーマにした作品をつくる。2016年から東京
藝術大学非常勤講師。

1979 年大沼郡会津美里町出身・在住。画家。二児の母親でもある。「自分の目に映る裏と表の人間の世界」を
作品のテーマとし、自身の子どもたちが使わなくなった絵の具や廃材など、身近にある物を使用して制作。
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①「川合南菜子《美術館建立妄想絵巻》の続きに参加しよう」
どんな美術館があるといいか、美術館でどんなことが起こるといいか、
あなたの妄想を絵やことばでメモに残してください。

（会期中、100 枚以上の付箋が集まり、川合さんが来場者の妄想を元に絵を描きました。）

②「なかにわ美術館に来るだれかのために、手紙を書こう」
質問してみたいこと、話してみたいこと、自分の気になった作品など、次の「だれか」のために
手紙を書いてみてください。

（おすすめの作品、注目してほしいポイント、次に来る人へのメッセージ、日記など、多種多様
な手紙が交換されました。）

③「作者の人へ、手紙を書こう」
展覧会や作品を見ての感想やメッセージ、
質問や気づきなど、お手紙にして伝えて
みてください。

（届いた手紙は、会期終了後に作者の方へ
お届けしました。）

■3つのワークショップ
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なかにわ美術館トークイベント
「会津若松ではぐくむ・美術館がある風景」

開催日	 2021 年 11 月 28 日（日）　14：00 ～ 15：45
会　場	 七日町パティオ 2F（オンライン配信のみ）
スピーカー　伊藤達矢氏（東京藝術大学　社会連携センター　特任准教授）
　　　　　　大政愛氏（はじまりの美術館　学芸員）
　　　　　　石田卓史氏（会津文化団体連絡協議会　顧問）
　　　　　　馬場泰氏（会津美術協会　会長）
　　　　　　川合南菜子氏、佐藤明宏氏、髙橋克幸氏、馬場誠三氏、鉾井喬氏、水野由美氏（本展出展作家）

会津若松市では、40 年近く前から公立の美術館の設置を求める市民の声があります。しかし、バブルの崩壊な
ど時代の流れの中でその希望は叶えられないまま、現在に至っています。そんな中、時代とともに「美術館」の役
割や期待も 40 年前とは大きく変化してきています。

　11 月 13 日から 28 日までの 16 日間、会津若松市内にある七日町通りにて、期間限定の小さな美術館をつくる
展覧会「なかにわ美術館で待ちあわせ」が開催されました。求めてきた「美術館」とはなんであったのか、これか
ら必要とされる「美術館」とはどんな場所なのか。まちの中にある空き店舗を活用したこの実験的な美術館は、会
津若松市にとっての美術館を考えることに留まらず、まちの未来を考える場になるかもしれません。

今回のトークイベントでは、これまで会津若松市内で美術館について考えてきた方たちや、なかにわ美術館出展
作家のみなさんなど、多様な世代や立場の人々とともに、これからの美術館について話し合いました。

※トークイベントの模様は、
会津若松市公式 YouTube
チャンネルでご覧いただ
けます。
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〈表  面〉 〈裏  面〉

検討チーム　打合せの様子
展覧会のキュレーションは、猪苗代町にある

「はじまりの美術館」の学芸員・大政愛さんが
行いました。
「なかにわ美術館」を実施することが決まっ

たのが 8 月。会津美術協会の皆さんやまちな
かアートプロジェクトスタッフも一緒に、11
月開催に向け急ピッチで打合せや準備が始ま
りました。

チラシ
会津若松市在住のイラストレーター／デザイナー・ノガワアイさんに制作いただきました。

コンシェルジュスタッフのみなさん
なかにわ美術館会期中は、会津美術協会の皆さんが美術館運営を行いました。
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自由記載
○身近にアートと触れ合える場所の提供素晴らしいと思います。作家さんが近くにいたことにもびっくり！

おもしろい発想の美術館。若い作家さんが活躍できるような場をどんどん増やしてあげてほしいです。
○美術に疎い人生を歩んできたので美術館は敷居が高く感じてしまう。街なかでこのように開催されるのは

立ち寄りやすい。
○街全体がアートという捉え方は興味深いですね。どこかで必ず開催していて、ふらっとアートに出会える。

時に音楽にも出会えたり、少しお茶を楽しむこともできたり、なんて空間があるといいでしょうか。素敵
な時間が過ごせました。ありがとうございました。

○たまたま通りかかり入らせていただきました。ふと立ち寄れて新しい出会いがあるというのはとても素敵
ですね。こういったものが身近にあることを非常に嬉しく思いました。

○作者の方から直接お話を伺うことができて感激しました。アートに対するハードルが少し低くなったよう
に感じ、身近なものになった気がします。有難うございました。

○美術は昔から不得意ですが、たくさんの素敵な作品に足が止まりました。このような場をもっと増やして
いただければ、私みたいに興味をもつ人も増えていくと思います。

○アートに触れる機会が多いのは嬉しいことです。美術館が無くても、子どもたちが見たり、聞いたり、触
れたりがもっとたくさんあったらなと思うので、この企画が本当に素敵だと思いました。できれば駐車場
代を払わずに済む場所だと良かった。

○将来、美術系の大学を目指しています。これからも様々な作品に触れる機会をもっと作ってほしいと思い
ました。

○こんなに素敵なアートイベントが無料で開催されていることを、多くの方に知っていただきたいです。会
津にも美術館ができること、陰ながら応援しております。

○天気のいい日でたくさんの人でにぎわっていました。すごく素敵な空間で、一度ではなく何回か訪れたい。
この場が常設になって欲しい。

○色々なジャンルの絵を見ることができ、楽しくわくわくしながら見させていただきました。地元会津でも
これだけすばらしい絵を製作できる人がいることに感動しました。ぜひ、長期的に展示して、多くの人々
に見ていただける「なかにわ美術館」の今後に期待しております。
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主　催	 あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会
共　催	 社会福祉法人安積愛育園はじまりの美術館
協　力	 七日町通りまちなみ協議会、社会福祉法人会津療育会障がい者支援施設アガッセ

なかにわ美術館の風景

47

ま
ち
な
か
ピ
ナ
コ
テ
カ



新しいAIZUの美術展 期間 10 月 8 日（金）～ 
　　　  10 月12 日（火）

会場 會津稽古堂多目的ホール

絵画、彫塑、工芸、書の領域から、活躍が期待される会津地域、県内出身作家の力作がそろい、地域が誇る芸術
家の作品を間近でご覧いただきました。

主　　催　公益財団法人会津若松文化振興財団

協力作家 浅野英明、安齋歩見、金澤文利、久保木桂子、小林弘和、小松太志、近藤賢、星章寛、山﨑嵩雲、 
山谷七栄、油井琢心、吉田江里、渡部麗幸
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幾望：浅野英明 潮の音：久保木桂子

ピーナッツ戦争＃30：安齋歩見

ピーナッツ戦争＃85　旅行：安齋歩見 ピーナッツ戦争＃86：安齋歩見
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絶望を断つ光となれ 3.11 ～（クワガタ・カブトムシ）：吉田江里

湛々：小松太志 漸々：小松太志 淙々：小松太志
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木の子：星章寛

身体としての霊性：金澤文利 風の領分：金澤文利

若い詩人：星章寛
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樹想：小林弘和 鬼ヶ島：小林弘和

innocent　blue：近藤賢
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富士山：山﨑嵩雲

葵：山谷七栄

蔵輝：山﨑嵩雲

臨楽毅論（光明皇后）：山谷七栄

不撓不屈：山﨑嵩雲

萩：山谷七栄
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春高楼：渡部麗幸

袁枚詩：油井琢心 天の川：渡部麗幸

呼吸：油井琢心

百人一首より：渡部麗幸
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若い感性から生まれた作品たち
 〜U-18の作品展〜

期間 10 月 8 日（金）～ 
　　10 月12 日（火）

会場 會津稽古堂 
　　市民ギャラリー

市内高校６校の生徒たちが生み出した作品が集い、Ｕ -18 という年代だからこそ感じられるものが表現される、若くみ
ずみずしい感性に触れる作品展となりました

協力学校 会津高等学校、葵高等学校、会津学鳳高等学校、会津工業高等学校、会津支援学校、 
会津若松ザベリオ学園高等学校
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■会津高等学校

はじめの一歩：加藤めぐみ

Vivid（ビビット）：金田莉子

革靴：木村美月

ビニール傘：木村美月

空虚：金田莉子

me：金田莉子

スニーカー（黒と白）：木村美月

逝く夏：木村美月

波：金田莉子

宵の金木犀：金田莉子

脳内：小池沙知
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■葵高等学校

女の子キライ：郷野蘭

蛇口：二瓶友里

故郷：舟木ひな

Continues（コンティニュー）：天野葉月

木陰の青い鳥：鈴木健太

白虎：二瓶友里

ちゃちゃこ：荒池乙葉

蛙：二瓶友里

習作：橋本真奈

月下美人：磯目南十星
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■会津学鳳高等学校

会津の味「こづゆ」：遠藤優陽

無題：赤城琥珀

影：田山蓉子

散歩：風間日織

千と千尋の神隠し：海野華凜 個性：海野愛彩

真夏の夜の女：長谷川楠々子

ファッションデザイン画（コラージュ）：
目黒玲奈

森：皆方媛
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夢：大竹愛莉

高山樗牛のことば：鈴木未来

鋼：多勢紫苑

私のお気に入り：木村優莉

LOVE（ラブ）：高橋咲貴

慈：坂内ゆう

豊（ゆたか）：鈴木力生 颯：髙橋萌愛

楽：坂内ゆう

虹のセーラー：山口悠花 飛（とぶ）：五十嵐みなみ 進（すすめ）：大関海羅
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■会津工業高等学校

繋：坂内ゆう

繋ぐ：渡辺乙羽

コーナーを攻めろ：泉日和

想像：浦川鈴

恵：坂内ゆう

くらげ：猪瀬萌 実習室：岩澤伯

羽化：片桐成

迷い：山川紗和

無題：横山未空
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■会津支援学校

■会津若松ザベリオ学園高等学校

貼り絵で動物を表現しよう：大竹流愛

貼り絵で動物を表現しよう：権瓶顕太朗

タトゥ・ダ・ルマ：相田美月

貼り絵で動物を表現しよう：菊地来人

貼り絵で動物を表現しよう：滝田桜夜

デジタル・タトゥー：薄上葉月

貼り絵で動物を表現しよう：小関拓実

貼り絵で動物を表現しよう：真部至音

肉集：内田真那
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深更の舞：佐藤靖華 automate（オートメイト）：生江明瑳

クラゲ：渡部愛実

安眠：三瓶純恋

繊細な愛：星華月暗いペンキ：樋口りこ 翼：目黒渚

攻略：角山楓華 翠雨：後藤聖佳 黄昏時：近藤乃哉
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テーマ：希望（ＨＯＰＥ）

子どもたちとアーティスト 
による特別企画
「ガラスアートに挑戦」

期間 10 月 2 日（土）～ 
　　11月 3 日（水・祝）

会場 會津稽古堂 
　　１階東側窓ガラス

あいづまちなかアートプロジェクトでは、次代を担う若い世代とアーティストが共同で作品を制作・発表する機
会を通して、文化芸術の担い手育成と市民の皆さまに芸術活動のすばらしさや魅力を感じてもらえるよう、特別企
画を実施しています。

４回目となる今年は、アーティスト（講師）に西会津町出身である上越教育大学伊藤将和准教授をお迎えし、市
立第一中学校と第二中学校美術部の生徒の皆さん 18 名が、特大のガラスアートに挑戦しました。

協力 会津若松市立第一中学校美術部、第二中学校美術部、上越教育大学伊藤将和准教授
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ワークショップについて
事前にアーティスト（講師）の伊藤将和先生と参加校である第一中学校美術部顧問の埜渡さえ子先生、第二

中学校美術部顧問の浅倉佐知子先生とで今回の共同制作の内容について打合せを行いました。今回の制作では、
「制作の過程を大切にすること」、「地域の中で活きる作品にすること」をポイントに制作内容を検討しました。
いくつかの題材の中で、会津の名産品の一つである「絵ろうそく」に注目し、多くの市民の方が利用する會津
稽古堂にガラスアートを制作することになりました。

■作品について
夏季休暇期間中に全５回のワークショップを実施しました。絵ろうそく店の見学後、生徒たち自ら考案したアイ

デア図を基に、本展のテーマである「希望」と「会津らしさ」を融合させた大迫力のデザインが生まれました。
作品は、縦２m30cm、横５m60cm のガラス窓に貼った透明なフィルム８枚の上に油性ペンで描きました。
昼間は陽光を浴び、ガラスからの反射でカラフルで陽気な空間が生まれます。夜間は、施設に明かりがともり幻

想的で華やかに輝きます。朝、昼、夜と違った表情を見せてくれる「幸せをよぶガラスアート」。丹精込めて作ら
れたぬくもりとエネルギー溢れる力作となりました。
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次世代につながるバトン
イメージ図を制作している時、伊藤先生から

「“みんながやるから、自分くらいやらなくてもい
いだろう” という考えはなくして、一人ひとりが
本気で制作に取り組んでほしい」との声かけが
ありました。先生のアートに対する思いと情熱
に、生徒の身が引き締まり、心地よい緊張感の中、
制作が進みました。先生の真剣な表情と作品に
対する真摯な姿、時にユーモアを交えたアドバ
イスは、生徒の力へとつながりました。

■第 1 回ワークショップ　　絵ろうそく店見学、アイデア図の作成（令和３年７月 26 日実施）
第１回ワークショップでは、市内にある絵ろうそく店（小澤蝋燭店、山形屋本店）を見学し、絵ろうそくの歴史、

製造工程、会津ならではの特色、人々に親しまれてきた伝統や風習を学びました。その後、生徒一人ひとりが、見
学の感想などを発表し、共有した内容を基に、アイデア図の制作を開始しました。アイデア図は宿題となり、次回
ワークショップで発表することになりました。

■第 2 回ワークショップ　　アイデア図の発表・修正（令和３年８月５日実施）
生徒たちが各々制作したアイデア図を自らプレゼンテーションし、ガラスアートのデザインやモチーフを共有し

ました。その後、グループワークにより、アイデア図をさらにブラッシュアップしていきました。
今回から第４回ワークショップまで、上越教育大学院の佐藤さんも参加し、制作を通して生徒たちに新鮮な刺激

を与えてくれました。

絵ろうそくについて学んだこと
・江戸時代から続いている伝統産業
・原料は、植物や鉱物、クジラ（動物）由来の

ものもあった
・形は、地域により異なり、会津はいかり型
・ろうそくが溶けることを蝋涙（ろうるい）と

呼び、また、花がない季節に花の絵を描き、
風情を感じていた

・ろうそくを灯すことで、明るい希望の光を感
じられる　　　　　　　　　　　　　  など
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図案制作にあたって
今回の制作活動のなかで、一番頭を悩ませたのは図案の作成でした。本企画に参加した生徒たちが協力し

て制作に挑むためには、やはり生徒自身の発想やアイデアが反映されているものでなければなりません。ま
ずは、生徒たちと一緒に会津の伝統である絵蝋燭にまつわる様々な事柄を取材した上で、本展のテーマであ
る「希望」と照らし合わせながらアイデア図を描いてもらうことにしました。

次に、個人の発想を共有していく活動として、作成したアイデア図の内容を発表してもらいました。「ろ
うそくの炎が生命を感じさせる」「灯は希望を象徴している」「ろうそくに描かれた花に四季を感じる」など、
生徒達は収集した情報とテーマを丁寧に重ね合わせていることがわかりました。また、東京オリンピックの
影響からか、聖火をつないでいくことが、未来へと希望をつないでいくことに繋がると解釈した生徒もいま
した。取材の感想からは、伝統的な製法が現代まで継承されていることや、今後私たちが繋ぎ手となってい
く未来を、その灯火に投影させているなどのコメントもありました。

　
生徒が作成してくれた図案は、どれも面白く素敵なアイデアで溢れていました。私は、それぞれの図案の

一部を誇張したり、組み合わせたりしながら、総合的に一つの図柄として成立させていきました。描かれた
アイデア全てを反映させることは叶いませんでしたが、出来る限り生徒たちから湧き出たイメージを取りこ
ぼさないように配慮しました。

結果として、絵蝋燭に描かれた四季折々に咲く花に加え、「希望」を花言葉にもつ花々を画面全体に構成し
た上で、疫病終息を祈願する赤べこ、祈りを捧げる女性、変化の象徴としての蝶、灯火をつないでいく蝋燭、
光を優しくつつむ手、灯火に照らされた道、など、様々なモチーフに意味を持たせ、病魔を払うとされる赤
色を基調に配置していきました。さらに、会津若松市が指定する鳥カッコウ、木アカマツ、花タチアオイを
加え、動植物を中心としたモチーフを構成させながら会津らしい図柄になるようまとめました。

アイデア図の発表の際、印象深く残ったのは、希望を「変化しつづけること」と解釈した生徒のコメント
でした。新型コロナの流行で、私たちの生活様式は一変し、人との接し方や距離感までも変化が強いられま
した。しかし、彼女の解釈からすれば、この不合理な変化でさえ、希望として受け入れることが肝要である
と言われたようで、大切なことを気づかされたような気がしました。これからの社会で生きる若い世代の感
性と、日常から感じられる希望を様々なモチーフに例え、表現できるよう取り組みました。

伊藤将和

画面全体に構成した花々
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中心が燃えている花

祈りを捧げる少女
変化の象徴としての蝶々

疫病終息祈願の赤べこ

花札の絵柄のようなイメージ

会津に飛来する白鳥

四季折々に咲く花

口の中に咲く花？

光にかざす手

それぞれをつなぐ
赤いリボン

灯火に照らされた道漆の葉と実

灯火を繋く蝋燭

生徒が制作したアイデア図
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まちなかアートプロジェクト２０２１
ガラスアートに挑戦

表現するということ
制作中、生徒たちの疲れが見え

てきたころ、伊藤先生から「絵を
描くって疲れるでしょう。絵を描
くことは、命を削ること。アーテ
ィストは命を削って表現している
んだよ。」と励ましの言葉がありま
した。情熱とエネルギーが融合し、
決して妥協しない伊藤先生のアー
トに対する姿勢は、制作を通して
生徒たちに伝わっていきました。

地域の方とともに制作
会津稽古堂の多くの利用者の方々が、生徒たちの一所懸命な姿や

作品の素晴らしいデザインとその迫力に足を止め、「何を作っている
の？」、「お疲れさま」、「完成を楽しみにしているね。」とあたたかい
声援を送ってくださいました。施設をよく利用するという女性は、「コ
ロナ禍で人と人との距離を保つ必要がある閉塞した昨今、子供たち
の頑張っている姿や素敵なアートで、人と人との心のつながりや交
流が生まれ、希望を感じられる」と話してくださいました。足を止
めてくださった方々の瞳は、明るく「希望」に輝いて見えました。

また、参加校の先生方も激励に訪れ、生徒と一緒に制作してくだ
さるなど、多くの方に温かく見守っていただきました。

ワークショップで決定したデザイン

■第 3 回ワークショップ　　デザイン画の決定、下図の制作（令和３年８月 10 日実施）
前回のワークショップで生まれた様々なアイデアを、講師の伊藤先生に統合していただき、デザインが決定しま

した。デザイン画発表の時、一人ひとりのアイデア図のモチーフが反映、統合された素晴らしいデザインに、生徒
たちの目が喜びに輝きました。デザイン画の中に自分のアイデアが見つかると歓声が上がりました。

いよいよ、実際にガラスへの制作がスタートです。初めに、伊藤先生が準備してくださった原寸大のカラー下絵
を屋外から窓ガラスに貼りつけ、屋内からアクリル絵の具を使い、ガラスに下絵を写しとるトレース作業を行いま
した。ガラスの厚みによる目の錯覚や慣れないガラスの質感により、ゆっくりかつ正確に筆を動かし続ける作業は、
高い集中力を要しました。絵の具は一度塗りでは色が十分にのらないため、塗り重ねていく必要がありました。絵
の下部は腰をかがめ、上部は手をあげ伸ばした体勢をキープして描く必要があり、一丸となって力戦奮闘しました。

また、はみ出してしまった部分は、カッターや筆の柄を使い削り整えながら丁寧に作業を進めました。
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■第 4 回ワークショップ　　下図の調整（令和３年８月 17 日実施）
トレース作業が完了し、彩色部分に木工用ボンドを塗布する作業です。ボンドを筆で塗り付け、ボンドが乾くと

凹凸ができ、ステンドグラスの様な風合いが生まれます。筆を置いていく様にボンドをのせていくと斑ができ、そ
れがよい質感になります。この日終わらなかった箇所は、参加可能な生徒さんに協力してもらい、翌 8 月 18 日に
も実施し、完了することができました。

■第 5 回ワークショップ　　彩色、完成（令和３年８月 23 日実施）
両校合同のワークショップは最終日を迎えました。木工用ボンドを塗布した下地に、油性ペンで最後の仕上げと

なる彩色作業を行いました。自分が出したい色を目指し、水性ペンを塗り重ね、ペンを小刻みに動かしたり、点を
重ねるように塗るなど、生徒一人ひとりがトライアル・アンド・エラーを繰り返しながら、より美しい発色を模索
しました。やり方を教えあったり、伊藤先生から助言をいただきながら粘り強く取り組み、塗り方を工夫すること
で、色の濃淡をつけることができました。この日も多くの施設利用者が立ち寄り、作品が色鮮やかに変化していく
様子に、「気持ちが明るくなって、希望と勇気が湧き、前向きな気持ちになれた。」、「女性と蝶のところが気に入った。」
など感想を話してくださり、生徒たちの励みになりました。また、参加校の先生方や室井市長も彩色作業に参加し
てくださいました。

ガラスへの制作の工夫
ガラスに直接インクをのせると色素

沈着が懸念されるため、防火用の透明
のガラスシートを貼付け、描くことに
なりました。当初、水性ペンの使用を
予定していましたが、ガラスシート上
では色が撥ねてしまうため、きれいに
発色する画材を試行錯誤し、木工用ボ
ンドを塗布した上に油性ペンで彩色す
ることになりました。

無いものは作る
油性ペンに出したい色がな

い時は、積極的に伊藤先生に
相談する姿もありました。例
えば、カッコウの色はグレー
がかった紫色の濃淡で表現す
るために、アクリル絵の具の
白・紫に木工用ボンドを混ぜ
て色を作り出しました。

悪天候の中
前夜の大雨の影響で高速道路と一般道の一部が通行止めとなり迂回路が

続く中、伊藤先生には上越市から片道４時間かけてお越しいただきました。
到着までの間、埜渡先生と浅倉先生のご指導の下、彩色作業を進めました。

ワークショップを終えて、伊藤先生から「共同作業は大変だったけれど、
このガラスアートが素晴らしい作品だということは、制作中に足を止めて
見てくださった方々の反響が証明してくれています。みんなの力を併せて、
巨大でクオリティの高い作品が出来上がりました。」と生徒たちへ労いの言
葉が贈られました。
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絵ろうそく
　 絵柄の作業工程
クリアケースに木工用ボ
ンドを塗布する

↓
乾いたら油性ペン、ガラ
ス用絵の具（ジェル状の
もの）で絵柄を描く

↓
ガラスに木工用ボンドを
塗布した上に、上記の絵
柄を貼付けする

↓
完　成

■中央を飾るろうそく箇所　　貼付け・彩色作業（一中　令和3年10月16 日、二中　10月9日実施）
5 回のワークショップを終えて、中央のろうそく箇所は透明でした。このままにするか、木工用ボンドだけ塗布

するか、白色にするか、一般参加型のワークショップにより模様を加えるか…、先生方と検討した結果、参加校の
生徒さん一人 1 本ずつ絵ろうそくの柄を制作することになりました。新学期が始まったため、各校で部活動の時間
に制作し、完成したものを持参して、貼付け作業をしました。また、前回のワークショップから 1 カ月以上が経ち
退色が進んだため、貼付け作業時に、彩色作業も行いました。中央のろうそく箇所が、会津の伝統「絵ろうそく」
へと変わり、ダイナミックな中に繊細さが加わりました。そして色を重ねて塗りなおしたことにより、色彩の鮮や
かさがより深い味わいを醸し出す作品となりました。

参加した生徒の感想
・一人ひとりが思いを込めて作ったことが分かる作品になったと思います。
・プレゼンから始まる楽しさ、わくわくした気持ちが特に記憶に残りました。自分の自由な発想を最大限に生

かすことを学びました。
・色を塗るときに、色を考えながら塗ることや塗り方を変えてみたりしたのは、絵の具を使っているときの感

覚とはまた違って面白かったです。
・会津の良さを広げたいという思いを１つにまとめました。大きな作品は制作したことがあるが、他校の生徒

と協力して作品を作ったのは初めてなので、すごく楽しかったです。
・これまで座って紙に描いていた私たちが、体を大きく動かしてガラスに描いているというその光景もとって

も素敵で、それを含めて完成形なんじゃないかなと思いました。全く違う他人同士のアイデアが一つになる
瞬間やぶっつけ本番で出す色のドキドキしてキュンとする感じや作成開始から終了までのずっと流動的でも
っともっと広がっていくんじゃないかという興奮で不安もいつの間にかふっとんでいました。

・最初はバラバラだった意見を一つにしてガラスに大きく描くとき、少し緊張したけど、とても楽しかったです。
・会津の絵ろうそくなどの歴史に改めて触れ合えて、楽しく知れたこともあって、とても楽しかったです。
・デザイン〜制作まで大変な道のりでしたが、いい作品が出来て良かったです。夜通る人は幸せになれるガラ

スアートだし、この絵で１日でも早い新型コロナ退治を願いたいです。
・絵を描く楽しさを学びました。中央に並んで輪っかになっている絵ろうそくが神秘的です。
・今までやったことのない作業で色んなことが体験できたし、ガラスアートの難しさがよく分かりました。真

ん中の大きな手で何か開くような包むようなところがすごく魅力的だと思います。
・赤いリボンで作品全体を包み込むような優しい雰囲気の作品に仕上げられたと思います。
　
第一中学校美術部顧問　埜渡さえ子先生

二中さんと合同で制作したことが、生徒たちにとってもいい刺激になったと思います。
　
第二中学校美術部顧問　浅倉佐知子先生

希望　─ＨＯＰＥ─のテーマのもと活動してきましたが、制作の回数を重ねるごとに生徒たちが少しずつ変
化していく姿こそが希望であったと思います。
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「ガラスアートに挑戦」の制作にあたって
絵蝋燭に描かれている絵柄に花が多いのは、仏花に乏しくなる冬の季節においても、仏壇を華や

かに彩るといった意味があるのだそうです。雪が降る会津の風土や、先祖に対する敬虔な想いから
生み出された優しい絵柄です。

私が提案する共同制作は、現地取材を活動の起点としています。なぜなら（私も含め）生徒たちが、
経験を通して地域の文化について学び、生活と物づくりの関係を見つめ直す機会にしたいと思うか
らです。今回も取材から得られた様々な知識や経験を、「希望」というテーマにどのように結びつ
けていくのか、生徒自身が能動的に考えていく場にしたいと思いました。

今年で三回目を迎えた中学生との共同制作の活動は新たな進化を遂げました。これまでは一つの
学校との連携でしたが、今回は若松一中と若松二中の美術部の生徒たちが本企画に参加してくれま
した。同じ市内の中学とは言え、交流の機会が少ない美術部同士が協力しながら一つの作品を作り
上げる活動です。おそらく参加した生徒たちは不安や戸惑いが多かったことと思います。しかし、
会津の伝統的な絵蝋燭を一緒に学ぶ活動や、取材した事柄を元に話し合いを重ね、テーマに照らし
合わせる活動などでは、私の想像した以上に活発なものになりました。

共同制作の意義とは、自分一人では為し得ないほどの大きさや完成度の高い作品を作れることや、
協力しあうことで互いに刺激を受けたり、与えたりしながら豊かな表現を生み出せることが挙げら
れます。しかし、感染防止が優先される時世であれば尚更に、共同での作業はその機会は豊富とは
言えませんでした。アーティストと中学生との共同制作の本質を守りながら、その上で安全に活動
できる内容と方法について検討を重ね、ガラスアートの企画は進行していきました。

稽古堂入口正面のガラスに、油性ペンによって色彩を施しました。制作中には多くの市民の方が
興味深そうにその様子を見守ってくださりました。中には手伝ってくれる方もいらっしゃいました。
まさしく地域の方を巻き込んだ共同制作になりました。

完成した作品は、光を優しく透過するので、図柄が輝いて見えます。夜になると、建物内の光に
照らされ、外から見るとまた違った風合いになりました。

取材協力いただいた蝋燭店では、芯材を溶かした蝋にひたすこと繰り返すことで徐々に太くし、
独特な形状に仕上げられることや、全て職人の手作業で行っているなど、絵蝋燭にまつわる様々な
ことを深く知ることができました。みんなと協力し一つの作品を仕上げる過程のなかで、それぞれ
の思いを繋いでいくことの大切さを知る機会になったと思います。

本企画に多大なご協力をいただいた、若松一中埜渡先生、若松二中浅倉先生、ならびに会津若松
市文化課のみなさま、取材協力いただいた小澤蝋燭店さま、山形屋本店さまに感謝申し上げます。

伊藤将和
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市が収蔵する美術作品から、会津若松市出身で日本の水彩画の歴史に大きな足跡を残した「渡部菊二」にスポッ
トを当てた企画展を開催しました。市収蔵の全 20 作品の展示と併せて、《花園風景》、《日蝕》、《夏》の３作品はデ
ジタル動画で展示しました。当時から高い評価を受けた、水彩画特有の明快な色彩にモダンな構成を備えた作品の
数々を紹介しました。

協力　斎藤清美術館　学芸員　伊藤たまき

みづゑのまち　渡部菊二展 期間 11月 9 日（火）～ 
　  11月 23 日（火・祝）

会場 会津若松市歴史資料 
　　センターまなべこ
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渡部 菊二（1907 − 47）
1907 年、会津若松市に生まれる。会津中学校（現：福島県立会津高校）を卒業後、市内の小学校で代用

教員をしながらほぼ独学で水彩画の制作に励み、1931 年第 18 回日本水彩画会展に出品した《花園風景》で
初入選する。1933 年すでに水彩画家として活躍していた同郷の春日部たすくを頼って上京。以降白日会や
日本水彩画会などで入選を重ね、1936 年昭和 11 年文展で入選した《日蝕》で、新進の水彩画家としての地位
を確立する。1945 年疎開のため帰郷するも、この頃から体調が悪化、1947 年そのまま当地で逝去。享年 40。
人物、特に女性像に優れた作品が多い。斬新かつ幾何学的な構図と、補色を巧みに取り入れた鮮やかな色彩
による、理知的で明朗な画面に、みずみずしい詩情を織り込んだ独自のイメージは、今もなお鮮烈な印象を
放っている。さらに、春日部らとともに現在も有数の公募団体である水彩連盟（1940 年─）を結成するなど、
日本水彩画史に残した功績は大きい。

花園風景　1931 年 日蝕　1936 年 夏　1941 年

デジタル動画で紹介した作品
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日本画アーティスト川合南菜子氏と上越教育大学伊藤将和准教授を講師に、2019 年の子どもたちとアーティス
トによる特別企画で制作した本作品について、アンコール企画として再展示しました。

協力 会津若松市立第一中学校、川合南菜子、上越教育大学　伊藤将和准教授

作品のみどころ
市立第一中学校美術部の皆さんにとっては、この企画を通じて、自分たちのまち、白虎通り周辺

にはこんな場所があったんだ！という発見がたくさんあったようです。
現地調査に行った会津若松駅と蚕養国神社、2018 年に制作した大町中央公園のベンチやさざえ堂、

また、現在のまちの姿だけでなく、競馬場や蚕養窯など、かつてこの近くにあったものも時代を越
えて描かれていたり、駅周辺には花火も描かれています。

さらに、たくさんの「人」も描かれています。例えば、第一中学校の校庭を走っているのは美術
部の生徒でしょうか。さざえ堂近くの雲の上には講師の川合先生、大町中央公園には講師の伊藤先
生がいるようです。駅にもたくさんの人がいます。白虎通りを歩くのは会津藩公行列で、綾瀬はる
かさんもいます。

他にも、大塚山古墳には三角縁神獣鏡、競馬場で先頭を走っているのは赤べこ？見れば見るほど
おもしろい絵になっています。

制作について
2019 年６月から９月中旬まで、

計 10 回のワークショップを開催
し、作品が完成しました。

Ｆ 4 サイズ（33.3cm × 24.2cm）
のパネル 26 枚をつなぎ合わせて
作成し、黒の筆ペンとボールペン

（0.5mm・0.3mm）で描かれてい
ます。

アンコール展示企画
会津の鳥瞰図
〜空からみたわたしたちのまち〜

期間 10 月 2 日（土）～ 
　　11月 3 日（水・祝）

会場 會津稽古堂１階 
　みちくさギャラリー
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障がいのある方々が制作した作品を紹介する作品展を開催しました。

主催 会津若松市地域自立支援協議会（事務局：会津若松市障がい者支援課内）

ライバル対決：石原和幸

美味しそうなスイーツはいかが：佐藤　愛

COLORFUL

南の島：西山貴子

障がい福祉サービス事業所コパン

COLORFUL

障がい者アート展 期間 10 月 2 日（土）～ 
　　　　 10 月 8 日（金）

会場 会津若松市文化センター
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自立支援事業所 くれよん

障がい者支援施設 アガッセ

りんどうの家

自立支援事業所 こっとん

障がい者支援施設 アガッセ
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伝統ある会津美術協会による、日本画、洋画、彫塑、工芸、書の会員の近作が一堂に会する展覧会を開催しました。

主催 会津美術協会

第58回会津美術協会展 期間 10 月 20 日（水）～ 
　　　 10 月 24 日（日）

会場 会津若松市文化センター
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戊辰戦争で籠城戦を経験した会津の歴史に、コロナ禍で戦う現在を重ね合わせ、会津若松だからこそできる、誰
でも参加できる、はがきサイズの公募作品展を開催しました。

子どもから大人まで、823 名から「がんばろう城アート」が届き、アートの力で元気を発信する作品の数々をご
紹介しました。

主催　会津美術協会

第２回會津発信
ろう城アート展

期間 10 月 30 日（土）～11月 3 日（水・祝）
会場 會津稽古堂市民ギャラリー
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「人に添う　心に添う」大切なものを納める箱…厨子。アルテマイスター独自の意匠から生まれた「厨子」や
漆芸・木工芸の芸術性を求める社員の作品とのコラボレーション展を開催しました。また、日本を代表するインテ
リアデザイナー内田繁氏の茶室とともに、忙しい日々の中に、思いをはせる場所として厨子のある暮らしを紹介し
ました。

協力　アルテマイスター（株式会社　保志）

アルテマイスターの
厨子と工芸

期間 10 月 20 日（水）～ 
　　　　　11月 3 日（水・祝）

会場 スペース・アルテマイスター
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漆の出前講座 開催日・会場 ① 7 月 12 日（月）　行仁小学校
 ② 7 月 19 日（月）　第二中学校

会津大学短期大学部（地域活性化センター）の井波教授の協力のもと、市内小中学校で伝統産業である会津漆器
と原料となるウルシについての出前講座を開催しました。ウルシとは何か、ウルシや会津漆器の歴史をクイズを交
えながらお話しいただき、漆器の産地である会津若松市についての理解を深めてもらいました。

協力 会津大学短期大学部（地域活性化センター）井波　純

行仁小学校　5 年生

第二中学校　1 年生
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ウルシ植樹体験 開催日　11月18 日（木）
会　場　会津若松市大戸町上三寄南原地内

会津若松市農林課と連携し、地元の会津大学短期大学部で漆工芸を学んでいる学生を対象に、新たなウルシ団地
整備を目指している大戸町南原地内にウルシ苗木の植樹体験を実施しました。

連携 会津若松市農林課

ウルシ団地の整備について説明

ウルシ苗の植樹方法の説明 植樹体験
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会津蒔絵ピアノ「花明かり」演奏会と
市収蔵美術作品展

開催日　10 月10 日（日）
会　場　会津若松市議場

会津蒔絵ピアノ「花明かり」は（株）ユリクリエイトの依頼を受けた会津漆器職人の八木由紀子氏により制作さ
れました。10 月 10 日に「花明かり」の披露と漆塗りのヴァイオリンともコラボした演奏会を会津若松市議場で開
催し、当日は花をテーマにした市収蔵美術作品もご覧いただきました。

協力　八木由紀子、（株）ユリクリエイト、会津大学短期大学部、一般社団法人世田谷音楽指導者協会、 
ユリミュージックキャンパス

八木由紀子氏による解説

会津蒔絵ピアノ「花明かり」

市収蔵作品の展示

84

イ
ベ
ン
ト



漆塗りヴァイオリンの紹介 演奏者の皆さん

演奏の様子
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まなべこツアー 開催日と参加学校	 ① 10 月 05 日（火）　永和小学校
  ② 10 月 06 日（水）　河東学園
  ③ 10 月 07 日（木）　鶴城小学校
  ④ 10 月 12 日（火）　城西小学校①
  ⑤ 10 月 13 日（水）　日新小学校
  ⑥ 10 月 14 日（木）　謹教小学校
  ⑦ 10 月 21 日（木）　門田小学校①②
  ⑧ 10 月 26 日（火）　大戸小学校
  ⑨ 10 月 27 日（水）　城西小学校②
  ⑩ 10 月 28 日（木）　荒舘小学校
会場	 会津若松市歴史資料センターまなべこ　企画展示室

あいづっこ人材育成プロジェクト事業の「まなべこツアー」として、市内小学校６年生が会津若松市歴史資料セ
ンターまなべこを訪れ、会津漆器協同組合青年部の作品をはじめ展示作品を見学しました。各回、講師として会津
漆器協同組合青年部の皆さんに会津漆器の歴史とともに作品の解説をいただきました。

協力 会津漆器協同組合青年部

鶴城小学校

永和小学校

城西小学校①

河東学園
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荒舘小学校

門田小学校①

大戸小学校

日新小学校

門田小学校②

城西小学校②

謹教小学校
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自分の住みたい家を作ろう!
模型づくりワークショップ

開催日　8 月 21日（土）
会　場　會津稽古堂美術工芸スタジオ

市内の小学生親子６組が参加し、建築士さんと一緒に自分の住みたい理想の家の模型づくりを体験しました。
６組の家を合わせるとデンマークの有名な円形住宅地（コロニヘーヴ）のような美しい街並みが生まれました。

主催　福島県建築士会会津支部
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市内の中学校を対象に、子どもたちにとって身近な「黒板」を活用したアート作品を募集し、６校（18グループ※）
から迫力の作品の数々が集まりました。

参加校　会津若松市立第一中学校、第二中学校、第三中学校、一箕中学校、福島県立会津学鳳中学校、 
会津若松ザベリオ学園中学校

協力（審査・作品提供）　福島県立会津学鳳高等学校美術部
テーマ　「ＨＯＰＥ　─希望─」

黒板シートでアートコンテスト 開催日　2022 年１月17 日（月）～３月中旬
会　場　會津稽古堂１階みちくさギャラリー
表彰式　１月 30 日（日）　會津稽古堂

※ 18 グループのうち、１グループは
期限までに作品の提出が間に合わ
なかったため掲載しておりません。

■最優秀賞　ウェーイ!! ( 会津学鳳中学校 )

今まで様々な困難を乗り越えてきた、
　　会津の伝統たちが集う「十日市」―
新年十日市を通う風、
　　　　どこからか響く笑う声。
誰かと盃を交わせる日を待ちながら、
　　　　未来への希望とともに赤べこは歩み出す。
　　　　　　　　　何回も起き上がりながら…

■優秀賞　４色団子 (第二中学校)

海にいる生き物達が悠々と生きている姿と希望を合わせて描
きました。空にも鳥を飛ばしたり、グラデーションにしたりし
ました。

水しぶきの透明感を出しました。
マンタとイルカとカメを黒で表現することで立体感を出しま

した。マンタは広い海を自由に泳ぐ存在です。
美しい夕焼けが明日への希望を表しています。

■優秀賞　ｗｏｏｄｅｓ(会津学鳳中学校)

主人公は絶望の中から抜け出そうと希望を求めて手をのばし
ている。

黒いフレームは絶望を表していて、希望をよりひきたたせる
ためである。野原に広がるシロツメクサ（クローバー）の花言
葉は「希望」や「幸福」という意味があり、それらが一面に広
がっていることから希望が広がっていることを表す。

太陽から出た結晶は、太陽からの希望のかけらであり、主人
公はそれを得ようとしている欲望により手が力を入れて骨ばっ
ている。

■優秀賞　フレッシュ１年生チーム (第二中学校)

この作品は、海の中で人が懐中電灯で海の中をてらしていて、
てらされている所は、きれいな海の生き物などがいて、てらさ
れていない所は、ゴミや汚れている水を表現して、その中でも
たくましく生きているクジラを描きました。

私たちは、「未来をてらす希望の光」をテーマに描いてきま
した。

綿棒を使って細かい所まで描きました。
クジラの迫力をだしたり、水の汚い部分をどうやって色を重

ねると汚い感じがでるかなと考えながら描きました。
懐中電灯や手なども立体感をだせるように描きました。
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ｂｌａｃｋ　ｂｏａｒｄ
(一箕中学校)

華咲く黒板
(一箕中学校)

ｆｉｎｅ　ａｒｔ
(第三中学校)

ｉｎ　ｂｌａｃｋ
(第三中学校)

マツマイ・ツクリ・
チェヒラ・アケボノタケ
(第一中学校)

くりきんとん
(第一中学校)

チーム「ＴＫＧ」
(会津若松ザベリオ学園中学校)

チーム「ＢＮＫ」
(会津若松ザベリオ学園中学校)
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チーム「エンジュル田中」
(会津若松ザベリオ学園中学校)

ＡＳＭＲ (会津学鳳中学校)

森のくまさん
(会津学鳳中学校)

ｆｉｖｅ　ぱぷりか (会津学鳳中学校)

ｆｉｓｈ
(第二中学校)

■作品提供　会津学鳳高校美術部

会津学鳳高校① 会津学鳳高校② 会津学鳳高校③

総評　福島県立会津学鳳高校（美術部顧問）　丸山弘樹先生
参加校各チームとも、「HOPE 〜 希望」という難しい

テーマをとても想像力豊かに表現してくれました。 花、
海、太陽、子供、動物、縁起物など、みなさんが「希望
の象徴」として選んだモチーフは、どれも観る人の心に
訴える力に満ちています。 日頃描き慣れている画材とは
異なり、黒板シートにチョークで描くことはとても難し
かったことでしょう。画面から、みなさんの苦心の跡が
伝わってきます。 でも、その苦心してチョークを重ねた
画面は迫力に満ちており、「これぞアートだ！」と言い
たい力作ぞろいでした。 審査にあたった会津学鳳高校美
術部員５名は、悩みに悩んで作品を見比べ、慎重に審査
しました。私の目で判断しても、作品群に甲乙は付け難
いと思いました。 チーム競技である黒板アートには、メ
ンバー同士を結びつけ、成長させてくれる不思議な力が
あります。 黒板シート・アートに取り組んでくれたみな
さんが、そんな不思議な力を感じてくれたら幸いです。
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展示会場一覧（会津・漆の芸術祭）
No. 会場名 展示内容・期間 協力

1 ギャラリーアブドゥ うるし　その可能性と未来
期間	 10月2日（土）～11月3日（水・祝）

東京藝術大学、富山大学、宇都宮大学、金沢美術
工芸大学、沖縄県立芸術大学

2 会津若松市歴史資料センター
まなべこ　企画展示室

うるし　その可能性と未来
起き上がり小法師プロジェクト
期間	 10月5日（火）～11月3日（水・祝）

東北芸術工科大学、筑波大学、宇都宮大学、秋田
公立美術大学、会津大学短期大学部、いらはらみ
つみ他

3 松本家蔵 うるし　その可能性と未来
期間	 10月2日（土）～11月3日（水・祝）

広島市立大学、東京藝術大学、富山大学、京都市
立芸術大学

4 会津若松市文化センター
展示室兼会議室

第５7回会津工芸新生会展
期間	 10月2日（土）～10月 8日（金）

会津工芸新生会

5 スペース・アルテマイスター 須藤靖典作品展－巡る－
期間	 10月2日（土）～10月17日（日）

須藤靖典、スペース・アルテマイスター

6 会津若松市歴史資料センター
まなべこ　企画展示室

若い作り手による作品展示
会津漆器　野点茶道具加飾プロジェクト
県展受賞作品
期間	 10月5日（火）～11月3日（水・祝）

会津漆器協同組合青年部
幅夏美、吾子可苗、原朋弥

7 会津若松市議場 会津蒔絵ピアノ「花明かり」演奏会と市収蔵美
術作品展
期間	 10月10 日（日）

八木由紀子、（株）ユリクリエイト、会津大学短期大
学部、一般社団法人世田谷音楽指導者協会、ユリ
ミュージックキャンパス

展示会場一覧（まちなかピナコテカ）
No. 会場名 展示内容・期間 協力

1 七日町パティオ なかにわ美術館で待ちあわせ
－会津若松ではぐくむ・美術館がある風景－
期間	 11月13日（土）～11月28日（日）

共催：社会福祉法人安積愛育園はじまりの
美術館
協力：七日町通りまちなみ協議会、社会福
祉法人会津療育会障がい者支援施設アガ
ッセ、
大関小夜子、川合南菜子、佐藤明宏、髙橋
克幸、馬場誠三、halo、鉾井喬、水野由美

2 會津稽古堂
多目的ホール

新しい AIZU の美術展
期間	 10月 8日（金）～10月12日（火）

主催：公益財団法人会津若松文化振興財団
会津・福島県ゆかりの作家13 名：浅野英明、
安齋歩見、金澤文利、久保木桂子、小林弘和、
小松太志、近藤賢、星章寛、山﨑嵩雲、山谷七栄、
油井琢心、吉田江里、渡部麗幸

3 會津稽古堂
市民ギャラリー

若い感性から生まれた作品たち～U-18 の作品展～
期間	 10月 8日（金）～10月12日（火）

会津高等学校、葵高等学校、会津学鳳高
等学校、会津工業高等学校、会津支援学校、
会津若松ザベリオ学園高等学校

4 會津稽古堂
１階東側窓ガラス

子どもたちとアーティストによる特別企画「ガラスアート
に挑戦」
期間	 10月2日（土）～11月3日（水・祝）

会津若松市立第一中学校美術部、会津若
松市立第二中学校美術部、上越教育大学	
准教授	伊藤将和

5 会津若松市歴史資料センター
まなべこ　企画展示室

会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展
期間	 11月 9日（火）～11月23日（火・祝）

斎藤清美術館	学芸員	伊藤たまき

6 會津稽古堂
１階みちくさギャラリー

あいづまちなかアート　アンコール展示企画「会津の鳥
瞰図～空からみたわたしたちのまち～」
期間	 10月2日（土）～11月3日（水・祝）

会津若松市立第一中学校、川合南菜子、
上越教育大学	准教授	伊藤将和

7 会津若松市文化センター
特設展示場

障がい者アート展
期間	 10月2日（土）～10月 8日（金）

会津若松市地域自立支援協議会

8 会津若松市文化センター 第 58 回会津美術協会展
期間	 10月20 日（水）～10月24日（日）

会津美術協会

9 會津稽古堂
市民ギャラリー

第 2回會津発信ろう城アート展
期間	 10月30 日（土）～11月3日（水・祝）

会津美術協会

10 スペース・アルテマイスター アルテマイスターの厨子と工芸
期間	 10月20 日（水）～11月3日（水・祝）

アルテマイスター（株式会社保志）
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あいづまちなかアートプロジェクト2021 出品作品一覧
No. 氏名 作品名 所属 展示名 展示会場 ページ

1 小椋　範彦 蒔絵パネル「VENEZIA」 東京藝術大学（教授） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 6

2 青木　宏憧 守箱　青い鳥 東京藝術大学（准教授） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 6

3 田中舘　亜美 乾漆盤「のびみのり」 東京藝術大学（テクニカルイ
ンストラクター） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 7

4 佐々木　岳人 暁に光る　－雛菊－ 東京藝術大学（テクニカルイ
ンストラクター） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 7

5 齊藤　晴之 始まりの風景 富山大学（教授） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 8

6 高橋　誠一 流漆彩大皿 富山大学（教授） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 8

7 小川　太郎 沖つ波高杯 富山大学（講師） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 9

8 しんたに　ひとみ 乾漆象虫飾箱 富山大学（特命助教） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 9

9 松島　さくら子 inherent	elements	Ⅲ 宇都宮大学	（教授） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 10

10 増山　明恵 宇宙の卵 宇都宮大学	（OG） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 10

11 星　温美 宿り木 宇都宮大学	（OG） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 10

12 阿久津　まみ 天真焔童子 宇都宮大学	（OG） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 10

13 邱嘉文 飛べる瞬間 金沢美術工芸大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 11

14 新美　える結 いつか花開く 金沢美術工芸大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 11

15 多賀　直 渺渺 金沢美術工芸大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 11

16 李逸琰 乾漆朱塗酒器「秋波」 金沢美術工芸大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 11

17 松崎　森平 乾漆螺鈿箱「移りゆく」 沖縄県立芸術大学	（講師） うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 12

18 養父　清香 「美ら海」 沖縄県立芸術大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 12

19 又吉　紘士 女郎蜘蛛 沖縄県立芸術大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 12

20 宮平　京弥 紅灯 沖縄県立芸術大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 12

21 知花　みのり yet 沖縄県立芸術大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 12

22 島袋　郁弥 波の緒 沖縄県立芸術大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 13

23 高嶺　瑞貴 乾漆器　葉 沖縄県立芸術大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 13

24 前田　美海 乾漆皿「たなごころ」 沖縄県立芸術大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 13

25 内村　介柊、野口　萌花
吉田　舜乃 琉球漆芸（堆錦・沈金・箔絵・密陀絵） 沖縄県立芸術大学	 うるし　その可能性と未来 ギャラリー・アブドゥ 13

26 斎藤　睦姫 寄り添い 東北芸術工科大学	 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 14

27 髙橋　あみ 雨音 東北芸術工科大学	 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 14

28 宮原　克人 アザミ 筑波大学（准教授） うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 15

29 玉木　希未 虚 筑波大学 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 15

30 高橋　呼春 刻む 筑波大学 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 15

31 齋木　麻由 橙色の追憶 筑波大学 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 15

32 六角　春香 ☆魔法少女☆ 宇都宮大学	 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 16

33 李　夢涵 海上生明月 宇都宮大学	 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 16

34 熊谷　晃 変塗蒔絵螺鈿箱「ミヤマリンドウ」 秋田公立美術大学	（准教授） うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 16

35 いらはら　みつみ 海の向こうに 漆芸作家 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 16

36 井波　純 胎擁器 会津大学短期大学部（教授） うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 17

37 星　安莉 盲亀の浮木 会津大学短期大学部 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 17

38 新野　遥 描き出す世界 会津大学短期大学部 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 17

39 星　鈴音 礎 会津大学短期大学部 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 17

40 星　知里 箱庭 会津大学短期大学部 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 17

41 笠間　太呂 SEI － ALIFE 会津大学短期大学部 うるし　その可能性と未来 会津若松市歴史資料センターまなべこ 17

42 趙　逸凡 Essence-1 広島市立大学	 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 18

43 張　敏 『繭を破る』 広島市立大学	 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 18

44 封　帆 漆紗ブレスレット 広島市立大学	 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 19

45 任　金来 苔生す 広島市立大学	 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 19

46 中井　彩瑛 FILTERS	NECKLACE 広島市立大学	 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 19

47 下村　祐介 紅葉皿 広島市立大学	 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 19
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48 張　敏 『域』 広島市立大学	 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 19

49 青木　伸介 知性の器 広島市立大学	（講師） うるし　その可能性と未来 松本家蔵 20

50 藤田　薫 drawing 広島市立大学	（非常勤助教） うるし　その可能性と未来 松本家蔵 20

51 伊藤　ミナ子 Lotus	- 雅 - 東京藝術大学（教育研究助手） うるし　その可能性と未来 松本家蔵 20

52 新井　寛生 秋桜蒔絵額 東京藝術大学（教育研究助手） うるし　その可能性と未来 松本家蔵 20

53 酒井　日向 萩と鹿 富山大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 21

54 林　倩 お願い 富山大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 21

55 辻　秀香 花の風景 富山大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 21

56 古澤　美奈 螺鈿八角箱「遊」 富山大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 22

57 小林　愛花 ぺんぎんの興味 富山大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 22

58 袁　星来 鯤 富山大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 22

59 加藤　由実 assimilate 富山大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 22

60 堀口　史帆 Arabesque 京都市立芸術大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 23

61 小峰　花香 夜の王 京都市立芸術大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 23

62 大矢　一成 風を盛る（東風・西風・南風・北風） 京都市立芸術大学（准教授） うるし　その可能性と未来 松本家蔵 23

63 野津　果音 Bamboo	chips	2 京都市立芸術大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 23

64 荒木　颯太 赤べー 京都市立芸術大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 24

65 呉　 雲隠れⅠ 京都市立芸術大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 24

66 河合　桂 Talisman 京都市立芸術大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 24

67 山西　なつ美 おひさま 京都市立芸術大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 24

68 吉田　有希 おうさまペンギン 京都市立芸術大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 25

69 永田　充 view 京都市立芸術大学 うるし　その可能性と未来 松本家蔵 25

70 安井　友幸 刻 2021 京都市立芸術大学（教授） うるし　その可能性と未来 松本家蔵 25

71 会津大学短期大学部の皆さん 起き上がり小法師 会津大学短期大学部 起き上がり小法師プロジェクト 会津若松市歴史資料センターまなべこ 26

72 宇都宮大学の皆さん 起き上がり小法師 宇都宮大学 起き上がり小法師プロジェクト 会津若松市歴史資料センターまなべこ 26

73 広島市立大学の皆さん 起き上がり小法師 広島市立大学 起き上がり小法師プロジェクト 会津若松市歴史資料センターまなべこ 26

74 沖縄県立芸術大学の皆さん 起き上がり小法師 沖縄県立芸術大学 起き上がり小法師プロジェクト 会津若松市歴史資料センターまなべこ 27

75 京都市立芸術大学の皆さん 起き上がり小法師 京都市立芸術大学 起き上がり小法師プロジェクト 会津若松市歴史資料センターまなべこ 27

76 東北芸術工科大学の皆さん 起き上がり小法師 東北芸術工科大学 起き上がり小法師プロジェクト 会津若松市歴史資料センターまなべこ 27

77 富山大学の皆さん 起き上がり小法師 富山大学 起き上がり小法師プロジェクト 会津若松市歴史資料センターまなべこ 27

78 井波　純 千両蒔絵飾皿 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 28

79 大澤　周一 彩縁盛器1 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 28

80 大澤　周一 山女魚図椀　２客 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 28

81 大澤　周一 汁椀　２客 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 28

82 大澤　周一 角皿　２枚 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

83 大竹　信一 宝相華文ボトル 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

84 大竹　信一 乾漆そば猪口 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

85 大竹　信一 唐草文杯 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

86 大竹　信一 彩乾漆盃 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

87 大竹　信一 ぐい呑み「鳳凰」 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

88 大森　茂光 堆朱文庫 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

89 大森　茂光 運び器　塗り分け 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

90 大森　茂光 短冊箱黒塗 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

91 大森　茂光 進物盆堆朱 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 29

92 大和田　康文 結 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 30

93 賀川　義宜 桜盛皿　1枚 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 30

94 後庵野　かおり 有線七宝蓋物「枝先に青」 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 30

95 国分　幸一 六角乾漆鉢 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 30

96 小林　弘和 ぐい呑み　３ケ 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 30
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97 小松　茂夫 乾漆片口　会津絵 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 30

98 小松　茂夫 乾漆片口　A 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 30

99 小松　茂夫 乾漆片口　B 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 30

100 小松　茂夫 乾漆ぐい呑み 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 30

101 佐藤　達夫 乾漆蒔絵文箱「立葵」 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

102 佐藤　達夫 引目黒水指 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

103 佐藤　達夫 布目白片口 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

104 佐藤　達夫 白酒盃 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

105 佐藤　達夫 螺鈿猪口 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

106 佐竹　敦夫 染付草花文コーヒー碗と皿　 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

107 佐竹　敦夫 色絵椿文　蝶皿 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

108 佐竹　伸也 作品　1 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

109 佐竹　伸也 作品　2 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

110 佐竹　伸也 作品　3 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

111 佐竹　伸也 作品　4 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

112 佐竹　伸也 作品　5 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

113 佐竹　伸也 作品　6 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 31

114 照井　克弘 春を待つ 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 32

115 照井　克弘 花丸 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 32

116 坂内　憲勝 うるし額　「森の譜より」 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 32

117 坂内　憲勝 うるし額　「ホオズキ」 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 32

118 坂内　憲勝 銘々皿　「ほおずき」 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 32

119 坂内　憲勝 乾漆オブジェ「木漏れ日あびて」　2020 年
日展出品 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 32

120 坂内　憲勝 うるしパネル　三つの果実 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 32

121 渡辺　雅旺 響碧（オブジェ） 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 33

122 渡辺　雅旺 赫曜（壺） 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 33

123 渡辺　雅旺 耳付カップ 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 33

124 渡辺　雅旺 額皿（鳥） 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 33

125 渡辺　雅旺 山麓の雪どけ 会津工芸新生会 第 57 回会津工芸新生会展 会津若松市文化センター 33

126 須藤　靖典 蒔絵　漆箱	「継」 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 34

127 須藤　靖典 乾漆　平文蒔絵漆箱　「慕」 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 34

128 須藤　靖典 乾漆　蒔絵箱	「解」 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 34

129 須藤　靖典 蒔絵　漆箱「時」 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 34

130 須藤　靖典 蒔絵　漆箱「凍」 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 34

131 須藤　靖典 葡萄蒔絵祭壇 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 35

132 須藤　靖典 乾漆　蒔絵漆箱「畔道」 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 35

133 須藤　靖典 乾漆消金蒔絵聖水盤 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 35

134 須藤　靖典 乾漆		蒔絵漆箱「照」 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 35

135 須藤　靖典 蒔絵　漆箱「悠」 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 35

136 須藤　靖典 蒔絵　漆箱「育む」 個人参加 須藤靖典作品展－巡る－ スペース・アルテマイスター 35

137 会津漆器協同組合青年部 会津漆器野点茶道具一式 会津漆器協同組合 若い作り手による作品展示
会津漆器　野点茶道具加飾プロジェクトの展示 会津若松市歴史資料センターまなべこ 36

138 幅　夏美 蒔絵飾皿　世界美女 個人参加 若い作り手による作品展示
県展受賞作品の展示 会津若松市歴史資料センターまなべこ 37

139 吾子　可苗 Lily 個人参加 若い作り手による作品展示
県展受賞作品の展示 会津若松市歴史資料センターまなべこ 37

140 原　朋弥 乾漆蒔絵漆箱「月夜」 個人参加 若い作り手による作品展示
県展受賞作品の展示 会津若松市歴史資料センターまなべこ 37

141 halo ghosts	and	flowers 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ屋外展示 38～ 47

142 髙橋　克幸 Go	meet	strangers 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ屋外展示 38～ 47

143 鉾井　喬 Coexistence	of	energy	and	nature 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ屋外展示 38～ 47

144 水野　由美 さよならがいえるまで 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

145 水野　由美 起きやがる小法師 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47
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146 水野　由美 しがらみからの解放 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

147 水野　由美 get	over	myself 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

148 水野　由美 畏怖からうまれたアイデア 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

149 水野　由美 せんぺんばんか（千変万化） 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

150 水野　由美 喜怒哀楽～ GOD ～ 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

151 水野　由美 self	control 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

152 水野　由美 最高のおめかし 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

153 水野　由美 じぶんはじぶん 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

154 水野　由美 ワラガミサマ 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

155 水野　由美 はじめはだれでもこわいもの 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

156 水野　由美 idea 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

157 水野　由美 untitled 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

158 水野　由美 劣等感の塊 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

159 水野　由美 untitled 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

160 水野　由美 遠回りの先の先 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

161 水野　由美 untitled 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

162 水野　由美 untitled 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

163 水野　由美 It's　Okey 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

164 水野　由美 そろそろいくね 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

165 水野　由美 見栄からでた錆 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

166 halo ghosts	and	flowers 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ1号館 38～ 47

167 髙橋　克幸 交差点 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ2号館 38～ 47

168 髙橋　克幸 waiting	time 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ2号館 38～ 47

169 髙橋　克幸 地球がくれたポエム 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ2号館 38～ 47

170 馬場　誠三 「ミニモアイ美術館」 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ3号館 38～ 47

171 佐藤　明宏 福寿草	～早春の輝き～ 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

172 佐藤　明宏 オダマキの春 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

173 佐藤　明宏 棒掛けの秋 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

174 佐藤　明宏 歳の神 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

175 佐藤　明宏 晩秋 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

176 佐藤　明宏 薔薇園にて 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

177 佐藤　明宏 冬季山岳救助訓練 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

178 大関　小夜子 無題 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

179 川合　南菜子 縄張り 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

180 川合　南菜子 喧騒に浸かる 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

181 川合　南菜子 乾きと油 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

182 川合　南菜子 小田付版鳥瞰図 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

183 川合　南菜子 美術館建立妄想絵巻 個人参加 なかにわ美術館で待ちあわせ 七日町パティオ4号館 38～ 47

184 浅野　英明 幾望 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 49

185 久保木　桂子 潮の音 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 49

186 安齋　歩見 ピーナッツ戦争＃30 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 49

187 安齋　歩見 ピーナッツ戦争＃85　旅行 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 49

188 安齋　歩見 ピーナッツ戦争＃86 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 49

189 小松　太志 湛々 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 50

190 小松　太志 漸々 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 50

191 小松　太志 淙々 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 50

192 吉田　江里 絶望を断つ光となれ 3.11～（クワガタ・カ
ブトムシ） 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 50

193 金澤　文利 身体としての霊性 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 51

194 金澤　文利 風の領分 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 51
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195 星　章寛 木の子 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 51

196 星　章寛 若い詩人 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 51

197 小林　弘和 樹想 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 52

198 小林　弘和 鬼ヶ島 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 52

199 近藤　賢 innocent　blue 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 52

200 山﨑　嵩雲 富士山 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 53

201 山﨑　嵩雲 蔵輝 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 53

202 山﨑　嵩雲 不撓不屈 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 53

203 山谷　七栄 葵 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 53

204 山谷　七栄 臨楽毅論（光明皇后） 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 53

205 山谷　七栄 萩 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 53

206 油井　琢心 袁枚詩 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 54

207 油井　琢心 呼吸 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 54

208 渡部　麗幸 春高楼 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 54

209 渡部　麗幸 天の川 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 54

210 渡部　麗幸 百人一首より 個人参加 新しいＡＩＺＵの美術展 會津稽古堂　多目的ホール 54

211 加藤　めぐみ はじめの一歩 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

212 金田　莉子 空虚 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

213 金田　莉子 波 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

214 金田　莉子 Vivid（ビビット） 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

215 金田　莉子 me 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

216 金田　莉子 宵の金木犀 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

217 木村　美月 革靴 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

218 木村　美月 スニーカー（黒と白） 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

219 木村　美月 ビニール傘 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

220 木村　美月 逝く夏 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

221 小池　沙知 脳内 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 56

222 郷野　蘭 女の子キライ 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

223 鈴木　健太 木陰の青い鳥 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

224 二瓶　友里 蛙 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

225 二瓶　友里 蛇口 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

226 二瓶　友里 白虎 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

227 橋本　真奈 習作 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

228 舟木　ひな 故郷 福島県立会津高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

229 天野　葉月 Continues（コンティニュー） 福島県立葵高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

230 荒池　乙葉 ちゃちゃこ 福島県立葵高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

231 磯目　南十星 月下美人 福島県立葵高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 57

232 遠藤　優陽 会津の味「こづゆ」 福島県立葵高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 58

233 風間　日織 散歩 福島県立葵高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 58

234 目黒　玲奈 ファッションデザイン画（コラージュ） 福島県立葵高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 58

235 赤城　琥珀 無題 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 58

236 海野　華凜 千と千尋の神隠し 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 58

237 海野　愛彩 個性 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 58

238 田山　蓉子 影 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 58

239 長谷川　楠々子 真夏の夜の女 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 58

240 皆方　媛 森 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 58

241 山口　悠花 虹のセーラー 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

242 五十嵐　みなみ 飛（とぶ） 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

243 大関　海羅 進（すすめ） 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59
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244 大竹　愛莉 夢 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

245 木村　優莉 私のお気に入り 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

246 鈴木　未来 高山樗牛のことば 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

247 鈴木　力生 豊（ゆたか） 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

248 高橋　咲貴 LOVE（ラブ） 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

249 髙橋　萌愛 颯 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

250 多勢　紫苑 鋼 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

251 坂内　ゆう 慈 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

252 坂内　ゆう 楽 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 59

253 坂内　ゆう 繋 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

254 坂内　ゆう 恵 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

255 山川　紗和 迷い 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

256 渡辺　乙羽 繋ぐ 福島県立会津学鳳高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

257 泉　日和 コーナーを攻めろ 福島県立会津工業高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

258 猪瀬　萌 くらげ 福島県立会津工業高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

259 岩澤　伯 実習室 福島県立会津工業高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

260 浦川　鈴 想像 福島県立会津工業高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

261 片桐　成 羽化 福島県立会津工業高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

262 横山　未空 無題 福島県立会津工業高等学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 60

263 大竹　流愛 貼り絵で動物を表現しよう 福島県立会津支援学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 61

264 菊地　来人 貼り絵で動物を表現しよう 福島県立会津支援学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 61

265 小関　拓実 貼り絵で動物を表現しよう 福島県立会津支援学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 61

266 権瓶　顕太朗 貼り絵で動物を表現しよう 福島県立会津支援学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 61

267 滝田　桜夜 貼り絵で動物を表現しよう 福島県立会津支援学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 61

268 真部　至音 貼り絵で動物を表現しよう 福島県立会津支援学校 若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 61

269 相田　美月 タトゥ・ダ・ルマ 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 61

270 薄上　葉月 デジタル・タトゥー 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 61

271 内川　真那 肉集 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 61

272 角山　楓華 攻略 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

273 後藤　聖佳 翠雨 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

274 近藤　乃哉 黄昏時 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

275 佐藤　靖華 深更の舞 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

276 三瓶　純恋 安眠 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

277 生江　明瑳 automate（オートメイト） 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

278 樋口　りこ 暗いペンキ 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

279 星　華月 繊細な愛 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

280 目黒　渚 翼 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

281 渡部　愛実 クラゲ 会津若松ザベリオ学園高等
学校

若い感性から生まれた作品たち
～U-18 の作品展～ 會津稽古堂　市民ギャラリー 62

282
会津若松市立第一中学校美術部
会津若松市立第二中学校美術部
上越教育大学伊藤将和准教授

希望（HOPE） 子どもたちとアーティストによる特別企
画「ガラスアートに挑戦」 會津稽古堂　１階東側窓ガラス 63～71

283 渡部　菊二 花園風景 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

284 渡部　菊二 面のある静物 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

285 渡部　菊二 赤いネクタイ 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

286 渡部　菊二 少女像 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

287 渡部　菊二 日蝕 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

288 渡部　菊二 野の少年 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

289 渡部　菊二 人々 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

290 渡部　菊二 機械工 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

291 渡部　菊二 横たわる 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

292 渡部　菊二 ジャワの娘 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73
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293 渡部　菊二 土に憩う 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

294 渡部　菊二 晩夏の女 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

295 渡部　菊二 爪を剪る女 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

296 渡部　菊二 夏 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

297 渡部　菊二 二人の女 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

298 渡部　菊二 ジャングルの旗 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

299 渡部　菊二 椅子の少女 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

300 渡部　菊二 戦国の少年 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

301 渡部　菊二 花と女 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

302 渡部　菊二 白い服の子供 会津若松市教育委員会蔵 会津若松市収蔵美術作品
みづゑのまち　渡部菊二展 会津若松市歴史資料センターまなべこ 72～73

303
会津若松市立第一中学校
川合　南菜子
上越教育大学		伊藤　将和	准教授

会津の鳥瞰図　～空からみたわたしたちのま
ち～

会津若松市立
第一中学校蔵

アンコール展示企画「会津の鳥瞰図　
～空からみたわたしたちのまち～」 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 74

304 石原　和幸 ライバル対決 相談アクティブ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

305 西山　貴子 南の島 相談アクティブ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

306 佐藤　愛 美味しそうなスイーツはいかが　 相談アクティブ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

307 中島　玲仁 未来 コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

308 黒須　美香 笑顔 コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

309 西村　紀夫 俺の世界２ コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

310 山ノ内　友未 私の世界 コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

311 小椋　咲 虹 コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

312 五十嵐　翔平 梅雨 コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

313 渡部　直美 あじさい コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

314 星野　玲子 苺とカマキリ コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

315 星野　玲子 鯉のぼり コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

316 共同作品（生活介護） 魔女の宅急便 コパン 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

317 趙　景賢 動物 COLORFUL 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

318 佐藤　愛 洋服 COLORFUL 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

319 北畠　めぐみ 可愛い小物たち COLORFUL 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

320 黒須　博 クロスアート COLORFUL 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

321 穴沢　美和子 花火 COLORFUL 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

322 矢尾板　修、山中　登志夫 兜（かぶと） COLORFUL 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

323 COLORFUL フラワーアレンジ COLORFUL 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

324 COLORFUL プリザーブドフラワー COLORFUL 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

325 濵元　真理子 ビーズの楽しみ COLORFUL 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

326 共同制作 Space	fantasy	of	earth NPO 法人あいの里
自立支援事業所くれよん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

327 共同制作 会津縁起物 NPO 法人あいの里
自立支援事業所くれよん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

328 共同制作 願い玉 NPO 法人あいの里
自立支援事業所くれよん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

329 笠原　亨 凧 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

330 佐藤　敦 凧 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

331 泉　豊文 凧 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

332 鈴木　春美 凧 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

333 中野　めぐみ 凧 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

334 金田　亜希 凧 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

335 鈴木　春美 頑張ったで賞！ NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

336 中野　めぐみ 未来の象 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

337 笠原　亨 写真家です！ NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

338 共同作品 うさぎの月見 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

339 共同作品 こっとん商店街 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

340 共同作品 秋 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76
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341 共同作品 一年の始まり NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

342 共同作品 アート作品集 NPO 法人あいの里
自立支援事業所こっとん 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

343 アガッセ生産活動班
利用者個人作品 アガッセ販売商品いろいろ 障がい者支援施設アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

344 水作 絵・詩「ふるさとのさくらんぼ」 障がい者支援施設アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

345 戸田　正博 猫のスケッチ (仮 ) 通所生活介護アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

346 金川　通 ぼくのすみたいまち 通所生活介護アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

347 金川　通 かいじゅう 通所生活介護アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

348 金川　通 ぼしんせんそう 通所生活介護アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

349 黒須　美香 手編みでリース 通所生活介護アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

350 黒須　美香 手編みでリース (シュシュストッカー ) 通所生活介護アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

351 川村　由架里 折り紙貼り絵『アマビエさま』	 障がい者支援施設アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

352 関　秀政 チラシ紙のちぎり絵　『あかべこ』	 障がい者支援施設アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

353 アガッセ
利用者共同作品 置物「アマビエさま」 障がい者支援施設アガッセ 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

354 共同作品 藤の花 りんどうの家 障がい者アート展 会津若松市文化センター 75～76

355 安部　美登利 あした 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

356 伊藤　てる子 仲良し姉妹 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

357 遠藤　良雄 裏磐梯 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

358 塩田　光顕 増長天立像 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

359 加藤　美恵子 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

360 河野　緋扇 王摩詰詩 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

361 角田　嶺月 ときごとに 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

362 菊地　玉扇 遠望 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

363 菊地　常男 日差しを求めて 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

364 吉井　信夫 初夏の流れ 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

365 近藤　雅扇 韓翃詩 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

366 五十嵐　君枝 待つひと 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

367 荒木　南枝 秋と冬の狭間 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

368 高橋　篁泉 山崎　闇　斎詩 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

369 佐々木　清子 5月の朝 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

370 佐瀬　幸廣 凡景 (ハリシュチャンドラガード ) 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

371 佐藤　愁香 春の苑 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

372 佐藤　素峰 陸奧を・・・・・ 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

373 佐藤　智子 夢 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

374 佐藤　惠子 竹藪 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

375 斎藤　信月 老笑 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

376 三城　静葩 浜田広介の詩 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

377 山谷　七栄 臨楽毅論 ( 光明皇后 ) 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

378 山田　松淵 詩経 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

379 山内　淳美 宿雲門寺閣 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

380 若杉　儀子 セロ弾き 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

381 小林　弘和 樹想 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

382 小檜山　光子 春の足音 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

383 小檜山　光子 山小屋 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

384 小堀　貞 青の中に 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

385 神田　青峰 七言二句 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

386 杉原　竹水 登岳陽楼（刻字） 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

387 菅井　藤月 季疑が幽居に題す 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

388 菅家　恵扇 楽 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

389 菅家　文作 逢えた日 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78
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390 菅野　文代 布沢の奇岩 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

391 成田　桃園 鸛 (こうのとり) 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

392 星　慧舟 賈島詩 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

393 星　香月 炎陽 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

394 星　翠光 千載余情宥 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

395 星　陽子 玉梨温泉 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

396 石山　信子 しらべ 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

397 石田　英雄 春の隣 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

398 村田　桂華 玄寂 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

499 大谷　磐雨 酒聖 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

400 滝澤　史清 憧 (あこがれ ) 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

401 谷内　孝則 2019. 三島 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

402 朝倉　素岳 五言二句 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

403 長谷川　英雄 春の山容 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

404 長谷川　隆子 森　Ⅱ 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

405 長谷川スミ子 2 月のころ 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

406 長嶺　キミ 清明のとき 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

407 堤　城春 汾上驚秋 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

408 渡部　ハマ子 トマト 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

409 渡辺　雅旺 白磁の調べ 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

410 湯田　賢太郎 翔陽 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

411 馬場　泰 ＨＵＧ2020―2021 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

412 樋口　朝亭 会津山河（七絶） 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

413 武藤　義且 風花 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

414 武藤　榮希 ひなたぼっこ 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

415 風間　和子 運河 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

416 平山　えり子 「　Ｒ　」 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

417 芳賀　早萌 驍 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

418 蓮沼　勇悟 公園 会津美術協会 第 58 回会津美術協会展 会津若松市文化センター 77～78

419 応募８２３名 がんばろう城アート　８２３作品 第２回會津発信　ろう城アート展 會津稽古堂　市民ギャラリー 79

420 アルテマイスター 安壽　洗朱　内金箔 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

421 アルテマイスター 白壽　欅　オイル仕上 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

422 アルテマイスター 安憬	L ｻｲｽﾞ	洗朱 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

423 アルテマイスター 安憬	L ｻｲｽﾞ	墨染 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

424 アルテマイスター U 型	乳白 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

425 アルテマイスター 経筒写し	Ⅰ型	欅 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

426 アルテマイスター 経筒写し	Ⅲ型	栓 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

427 アルテマイスター 勝常	横型	黒褐色 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

428 アルテマイスター 勝常	縦型	黄明色 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

429 アルテマイスター 長床	縞栃 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

430 アルテマイスター 長床	欅 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

431 アルテマイスター 笈型	燕子花 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

432 アルテマイスター 笈型	紅葉 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

433 アルテマイスター 安憬	S ｻｲｽﾞ	墨染 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

434 アルテマイスター 安憬	SS ｻｲｽﾞ	洗朱 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

435 アルテマイスター 文欟木型　黄明色　大 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

436 アルテマイスター 文欟木型　赤漆色　小 アルテマイスター（株式会社　保
志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

437 アルテマイスター 虹壽　いぶし銀 アルテマイスター（株式会社　保
志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

438 アルテマイスター 虹壽　ラピス アルテマイスター（株式会社　保
志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81
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439 井上　俊介 乾漆蓋物	「転瞬」 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

440 角田　文男 鬼の習作 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

441 持田　勇貴 螺鈿	平文の	盃「	月と日」 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

442 持田　勇貴 螺鈿蒔絵の盃「天の川	」 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

443 持田　勇貴 蒔絵青海波文の盃「夜波	」 アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

444 中村　早希 木々のかざリ アルテマイスター（株式会社　
保志） アルテマイスターの厨子と工芸 スペース・アルテマイスター 80 ～ 81

445 八木　由紀子 会津蒔絵ピアノ「花明かり」 会津蒔絵ピアノ「花明かり」演奏会と
市収蔵美術作品展 会津若松市議場 84～ 85

446 春日部　たすく 花に狂う蝶たち 会津若松市教育委員会蔵 会津蒔絵ピアノ「花明かり」演奏会と
市収蔵美術作品展 会津若松市役所本庁舎 84～ 85

447 荒川　三郎 花 会津若松市教育委員会蔵 会津蒔絵ピアノ「花明かり」演奏会と
市収蔵美術作品展 会津若松市役所本庁舎 84～ 85

448 斎藤　清 ふれあい（B） 会津若松市教育委員会蔵 会津蒔絵ピアノ「花明かり」演奏会と
市収蔵美術作品展 会津若松市役所本庁舎 84～ 85

449 ウェーイ !! ＨＯＰＥ　- 希望 - 会津学鳳中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

450 ４色団子 ＨＯＰＥ　- 希望 - 第二中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

451 woodes（ウッディーズ） ＨＯＰＥ　- 希望 - 会津学鳳中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

452 フレッシュ１年生チーム ＨＯＰＥ　- 希望 - 第二中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

453 black　board ＨＯＰＥ　- 希望 - 一箕中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

454 華咲く黒板 ＨＯＰＥ　- 希望 - 一箕中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

455 fine　art ＨＯＰＥ　- 希望 - 第三中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

456 in　black ＨＯＰＥ　- 希望 - 第三中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

457 マツマイ・ツクリ・チェヒラ・アケボ
ノタケ ＨＯＰＥ　- 希望 - 第一中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

458 くりきんとん ＨＯＰＥ　- 希望 - 第一中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

459 チーム「ＴＫＧ」 ＨＯＰＥ　- 希望 - 会津若松ザベリオ学園中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

460 チーム「ＢＮＫ」 ＨＯＰＥ　- 希望 - 会津若松ザベリオ学園中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

461 チーム「エンジュル田中」 ＨＯＰＥ　- 希望 - 会津若松ザベリオ学園中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

462 ＡＳＭＲ ＨＯＰＥ　- 希望 - 会津学鳳中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

463 森のくまさん ＨＯＰＥ　- 希望 - 会津学鳳中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

464 five　ぱぷりか ＨＯＰＥ　- 希望 - 会津学鳳中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

465 ｆｉｓｈ ＨＯＰＥ　- 希望 - 第二中学校 黒板シートでアートコンテスト 會津稽古堂１階みちくさギャラリー 89 ～ 91

102

資
料
編



日時・場所 内容

７月12日（月）
行仁小学校
７月19日（月）
第二中学校

漆の出前講座
会津大学短期大学部（地域活性化センター）の井波教授の協力のもと、市内小中学校で伝統産
業である会津漆器と原料となるウルシについての出前講座を開催しました。ウルシとは何か、ウルシ
や会津漆器の歴史をクイズを交えながらお話しいただき、漆器の産地である会津若松市についての
理解を深めてもらいました。

協力：会津大学短期大学部　教授　井波	純	氏

8月25日（水）
会津若松市一箕町大字金堀地内
⇒中止

うるし林見学会
うるしの植栽地を見学、体験し、会津漆器の原点を感じてもらい、地域の森林文化を保全・伝承
することの重要性を理解してもらうことを目的に実施予定でしたが、雨天のため中止としました。

７月26日（月）
８月５日（木）
８月10日（火）
８月17日（火）
８月23日（月）
會津稽古堂
1階東側窓ガラス他

子どもたちとアーティストによる特別企画「ガラスアートに挑戦」
あいづまちなかアートプロジェクトでは、次代を担う若い世代とアーティストが共同で作品を制作・
発表する機会を通して、文化芸術の担い手育成と市民の皆さまに芸術活動のすばらしさや魅力を感
じてもらえるよう、特別企画を実施しています。
４回目となる今年は、アーティスト（講師）に西会津町出身である上越教育大学伊藤将和准教授
をお迎えし、市立第一中学校と第二中学校美術部の生徒の皆さん18 名が、特大のガラスアートに
挑戦しました。
夏季休暇期間中に全５回のワークショップを実施し、生徒たち自ら考案したアイデア図を基に、本
展のテーマである「希望」と「会津らしさ」を融合させた大迫力のデザインが生まれました。作品は、
縦２m30cm、横５m60cmのガラス窓に貼った透明なフィルム８枚の上に油性ペンで描きました。

協力：上越教育大学　准教授　伊藤	将和	氏

　　　会津若松市立第一中学校美術部

　　　会津若松市立第二中学校美術部

８月21日（土）
會津稽古堂
美術工芸スタジオ

自分の住みたい家を作ろう！模型づくりワークショップ
市内の小学生親子６組が参加し、建築士さんと一緒に自分の住みたい理想の家の模型づくりを体
験しました。６組の家を合わせるとデンマークの有名な円形住宅地（コロニヘーヴ）のような美しい
街並みが生まれました。

主催：福島県建築士会会津支部

１０月５日（火）
１０月６日（水）
１０月７日（木）
１０月12日（火）
１０月13日（水）
１０月14日（木）
１０月21日（木）
１０月26日（火）
１０月27日（水）
１０月28日（木）
会津若松市歴史資料センターまな
べこ　企画展示室

まなべこツアー　会津漆器協同組合青年部作品紹介
あいづっこ人材育成プロジェクト事業の「まなべこツアー」として、市内小学校６年生が会津若
松市歴史資料センターまなべこを訪れ、会津漆器協同組合青年部の作品展を見学しました。各回、
講師として会津漆器協同組合青年部の皆さんに会津漆器の歴史とともに作品の解説をいただきまし
た。

協力：会津漆器協同組合青年部

10月10 日（日）
会津若松市議場

会津蒔絵ピアノ「花明かり」演奏会と市収蔵美術作品展
会津蒔絵ピアノ「花明かり」は（株）ユリクリエイトの依頼を受けた会津漆器職人の八木由紀子氏
により制作されました。10月10 日に「花明かり」の披露と漆塗りのヴァイオリンともコラボした演
奏会を会津若松市議場で開催し、当日は花をテーマにした市収蔵美術作品もご覧いただきました。

協力 : 八木由紀子氏、（株）ユリクリエイト、会津大学短期大学部、一般社団法人世田谷音楽指導

　　　者協会、ユリミュージックキャンパス

11月13日（土）
七日町パティオ

なかにわ美術館で待ちあわせ　オープニング・ギャラリートーク
オープニングでは、展覧会のキュレーターを務めていただいた猪苗代町の「はじまりの美術館」の
学芸員・大政愛氏をはじめ、関係者のあいさつと、出展の作家の皆さんのギャラリートークを行いま
した。

協力：なかにわ美術館出展作家の皆さん

開催ワークショップ・主催イベント
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日時 イベント名 場所 主催

9月10 日（金）～
9月20日（月）

伊藤文夫陶展 福西本店 若松まちなかコンシェルジュ勉強会、若松商家
めぐりの会

10月16日（土）～
10月25日（月）

工房ゆづりは　三人展 福西本店 若松まちなかコンシェルジュ勉強会、若松商家
めぐりの会

11月12日（金）～
11月23日（火・祝）

河本たか子手織り展 福西本店 若松まちなかコンシェルジュ勉強会、若松商家
めぐりの会

10月 4日（月）～
10月14日（木）

会津信用金庫創立 80 周年記念展
宗像利浩作陶展

会津信用金庫本店
3 階特設会場

会津信用金庫

10月18日（月）～
10月28日（木）

会津信用金庫創立 80 周年記念展
小林五浪展

会津信用金庫本店
3 階特設会場

会津信用金庫

11月1日（月）～
11月11日（木）

会津信用金庫創立 80 周年記念展
長谷川雄一展

会津信用金庫本店
3 階特設会場

会津信用金庫

連携イベント

日時・場所 内容

11月13日（土）～11月28日（日）
七日町パティオ

なかにわ美術館で待ちあわせ　３つのワークショップ
①「川合南菜子《美術館建立妄想絵巻》の続きに参加しよう」
　どんな美術館があるといいか、美術館でどんなことが起こるといいか、あなたの妄想を絵やこと
ばでメモに残してください。（会期中、１００枚以上の付箋が集まり、川合さんが来場者の妄想を元
に絵を描きました。）

②「なかにわ美術館に来るだれかのために、手紙を書こう」
　質問してみたいこと、話してみたいこと、自分の気になった作品など、次の「だれか」のために手
紙を書いてみてください。（おすすめの作品、注目してほしいポイント、次に来る人へのメッセージ、
日記など、多種多様な手紙が交換されました。）

③「作者の人へ、手紙を書こう」
　展覧会や作品を見ての感想やメッセージ、質問や気づきなど、お手紙にして伝えてみてください。（届
いた手紙は、会期終了後に作者の方へお届けしました。）

10月18日（木）
14：00 ～
会津若松市大戸町上三寄南原地内

ウルシ植樹体験
会津若松市農林課と連携し、地元の会津大学短期大学部で漆工芸を学んでいる学生を対象に、
新たなウルシ団地整備を目指している大戸町南原地内にウルシ苗木の植樹体験を実施しました。

連携 : 会津若松市農林課

11月28日（日）
七日町パティオ

なかにわ美術館トークイベント「会津若松ではぐくむ・美術館がある風景」
トークイベントでは、これまで会津若松市内で美術館について考えてきた方たちや、なかにわ美
術館出展作家の皆さんなど、多様な世代や立場の人々とともに、これからの美術館について話し合
いました。

協力 :なかにわ美術館出展作家の皆さん

1月17日（月）～3月中旬
（展示）會津稽古堂１階みちくさギ
ャラリー
1月30日（日）
（表彰式）會津稽古堂

黒板シートでアートコンテスト
市内の中学校を対象に、子どもたちにとって身近な「黒板」を活用したアート作品を募集し、６校（18
グループ）から「ＨＯＰＥ　– 希望 –」をテーマにした作品の数々が集まりました。募集作品は「日学・
黒板アート甲子園」で３年連続入賞を果たした会津学鳳高校美術部の皆さんに審査をお願いし、最
優秀賞、優秀賞を決定し、表彰式を行いました。

協力 :福島県立会津学鳳高校美術部
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あいづまちなかアートプロジェクト2021　入場者アンケート
１．実 施 概 要

あいづまちなかアートプロジェクトの来場者属性を把握するために、監視員を配置した主要５会場と調査に協力い
ただいた１会場の計６会場で来場者アンケートを実施した。
アンケートは会期中、来場者によるアンケート用紙への記入により実施した。
実施した会場は、公共の文化施設（稽古堂や文化センター、まなべこ)や、店舗と展示空間を併設した会場（ギャ

ラリー・アブドゥ、スペース・アルテマイスター）、住宅地にあり本プロジェクト以外では公開していない会場（松本家蔵）
と、立地環境がそれぞれ異なっている。

２．集 計 概 要

来場者数の４割ほど1,587 人分のアンケート回答を頂くことが出来た。
年齢では、60代以上の世代が最も多く、次いで40～ 50代の世代が、大学生・20～ 30代と続いている。ろう
城アート展など一部では乳幼児などの来場者の割合が他の会場よりも高くなっているが、乳幼児、小学生～高校生の
割合は全体的に低くなっている。
来場者の住所は、市内が７割を超え、１割が会津地方、会津地方以外の県内と県外からの来場で残り１割である。
満足度では、満足、やや満足の合計が８割を超えており、また自由意見での感想も概ね好評であり、毎年楽しみに

しているというリピーターも多く、まちの雰囲気とともに芸術鑑賞を楽しんでいただいている結果となっている。

３．各 設 問 の 概 要
①アンケート回答数

会場名
アンケート

回答数（人数）
期間中 
来場者

回答割合

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 197 223 88.3%

まなべこ（うるしその可能性と未来） 173 311 55.6%

まなべこ（市収蔵作品展） 49 120 40.8%

稽古堂（U-18） 149 479 31.1%

稽古堂（ろう城アート） 262 591 44.3%

文化センター（美協展） 266 378 70.4%

文化センター（障がい者アート） 203 338 60.1%

文化センター（新生会展） 42 233 18.0%

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性と未来） 183 229 79.9%

アルテマイスター（須藤靖典展） 45 433 10.4%

アルテマイスター（厨子と工芸） 18 291 6.2%

合　計 1,587 3,626 43.8%

②年齢属性

年齢別

会場名 乳幼児
小学生～
高校生

大学生・20
～ 30 代

40 ～ 50
代

60 代以上

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 1 8 54 74 58

まなべこ（うるしその可能性と未来） 1 4 34 50 91

まなべこ（市収蔵作品展） 0 1 4 13 29

稽古堂（U-18） 0 6 19 49 75

稽古堂（ろう城アート） 13 16 44 81 115

文化センター（美協展） 0 2 6 38 216

文化センター（障がい者アート） 1 3 18 46 134

文化センター（新生会展） 0 0 4 12 24

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性と未来） 1 5 60 52 65

アルテマイスター（須藤靖典展） 0 2 10 14 18

アルテマイスター（厨子と工芸） 0 0 6 7 5

合　計 17 47 259 436 830
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③入場者構成属性

会場名
誰と来場したか

一人 友人等 家族 学校行事 その他

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 96 15 49 20 19

まなべこ（うるしその可能性と未来） 73 9 27 10 18

まなべこ（市収蔵作品展） 24 6 15 0 4

稽古堂（U-18） 78 19 33 0 20

稽古堂（ろう城アート） 121 27 91 0 27

文化センター（美協展） 113 50 77 0 28

文化センター（障がい者アート） 118 21 29 0 35

文化センター（新生会展） 25 5 2 0 10

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性と未来） 85 12 44 16 26

アルテマイスター（須藤靖典展） 27 4 7 5 2

アルテマイスター（厨子と工芸） 7 0 8 1 2

合　計 767 168 382 52 191

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（市収蔵作品展） 

稽古堂（U-18） 

稽古堂（ろう城アート） 

文化センター（美協展） 

文化センター（障がい者アート） 

文化センター（新生会展） 

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性と未来） 

アルテマイスター（須藤靖典展） 

アルテマイスター（厨子と工芸） 

合計 

 

乳幼児 小学生～高校生 大学生・20～30代 40～50代 

年齢属性

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（市収蔵作品展） 

稽古堂（U-18） 

稽古堂（ろう城アート） 

文化センター（美協展） 

文化センター（障がい者アート） 

文化センター（新生会展） 

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性
アルテマイスター（須藤靖典展） 

アルテマイスター（厨子と工芸） 

合計 

 

一人 誰と来場したか 友人等 誰と来場したか 家族 誰と来場したか 学校行事 誰と来場したか その他 

入場者属性
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会場名
どこから来たか

市内 会津方部 県内 県外 （うち外国人）

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 131 14 14 35 1

まなべこ（うるしその可能性と未来） 105 12 10 48 2

まなべこ（市収蔵作品展） 34 7 4 4 0

稽古堂（U-18） 123 16 4 2 0

稽古堂（ろう城アート） 215 27 7 5 0

文化センター（美協展） 185 77 1 0 0

文化センター（障がい者アート） 178 19 1 3 0

文化センター（新生会展） 40 1 0 0 0

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性と未来） 114 19 13 34 1

アルテマイスター（須藤靖典展） 39 1 2 3 0

アルテマイスター（厨子と工芸） 13 2 0 3 0

合　計 1177 195 56 137 （5）

会場名

知ったきっかけ

ポスター・チ
ラシ

市政だより
折込

新聞・テレ
ビ・ラジオ・

情報誌
知人 HP・SNS 知らなかった その他

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 69 48 17 36 21 26 49

まなべこ（うるしその可能性と未来） 56 57 27 24 22 12 21

まなべこ（市収蔵作品展） 11 16 10 9 4 11 2

稽古堂（U-18） 41 26 14 29 8 41 17

稽古堂（ろう城アート） 51 20 19 48 23 93 46

文化センター（美協展） 46 42 61 77 12 20 67

文化センター（障がい者アート） 25 53 17 34 5 58 20

文化センター（新生会展） 13 15 6 5 1 6 1

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性と未来） 53 39 20 18 21 37 40

アルテマイスター（須藤靖典展） 14 12 8 5 7 2 12

アルテマイスター（厨子と工芸） 9 1 3 2 2 0 4

合　計 388 329 202 287 126 306 279

④入場者住所属性

⑤認知経路属性

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（市収蔵作品展） 

稽古堂（U-18） 

稽古堂（ろう城アート） 

文化センター（美協展） 

文化センター（障がい者アート） 

文化センター（新生会展） 

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性と未来） 

アルテマイスター（須藤靖典展） 

アルテマイスター（厨子と工芸） 

合計 

 

市内 会津方部 県内 県外 

入場者住所属性
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会場名
展示を見ての満足度

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答 その他

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 116 54 15 3 0 9 49

まなべこ（うるしその可能性と未来） 108 36 20 3 0 6 21

まなべこ（市収蔵作品展） 34 8 6 0 0 1 2

稽古堂（U-18） 84 30 28 2 0 5 17

稽古堂（ろう城アート） 145 69 34 0 0 14 46

文化センター（美協展） 126 69 53 8 1 9 67

文化センター（障がい者アート） 112 47 25 4 0 15 20

文化センター（新生会展） 18 11 6 4 0 3 1

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性と未来） 125 41 12 2 0 3 40

アルテマイスター（須藤靖典展） 38 6 0 0 0 1 12

アルテマイスター（厨子と工芸） 13 5 0 0 0 0 4

合　計 919 376 199 26 1 66 279

⑥展示を見ての満足度

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（市収蔵作品展） 

稽古堂（U-18） 

稽古堂（ろう城アート） 

文化センター（美協展） 

文化センター（障がい者アート） 

文化センター（新生会展） 

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性
アルテマイスター（須藤靖典展） 

アルテマイスター（厨子と工芸） 

合計 

 

ポスター・チラシ 市政だより折込 新聞・テレビ・ラジオ・情報誌 知人 HP・SNS 知らなかった その他 

認知経路属性

展示を見ての満足度 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

松本家蔵（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（うるしその可能性と未来） 

まなべこ（市収蔵作品展） 

稽古堂（U-18） 

稽古堂（ろう城アート） 

文化センター（美協展） 

文化センター（障がい者アート） 

文化センター（新生会展） 

ギャラリーアブドゥ（うるしその可能性と未来） 

アルテマイスター（須藤靖典展） 

アルテマイスター（厨子と工芸） 

合計 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答 
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あいづまちなかアートプロジェクト2021　入場者アンケート自由記載（抜粋）

展示場所：ギャラリー・アブドゥ（うるし　その可 能 性と未 来 ）

良かった点	 ○沈金や蒔絵、密陀絵の技法を近くで見ることができてとても面白かった。自分も絵を描くときやってみたいです。
	 ○伝統的なものから独創的なものまで見れてとてもよかった。
	 ○漆芸関連の大学の作品がまとまって見られるのは貴重な機会です。伝統工芸展や日展特選作家の作品も間近

に見られる事に驚きました。
改善点・要望等	 ○今年は市政だよりにパンフレットははさんでいませんでしたね。案内は載っていましたが。パンフレットはさんで

あった方がわかりやすいし見やすいです！
	 ○日本中の最新の漆芸作品と同一に展覧される機会として、もっと日本中や世界に向けて発信してほしいです。

展 示 場 所：会津若松市歴史資料センターまなべこ（うるし　その可 能 性と未 来 、若い 作り手による作 品 展 示）

良かった点	 ○各大学の個性が出ていてとても良かった。今回は県展受賞作品も並べてあり充実した会場でした。勉強にな
りました。

	 ○大学生の方の若々しいセンスの光る作品が見ることが出来るよい機会になった。また、先生方の美しい、そ
して力強く繊細な作品も魅力的だった。茶道具の加飾も南蛮のデザインが映える美しい作品だった。消金の
中にキラキラと光る螺鈿も南蛮漆器らしさがあり魅力的。乾漆作品が形も加飾も素敵だった。

	 ○漆を使ってここまで色々な多様な作品がつくれるとは知らなかったのでとてもおもしろかった。
改善点・要望等	 ○素晴らしい作品で感動した。もう少し説明を付加しては如何でしょうか。
	 ○一つの場所でもっと見てみたくなりました。

展 示 場 所：松本家蔵（うるし　その可 能 性と未 来 ）

良かった点	 ○蔵の中の展示がステキで照明などの空間が新鮮でした。
	 ○今年も元気な作品を観ることができました。やはり漆の概念が変わります。新しい気持ちになりました。良い

勉強をさせて頂きました。
	 ○昨年と違い、ライティングが改善されて、作品の素晴らしさを味わうことができました。どれも個性の光る素

晴らしい作品でした。
改善点・要望等	 ○芸術性が高いので、何故これを作ったのか、漆で作った意味などはまったくわかりませんでした。少しでも作

家の作品を作った意味がわかるともっと楽しくなったと思います。
	 ○気楽に来れてとても良いイベントだと思うので今後も続けてほしい。ポスターだけだと他のイベント会場が分

かりにくいので調べやすくしてほしい。
	 ○面白いが、作品の解説などがあるとよい。

展 示 場 所：会津若松市文化センター（第５7 回 会 津 工 芸 新 生 会 展 ）

良かった点	 ○コロナ禍を乗り越えての展示会を実行され大変でした。また、展示会で心がやすらぎました。
	 ○大変すばらしい作品ばかりでした。会津塗りが益々、盛んに継続されますように。
改善点・要望等	 ○写真撮影ＯＫにして、ＳＮＳでもっと発信してもらったらどうか。来館者をもっと使い、今までのＰＲから脱

皮を。
	 ○作者の紹介もあれば、なお作品の見方が深く変わってくると感じました。

展 示 場 所：スペース・アルテマイスター（ 須 藤 靖 典 作 品 展－巡る－）

良かった点	 ○様々な技法が使われており、おもしろかった。細かな表現が沢山間近で見れてとてもよかった。
	 ○作品への光のあて方がとてもきれいだなと思いました。また、木の葉や木目がとてもきれいで自然美を感じら

れました。
	 ○展示の仕方が作品にとても近づけて、近くで見られるよう工夫されていてよかったです。須藤先生の作品改め

て美しく唯一無二だなあと思いました！
改善点・要望等	 ○自然光で見てみたかった。

展 示 場 所：會津稽古堂（若い 感 性 から生まれ た 作 品 たち～Ｕ ‐１８の 作 品 展 ～）

良かった点	 ○個々人の感性、センス、能力、エネルギーもいっぱいいっぱい頂きました。元気になりました。個性を生か
していってください。

	 ○それぞれの個性が出ていておもしろかった。この様な機会がある（多い）と若い芽が育つと思います。
	 ○高校生の作品を見て大人になった自分よりとても柔軟な考えを持っていて羨ましいと思った。楽しいことは案

外身近にあると改めて知りました。
改善点・要望等	 ○ U-18 展キャプションのフォントが小さく見にくい感じがします。学校名コメントなど。絵画の下に設置するな

らかがまなくても見える大きさでお願いします。
	 ○イベントなど多く発信してほしと思います。
	 ○となりの美術展との差が感じられました。単独の方が良さがでるかなあ…？
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展 示 場 所：会津若松市文化センター（障 が い 者アート展 ）

良かった点	 ○いろいろな事業所様の作品を見られてとてもいいです。
	 ○障がいのある方々が表現する場をつくり発表する場をもてることは素晴らしいこと。心をひらくところがあるこ

とは良いことです。
	 ○色々な施設の作品が展示してあり、とてもすてきだなと思いました。とてもきれいな作品やダイナミックな作

品等とても目を引かれてしまい、感動しました。
改善点・要望等	 ○一部展示スペースをもう少し広くして作品の間をあけてもいいかもと思いました。
	 ○作品が素晴らしかった。これからも作品作りがんばってください。そして次回も沢山の作品を見せてください。

車イス等が通るのに困難な道路や歩道の改善、未改善のコーナー等写真や説明書きをもっと大きくして、ど
んどん市民の皆さんにお知らせをして全ての人が快適に住みやすいまちになると良いですね。

	 ○製作の工程なども写真などで見れると良かったです。どれも素敵な作品でした。

展 示 場 所：会津若松市文化センター（第５８回 会 津 美 術 協 会 展 ）

良かった点	 ○美術館のポスター展がまた良かった。
	 ○コロナ禍の昨今、この出品数展示はご苦労があった事と思う。出品者の家族の心づかい協力等、静かに息づ

く会津の文化をつないでいきましょう。
	 ○例年に比べ作品が少なく、少しさびしく感じました。出品された作品はすばらしく勉強になりました。今年は

開催されてうれしかったです。ご苦労様でした。
改善点・要望等	 ○工芸品をたたいて（素材確認のため？）見てる人がいたのですがいいのでしょうか？「作品には触れないよう

に」という注意書きをした方が良いと思うのですが…
	 ○順路があるといいですね。展示が少ないです。

展 示 場 所：會津稽古堂（第２回 會 津 発 信ろう城アート展 ）

良かった点	 ○とても楽しかったです。素晴らしい取り組みだと感じました。子供たちに絵や何かを取り組むことを働きかけ
るのは大人です。また来年もやっていただきたいです。

	 ○たくさんの人が気軽に描いた作品が展示してあり、芸術が身近なものと感じられてよかったです。次回は私も
出して見ようかなと思いました。

	 ○「ろう城アート」のネーミングがいいです。会津のイメージとこのコロナのご時世にピッタリです。これまでの
全作品を「はがき」に起こして下さっていっせいに見られるのはありがたいです。

改善点・要望等	 ○できれば園や小学校毎に展示していただきたかったです。探す間に他の展示を見るというより探すことに必死
になってしまい、あまり楽しめませんでした。

	 ○並べ方を工夫してください。最下部はしゃがんで見るのはつらいです。

展 示 場 所：スペース・アルテマイスター（アルテマイスター の厨 子と工 芸 ）

良かった点	 ○厨子は初めてじっくり見ましたが、とても美しく、厨子のある生活によってあわただしい毎日の中に心穏やか
な時間が生まれると思いました。職人さんの丁寧な作品作りにもいやされました。いやしの空間、次回も楽
しみにしています。

	 ○解説がよかったし、作った人や開発した人の一人ひとりの個性がよかったです。おずしでも様々な種類があり、
材質までこだわっているところに職人の思いを感じました。ごはんもおいしかったです。

	 ○厨子の展示は初めて見ました。これも仏教芸術の極みですね。
改善点・要望等	 ○作品を開閉してみたかったです。

展 示 場 所：会津若松市歴史資料センターまなべこ（会 津 若 松 市 収 蔵 美 術 作 品　みづゑのまち　渡 部 菊二 展 ）

良かった点	 ○美術館の無い市内には貴重な場所として今後も観覧できますように。
	 ○昨年の文化センターに続き、展示空間がとても良いと思いました。会津市民の美術への意識の高まりにこれ

からも期待しております。
	 ○これだけの数の作品を見ることがなかったので満足しています。代表作も展示され良かった。
改善点・要望等	 ○イスもう少しあるとビデオゆっくり見れた。
	 ○もっとPRして下さい。良い作品でした。
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あいづまちなかアートプロジェクト 2021 

「会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト」報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 3年 12月 27日 

 

会津漆器協同組合 

会津漆器協同組合青年部 会長 加藤史郎 
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1 
 

【「会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト」について】 

２０２０年は蒲生氏郷入府４３０年の節目にあたるということで氏郷の茶人でありキリ

シタン大名という一面に注目し、南蛮漆器の要素を取り入れた新しい漆の茶道具を制作し、

あいづまちなかアートプロジェクト期間中に作品として展示しました。 

２０２１年は２０２０年制作の野点茶道具にさらに南蛮漆器調の加飾を追加するととも

に会津産漆にも着目して他産地の漆と比較し、作品としての完成度を高める取り組みを行い

ました。 

その取り組みを、あいづまちなかアートプロジェクト期間中に発表し、会津漆器の素晴ら

しさと新型コロナウイルスの大流行という歴史的にも大きな転換点の中で野点向け茶道具

を人と人のつながりを大切にする新しい時代のものづくりの一例として広く周知しました。 

 

【南蛮漆器とは】 

桃山時代（１６世紀半〜）以降、キリスト教の布教を志す宣教師と世界各地を開拓する商

人がスペイン、ポルトガルから続々と来日しました。 
「南蛮人」と呼ばれた彼らは、日本に新しい文物をもたらしました。 
その一方で、漆芸品の美しさに魅了され、キリスト教布教に用いる祭礼具や西洋式の家具

に漆を塗り、東洋風の蒔絵を施すよう注文しました。 
彼らはそれらを本国に持ち帰ったり、他国へ輸出したりしました。 
日本の伝統的な漆芸調度品とは異なるそれらの品々は「南蛮漆器」とよばれています。 
南蛮人が注文した祭礼具には母子像などを納める「聖龕」（せいがん）、ミサで用いる「聖

餅箱」（せいへいばこ）、聖書をのせる「書見台」などがあります。 
一般向けの家具としては、引き出し箪笥の扉を前に倒し机として用いる「書箪笥」、かま

ぼこ型の蓋のついた「洋櫃」（ようびつ）などがあります。 
主に黒漆地に金の平蒔絵や絵梨子地、螺鈿を組み合わせ、隙間なく東洋風の文様を描いて

いる事が特徴です。 
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2 
 

【制作スケジュール】 

５月２８日：打合せ（追加木地依頼(茶椀)／図案検討、作業分担） 
７月１０日：合同作業 平描と粉蒔 情報共有 
－７月：加飾(重箱・茶入れ・茶椀・茶筅筒・茶入れ) － 
－８月：木地仕上がり→拭き漆 加飾(重箱・茶入れ・建水・茶巾入れ) － 
９月３日：打合せ（進捗状況確認/採寸/布袋・化粧箱発注） 
－９月：拭き漆 加飾(菓子皿・茶巾入れ) － 
１０月２日：納品 会津若松市歴史資料センターまなべこへ展示 
－１０月：まなべこツアーにて作品解説－ 
 

【制作した漆器一覧】 
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3 
 

【プロジェクトに関わった会津の職人】 

 

 

 

・照井克弘（蒔絵師） 

会津漆器の蒔絵師の三代目 

父である蒔絵師 照井克彦氏に師事 

 

  図案作成および加飾工程を担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

・渡部佳澄（蒔絵師） 

会津漆器技術後継者訓練校 

教務職員兼講師として 

次世代の育成にも努める 

 

  図案作成を担当 

 

 

 

 

 

 

 

・相田偲紀子（蒔絵師）     

 会津漆器技術後継者訓練校 卒    

 蒔絵師 東條正人氏に師事    

         

 加飾工程を担当    
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4 
 

 

 

・小椋大祐 （木地師）         

会津で代々木地師である家に生まれる 

石川県で修業後、30歳で独立自営 

            

会津産漆検証用の木地を作成 

 

 

 

 

 

【図案の選定と構想】 

 

２０２０年のプロジェクトで、蒲生氏郷のキリシタン大名という一面を表現するためキリ

スト教の祭礼具を参考にして、南蛮漆器の特徴でもある文様描き詰めを取り入れ「葡萄文蒔

絵」や「幾何学縞模様」、南蛮屏風を参考にした「南蛮人」のデザインを考えました。その

デザインから試作手板とイメージ図を作成し、保温ポットには実際に加飾を施しました。 

２０２１年は前年イメージ図にしていた「幾何学縞模様」を重箱に施し、聖餅箱に見られ

るイエズス会の紋章と花クルス紋をもとに図案化し、各茶器に合わせて加飾を構想しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南蛮屏風をモチーフにした蒔絵(手板)   保温ポットに施した南蛮人蒔絵 

  （２０２０年）      （２０２０年）   
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5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成された加飾イメージ図(２０２０年) 

保温ポットに施した葡萄文蒔絵 

                        （２０２０年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イエズス会の紋章      花クルス紋  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花クルス紋と葡萄文の図案   花クルス紋に葡萄蔓の紋様 

     （２０２１年）              （２０２１年） 
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6 
 

【新たに加飾された作品】    

①重箱 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体              側面(幾何学縞模様) 

 

 

 

側面は幾何学縞模様を側面に 

螺鈿や消金粉・梨子地を使用して施した 

蓋表は新たに構想した 

太陽に花クルス紋の意匠を描いている 

 

 

 

蓋表(日足紋と花クルス紋) 

 

②茶入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

側面１(葡萄文蒔絵)          側面２(葡萄文蒔絵) 
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7 
 

 

 

 

側面に葡萄文蒔絵 

蓋表は太陽紋に花クルス紋 

螺鈿・消粉・梨子地粉を使用 

 

 

 

 

蓋表(日足紋と花クルス紋) 

 

 

③茶巾入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体                側面(幾何学縞模様) 

 

 

 

 

側面は重箱の幾何学縞模様をもとに 

丸点と直線の縞模様を消蒔絵で加飾した 

蓋表は太陽紋に花クルス紋 

サイズに合わせて日足がやや短くなっている 

 

 

 

蓋表(日足紋と花クルス紋)       
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8 
 

④菓子皿 

 

 

菓子皿の見込みには 

太陽紋に花クルス紋 

茶巾入れと同じくやや短い日足に 

なっている 

 

 

 

全体(日足紋と花クルス紋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加飾拡大１             加飾拡大２ 

 

 

⑤茶椀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

側面(葡萄文蒔絵・消銀蒔絵)            加飾拡大 
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9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 側面(葡萄文蒔絵・消金蒔絵)            加飾拡大 

   

茶椀には側面に消蒔絵で葡萄文様を一面に描いている螺鈿や梨子地をあえて使用せず、シ

ンプルに仕上げています。   

 

 

⑥建水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

側面(葡萄蔓模様と花クルス紋)            加飾拡大１ 

 

 

 

 

 

建水にはシンプルな花クルス紋に 

葡萄文蒔絵に合せるように 

葡萄蔓の模様を新たにデザインした 

 

 

 

加飾拡大２ 
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10 
 

⑦茶筅筒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

側面(葡萄蔓模様と花クルス紋)           加飾拡大１ 

 

 

 

建水と同じく花クルス紋に葡萄蔓模様 

シンプルなデザインに螺鈿が 

アクセントになっている 

 

 

 

 

加飾拡大２ 

 

【実用への取り組み①】 

現代のライフスタイルに合わせた野点茶道具というコンセプトから会津地方で現在も親

しまれている会津木綿を使用して携帯しやすい風呂敷や巾着を制作しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラフルな柄を使用した持ち運び易い風呂敷  予備の保温ポットには携帯用の巾着 
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器物の袋はそのまま収納可能 

 

 

【実用への取り組み②】 

制作に協力いただいた裏千家茶道準教授 宮崎宗伊先生に実際にお茶を点てて頂き、自分

たちでも使用してみました。使う側の視点に立ったご意見を頂きました。 

椀の見込みが細くカーブしていて茶を点てにくいとのご指摘を受けました。 

実際に飲用した感想としても、素地が薄いため若干茶の熱さを感じてしまうことを実感し

ました。 
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【会津産漆について】 

会津地方では漆器の生産が始まった桃山時代から漆の栽培と採集が行われていた事が

様々な文献に残されています。戊辰戦争で一度衰退した漆栽培も初瀬川健増氏による文献の

編纂や栽培普及活動によって明治から大正にかけて漆器産業の発展とともに広がりを見せ

たと伝えられています。 

現在では国内産漆のシェアは 1%とも 2%とも言われ漆を組織的に生産している地域は全国

でも限られた地域になってしまいました。現在会津若松市では農林課などが中心となって市

内金堀地区や市内大戸町南原地区などで漆の植林栽培を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会津産漆と中国産漆の比較】 

生漆と木地呂漆について会津産と中国産で同じように塗布して比較を行いました。 

・生漆とは、漆の木から採取した樹液を集めたもので、ろ過して木の皮などを取り除い

たものを言います。 

・木地呂漆とは、生漆を精製（攪拌や水分飛ばし）した漆を言います。 

それぞれの漆で１０回程度茶碗に拭き漆を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津産生漆は比較的新しい漆のためサラサラとした軟らかい印象でした。 

中国産はやや粘りがありました。仕上がりは会津産の方が艶が出ていました。 
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生漆同様会津産の方がサラサラとした軟らかい印象でした。 

仕上がりに付いては殆ど見た目の違いはありませんでした。 

極僅かですが会津産の方が塗りの肌が滑らかなように感じられました。 

 

 

【「会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト」の展示】 

№ 日付 会場 内容 

1 
10月 5日（火）～ 

11月 3日（水） 

会津若松市 

歴史資料センター 

まなべこ 

会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト 

作品展 

2 

10月 5日（火） 

10月 6日（水） 

10月 7日（木） 

10月 12日（火） 

10月 13日（水） 

10月 14日（木） 

10月 21日（木） 

10月 26日（火） 

10月 27日（水） 

10月 28日（木） 

会津若松市 

歴史資料センター 

まなべこ 

まなべこツアーでの作品解説 

 

※市内小学校 6年生が会津若松市歴史資料

センターまなべこを訪れ、作品展を見学し

ました。 
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まなべこでの展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部会員による会津漆器と野点茶道具の解説 

 

【「会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト」を通して】 

 
このプロジェクトは昨年の「会津漆器 野点茶道具制作プロジェクト」を引き継ぐ形でス

タートしました。先のプロジェクトではこの加飾プロジェクトが実際に立ち上げられるかど

うかは確定していませんでした。それでも何とか制作の続きに望みが繋げるように、図案の

検討と試作をかなり厳しいスケジュールのなかで行って頂いていました。この前年のメンバ

ーの頑張りのおかげで、この加飾プロジェクトはスムーズな制作が行われ、ゴールまで順調

に仕上げることができたのだと考えています。コロナ過で個別に作業を進めたため、デザイ

ンの調整など情報共有がしにくい面もあったように思いますが、その反省点も今後の制作に

良い影響を与えると考えています。 
現在、青年部では実際に制作に携わるメンバーの不足が問題になっています。青年部を卒

業した先輩やまだ青年部に加わる余力のない若手に声を掛けながら今回のプロジェクトも

なんとか進行しました。プロジェクトを通して若手の制作者たちがお互いに経験を重ね会津

漆器のものづくりが今後も続いてゆくことを願ってやみません。  
最後に今回のプロジェクトに取り組むに当たり、作品について貴重なご助言を頂いた裏千

家茶道準教授 宮崎宗伊先生、制作に協力して頂いた漆器業界関係者の皆様、プロジェクト
の提案や様々にサポートくださいました会津若松市役所 教育委員会 文化課の皆様、今回 
のプロジェクト にあたりご協力頂いた全ての皆様に感謝を申し上げます。 

 
 

会津漆器協同組合青年部会長 加藤 史郎 
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会津漆器協同組合青年部 

 

●名簿一覧 

№ 役職名 氏名 備考 

1 会長 加藤 史郎 
制作チーム 

担当：補助 

2 副会長 照井 克弘 
制作チーム（リーダー） 

担当：加飾 

3 副会長 八木 由紀子  

4 総務広報企画 委員長 大森 康弘  

5 総務広報企画 副委員長 内海 志保  

6 監事 佐藤 俊光  

7 委員 渡部 佳澄 
制作チーム 

担当：加飾（図案） 

8 委員 大島 真之  
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大戸町南原地内における特用林ウルシ樹育成事業

事業概要
　本事業は、本市の代表的な伝統工芸である漆器産業の更なる発展のため、県
の森林環境交付金を活用して、植栽管理中の一箕町金堀のウルシ団地に続き、
大戸町南原への新たなウルシ団地整備を目指すものです。
　平成28年度は50本の苗木を試験植栽し、平成29年度～令和2年度に1,800
本の苗木を植栽し、本年度も昨年に引き続き、夏から土壌改良材と有機物肥料
を耕耘時に混ぜ込み肥培管理を行い、ウルシの苗木が完全に落葉した時期に合
わせ、450本の苗木を植栽しました。
　また、新たに植える苗木450本のうち約50本については、県立会津農林高等
学校で育てたものを購入し、生徒自らが自分たちで植樹しました。
　この他にも、あいづまちなかアートプロジェクトとの合同イベントとして、
漆工芸を学ぶ会津大学短期大学部の学生による植樹体験を実施しました。
　これらの体験を通じて、地元の伝統工芸の会津漆器興味を持ち、将来の林業
従事者の育成や会津の伝統産業として漆文化の継承につながることを目指して、
次年度以降も同校の協力を得て植樹体験を実施する計画です。　

これまでの実績
　南原の事業用地約11.8haのうち、今年度までに3.0haの土壌改良と2,300本
（0.60haに 450本）の植栽を実施しており、植樹した苗木は、約15年後に会津
漆器の原料としてウルシ液の採取が見込まれることから、継続して保育管理に
努めていきます。

植栽数（本） 土壌改良（ha）

H28（試験植栽） 50 -

H29 450 0.6

H30 450 0.6

H30・R1 450 0.6

R2 450 0.6

R3 450 0.6

合計 2,300 3.0
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県立会津農林高等学校生による植樹体験（令和3年11月 4日（木））

参加者
・県立会津農林高等学校
　引率　須藤教諭、國分教諭
　生徒　3年生7名

・福島県会津農林事務所　
　森林林業部　林業課
　山田主査、澁谷副主査

・会津若松地方森林組合森林整備課
　鈴木技師

・会津若松市農政部農林課
　佐藤主任主査、櫻井主任技師

会津短期大学生による植樹体験（令和3年11月 18日（木））

参加者
・会津大学短期大学部
　引率　井波教授、吉田非常勤講師
　生徒　2年生3名、1年生4名

・会津若松市教育委員会文化課
　佐藤副主幹

・会津若松市農政部農林課
　細木課長、小林主任主査、櫻井主任技師
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あいづまちなかアートプロジェクト2021　キービジュアル

■ポスター

ポスターデザイン
会津大学短期大学部　産業情報学科　デザイン情報コース　専任講師　北本雅久 氏

あいづ
まちなか
アート
プロジェクト
会津・漆の芸術祭 ×まちなかピナコテカ

Aizu Art Project

HOPE －希望－

2021年 10月２日  土　　 

　     11月3日  水

主催｜あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会　　共催｜会津若松市、会津若松市教育委員会

助成｜福島県森林環境交付金事業、公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団、公益財団法人朝日新聞文化財団

協賛｜（株）栄町オサダ、（株）ユリクリエイト

後援｜福島県、福島民報社、福島民友新聞社、NHK福島放送局、福島テレビ、福島中央テレビ、
　　　福島放送、テレビユー福島、ラジオ福島、ふくしまFM、エフエム会津

会津若松市内各所
まちなかの公共施設（會津稽古堂、会津若松市文化センター）、歴史的建造物、蔵など

お問い合わせ
あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会事務局（会津若松市文化課）
TEL｜0242-39-1305　Facebook｜あいづまちなかアートプロジェクト▶この印刷物は令和３年度福島県森林環境交付金を受け制作しました。
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■ パンフレット

パンフレット（マップ）デザイン
会津大学短期大学部　産業情報学科　デザイン情報コース　専任講師　北本雅久 氏

主催｜あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会　　共催｜会津若松市、会津若松市教育委員会

助成｜福島県森林環境交付金事業、公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団、
　　　公益財団法人朝日新聞文化財団

協賛｜（株）栄町オサダ、（株）ユリクリエイト、（株）BRECE

後援｜福島県、福島民報社、福島民友新聞社、NHK福島放送局、福島テレビ、福島中央テレビ、
　　　福島放送、テレビユー福島、ラジオ福島、ふくしまFM、エフエム会津

会津若松市内各所
まちなかの公共施設（會津稽古堂、会津若松市文化センター）、
歴史的建造物、蔵、ギャラリーなど

あいづまちなかアートプロジェクトへ協賛いただいた企業の皆様 お問い合わせ
 あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会
 （会津若松市文化課）
 ｜TEL｜0242-39-1305    ｜Facebook｜あいづまちなかアートプロジェクト▶

来場者名簿

新型コロナウイルス感染症対策のため、来場者名簿の作成を行ってお
りますので、ご理解とご協力をお願いします。万一の場合、迅速にご
連絡が取れるよう、お名前、電話番号をご記入のうえ入場ください。

※上記個人情報は、展示会場で新型コロナウイルス感染症発症の疑い
が生じた場合に、保健所等への情報提供や濃厚接触者と疑われる場
合の連絡に使用することとし、これらの目的以外には使用しません。

発熱や咳・咽頭痛などの症状のある方、体調に不安のある方は来場をご遠
慮ください。

混雑時にあらかじめ入場を制限させていただく場合がございますので、
ご了承ください。

　　　　　 マスクの着用にご協力ください。

受付にて非接触型体温計にてお客様の体温を確認させていただきます。
 （37.5度以上の発熱が確認された場合には、入場をご遠慮いただきますよう、
お願いいたします。）

　　　　　 入場の際やお手洗いの後には手指消毒、手洗いにご協力ください。

万一の場合、迅速にご連絡が取れるよう、お名前、電話番号をご記入のうえ
入場ください。

　　　　　 お客様同士の間隔は、できるだけ２メートル（最低１メー トル）
　　　　　空けるようご協力ください。

●

●

●

●

●

●

●

展示・イベント
カレンダー 2021

13. その他連携事業「工房ゆづりは 三人展」10月16日（土）－10月25日（月）　「河本たか子手織り展」11月12日（金）－11月23日（火・祝）
　　「会津信用金庫創立80周年記念展」 宗像利浩作陶展  10月4日（月）－10月14日（木）小林五浪展  10月18日（月）－10月28日（木）長谷川雄一展  11月1日（月）－11月11日（木）

15.「みづゑのまち 渡部菊二展」11月9日（火）－11月23日（火・祝）

展示会場での新型コロナウイルス感染症対策の取り組み

来場にあたってのお願い

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、展示期間が変更、中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ あいづまちなかアートプロジェクトのホームページで映像作品や展示会場の様子を順次アップしますので、ぜひご覧ください。

A

B

C

D

E

F

G

会津若松市文化センター
展示室兼会議室／特設展示場 

会津若松市歴史資料センター まなべこ
企画展示室

會津稽古堂  市民ギャラリー

會津稽古堂  多目的ホール

ギャラリーアブドゥ

松本家蔵

スペース・アルテマイスター

2
土

3
日

4
月

5
火

6
水

7
木

8
金

9
土

10
日

11
月

12
火

13
水

14
木

15
金

16
土

17
日

18
月

19
火

20
水

21
木

22
金

23
土

24
日

25
月

26
火

27
水

28
木

29
金

30
土

31
日

1
月

 10月  11月
2
火

會津稽古堂  １階東側窓ガラス 

会津若松市議場 

會津稽古堂  みちくさギャラリー

3
水

1. うるし その可能性と未来（月曜休館）

4. 若い作り手による作品展示  会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト／県展受賞作品（月曜休館）

1. うるし その可能性と未来

9. 障がい者アート展

2. 第57回会津工芸新生会展

1. うるし その可能性と未来

10. 第58回会津美術協会展

6. 新しいAIZUの美術展

14. 子どもたちとアーティストによる特別企画「ガラスアートに挑戦」

11. 第２回會津発信 ろう城アート展

3. 須藤靖典作品展 －巡る－（火曜定休）

5. 蒔絵ピアノ演奏会と市収蔵美術作品展

休

8. あいづまちなかアート アンコール展示企画「会津の鳥瞰図 ～空からみたわたしたちのまち～」

7. 若い感性から生まれた作品たち～U-18の作品展～

12. アルテマイスターの厨子と工芸（火曜定休）

休

 あいづまちなか
 アートプロジェクト
  2021

作家からの
メッセージ

松島 さくら子
国立大学法人宇都宮大学  教授

▶︎ うるし その可能性と未来

八木 由紀子　　
会津漆器職人

▶︎ 会津蒔絵ピアノ「花明かり」制作

照井 克弘
会津漆器協同組合青年部

▶︎ 会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト

荒池 乙葉
葵高校美術工芸部  部長

▶︎ 若い感性から生まれた作品たち  〜 U-18の作品展〜

渡部 麗幸
　　
▶︎ 新しい AIZUの美術展

伊藤 将和
国立大学法人上越教育大学  准教授

▶︎ 子どもたちとアーティストによる特別企画「ガラスアートに挑戦」　

 HOPE −希望−

1 2

新型コロナウイルス感染症の流行が続き、日常
生活が制限される中、文化芸術活動においても
例外なく、制作・発表・鑑賞の場を、これまで
の自由闊達な交流・表現活動の場として設ける
ことが困難になっています。
文化芸術は、一人で、あるいは仲間と一緒に作
り上げ、多様に表現する作り手としての喜び、
また、素晴らしい作品に触れ、心が震えるよう
な大きな感動に出会える鑑賞者としての喜びを
もたらしてくれます。そして、一個人の文化的
な営みはひとたび表現や交流の場を得ると、他
の人々の心に働きかけ、人々の生活やひいては
地域社会に広がっていく大きな力となります。
私たちの心や暮らしに、豊かさやゆとり、喜び
という彩を添え、生きる力や気づきを与えてく
れる、文化芸術活動の灯火を絶やさないよう、
一人ひとりの願いと期待を込めて、文化とアー
トの力で「希望」の灯りを紡いでいきます。

東南アジア各国の漆器産地で、日本と現
地の専門家や学生と、漆工芸を通した交
流活動を行ってきましたが、コロナ禍で
交流は一変しました。各国のパートナー
たちとオンラインにて漆工芸の現状を記
録し、ささやかながら動画の発信をスター
トさせました。遠く離れていても、状況
は変わっても、皆、漆への思いは変わらず、
漆を通して育まれた友情は堅く結びつい
ていると感じます。
9 年目を迎えるあいづまちなかアートプロ
ジェクトも、まさに会津と全国の若い世
代を結びつながりを形成してきたといえ
ます。困難なことがあっても、漆で表現
することと、その表現と魅力を共有でき
るコミュニティがあるからこそ、希望と
なり明日への一歩を踏み出せるのだと、
感謝しています。

会津に縁のある方から「ピアノに蒔絵を」
というご依頼をいただき、このアートプ
ロジェクトの場をお借りしてお披露目す
る機会をいただきました。ありがとうご
ざいます。
このような大変な時期に淘汰されそうな
工人ですが、今までの歴史を顧みると、
そんな時こそ工人は光を灯し、底上げを
してきました。
なんの学もなくともヒトは歌い、踊り、
描く。まちなかアートプロジェクトと、
このピアノを通して希望の灯火になれれ
ばと願っております。

ガーベラ、アネモネ、アヤメ、スノードロップ、
レンギョウ、マツ、キキョウ、サンザシ… 

「希望」を意味する花言葉を調べればその
種類の多さに驚きます。それは昔から私
たちの祖先が、一年を通して咲くいろん
な花々に「希望」を見出していた証拠なの
かもしれません。誰もが持っていて、目に
は見えなくて、でも確かに存在していて、
未来に繋ぐことができて、いつか誰かの
勇気に変わるもの。謎かけのようにも聞
こえる「希望」の姿は、アートの本質と似
ているようにも感じます。このアートプ
ロジェクトが、誰かの「希望」に優しい彩
を添えられたならと願います。

昨年からずっと新型コロナウイルス感染
症によって抑制された生活が続いている。
そんな中始まった東京オリンピックは日
本のメダルラッシュに沸き、大盛況で幕
を閉じたが、その後感染者数が増加して
しまったのは否めない。
未だ厳しい状況ですが、たくさんの方の
ご協力によってこのような作品発表の場
を設けていただける事はとても有難い。
感染症対策をしっかりとして、一人でも
多くの方に、実際に作品を見て楽しんで
いただければ幸いです。
一日も早く普通の生活に戻り、自由に制
作・発表・鑑賞等ができる環境になりま
すように。小さな希望の灯りを絶やさな
いでゆきたい。

今年度も会津地区の美術・工芸に関わる
学生が制作した作品が展示されます。
未だ収束が見えないコロナ禍でなかなか
落ち着いて制作に取り組めない状況でも、
ひとりひとり作品と向き合い、こうして
展示発表することができました。思うよ
うに表現できない時もありましたが、完
成した数々の作品は芸術に関わる人々の
希望になると思います。どの作品も個性
豊かで、きらめいていると思います。感
染症対策を万全に、是非ご来場ください。

新型コロナウイルス感染症がすでに日常
になってしまってから久しくなります。
今までの普通が普通ではなくなり、非日
常が日常になってしまい、不安な日々が
続いています。
昨年、会津漆器協同組合青年部は蒲生氏
郷入府430年を記念して、茶人でありキ
リシタン大名でもあった氏郷公にちなん
で野点の茶道具を制作しました。今年は
さらに南蛮漆器風の加飾を増やし、青年
部独自の解釈で絵付けをしました。茶道
をはじめ、いろいろな分野と繋がってい
くことが、漆の未来に繋がっていくと信
じています。この野点セットを使いお茶
をたて、多くの人に使ってもらえる日が
来ることを楽しみにしています。

あいづまちなかアートプロ
ジェクトに作品を出品いただ
いた皆様から、2021年のテー
マである「 HOPE −希望−」
に関連してメッセージをいた
だきました。
文化芸術に関わる作り手の皆
さんの真摯な言葉とそのまな
ざしが、明日への希望の灯を
紡ぎます。
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うるし その可能性と未来

須藤靖典作品展 −巡る−会津・漆の芸術祭

若い作り手による作品展示
会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト／県展受賞作品

第57回会津工芸新生会展

蒔絵ピアノ演奏会と
市収蔵美術作品展

A

B

C

F

A

D
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小椋範彦  《蒔絵パネル「VENEZIA」》

画像は昨年の展示風景です

松崎森平  《乾漆螺鈿箱「移りゆく」》

増山明恵《宇宙の卵》

青木伸介  《知性の器》

制作中の蒔絵ピアノ制作中の野点茶道具

上《蒔絵漆箱「凍」》 　下《蒔絵漆箱「育む」》須藤靖典氏

3 4

北は秋田から南は沖縄まで全国の漆芸
大学 11校で生み出された漆のアート作
品が会津に集結します。古い蔵やギャ
ラリーなど市内３会場で漆の特色を活
かした個性的なアート作品をご覧いた
だけます。歴史を刻んだ展示空間と、
素晴らしい感性によるアートの融合は、
漆の新しい魅力と可能性を今年も示し
てくれるでしょう。漆器とは異なる漆
の魅力が光る作品の数々をぜひお楽し
みください。毎年恒例になった大学生
が制作した漆塗りの起き上がり小法師
も登場します。

協力｜会津大学短期大学部
　　　秋田公立美術大学
　　　宇都宮大学
　　　沖縄県立芸術大学
　　　金沢美術工芸大学
　　　京都市立芸術大学
　　　筑波大学
　　　東京藝術大学
　　　東北芸術工科大学
　　　富山大学
　　　広島市立大学

▶︎ 展示１

期間｜10月5日（火）− 11月3日（水・祝）  　
　　　9：00−17：00（入館締切 16：30）
　　　月曜休館
会場｜会津若松市歴史資料センター　
　　　まなべこ 企画展示室 
　　　［城東町2-3］

▶︎ 展示２

期間｜10月2日（土）−11月3日（水・祝）  
　　　平日 11：00 −16：00
　　　土日祝日 10：00 −17：00
会場｜松本家蔵
　　　［上町4-1］

▶︎ 展示３

期間｜10月2日（土）−11月3日（水・祝）  　
　　　平日 11：00 −16：00
　　　土日祝日 10：00−17：00
会場｜ギャラリー・アブドゥ（栄町オサダ3階）
　　　［中町1-4］

地元会津の漆芸家、須藤靖典氏の作品
展を開催します。須藤靖典氏は昨年
2020年に日本伝統工芸展において、最
高賞である日本工芸会総裁賞を福島県
在住者として初めて受賞しました。確
かな伝統技術に裏打ちされた逸品をぜ
ひこの機会に鑑賞ください。

協力｜須藤靖典、スペース・アルテマイスター
期間｜10月2日（土）− 10月17日（日） 　　
　　　 10：00−18：00
　　　火曜定休
会場｜スペース・アルテマイスター　　
　　　［本町9-23］
問合せ｜ TEL 0242-26-4621
　　　　 スペース・アルテマイスター

漆は、古くから会津の地で守り伝えられてきた文化資源です。この財産を未来へ伝承し続け
ていくため、漆のアート作品に光をあて漆そのものの魅力だけでなく、漆とともに生きている
地域の歴史・文化を伝えます。

▶︎ 会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト

2020年は蒲生氏郷入府430年という節
目の年でした。昨年、会津漆器協同組
合青年部の皆さんに氏郷の茶人であり
キリシタン大名という一面に注目して
南蛮漆器の要素を取り入れた新しい漆
の茶道具を制作いただきました。今年
はさらに、その茶道具に南蛮漆器の要
素を取り入れた蒔絵を施しました。

協力｜会津漆器協同組合青年部

▶︎ 県展受賞作品

今年の第75回福島県総合美術展覧会
（県展）で最高賞の福島県美術大賞を受
賞した幅夏美氏の蒔絵飾皿「世界美女」
をはじめ、工芸美術の部の受賞作をご
覧いただけます。

協力｜幅夏美、吾子可苗、原朋弥

期間｜10月5日（火）− 11月3日（水・祝）  　
　　　9：00−17：00（入館締切 16：30）
　　　月曜休館
会場｜会津若松市歴史資料センター　　
　　　まなべこ 企画展示室
　　　［城東町2-3］

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、
展示期間が変更、中止となる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

会津地方を中心に半世紀以上の歴史を
誇る会津工芸新生会の作品をご紹介し
ます。会津工芸新生会は「漆芸」「陶芸」

「木工芸」「金工」「七宝」と５つのジャン
ルからなる工芸家集団です。各分野で
活躍する会員の作品を堪能ください。

協力｜会津工芸新生会
期間｜10月2日（土）− 10月8日（金） 　　
　　　9：00−17：00（最終日16：00まで）
　　　月曜休館
会場｜会津若松市文化センター
　　　展示室兼会議室
　　　［城東町14-52］

地元漆器職人が「桜」をモチーフに蒔絵
を施した会津蒔絵ピアノ「花明かり」の
披露と漆塗りのヴァイオリンともコラ
ボした演奏会を会津若松市議場で開催
します。当日は花をテーマにした市収
蔵美術作品もご覧いただけます。

協力｜八木由紀子、（株）ユリクリエイト、
           会津大学短期大学部
期間｜10月 10日（日）
　　　 ① 10：00− ② 11：15− ③ 13：30−
定員｜各回 30 名（事前予約制）
会場｜会津若松市議場（会津若松市役所本庁舎３階）
　　　［東栄町3-46］
申込先｜ TEL 0242-39-1305
　　　　 実行委員会事務局（会津若松市文化課）
※蒔絵ピアノ演奏会は、事前予約なしの
参加はできませんのでご了承ください。

［表面、裏表紙］

［1P・2P］

［3P・4P］
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新しい AIZUの美術展

あいづまちなかアート アンコール展示企画「会津の鳥瞰図 ～空からみたわたしたちのまち～」

その他連携事業

第２回會津発信
ろう城アート展

アルテマイスターの
厨子と工芸

若い感性から生まれた作品たち
 ～U-18の作品展～

まちなかピナコテカ 障がい者アート展 第58回会津美術協会展
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渡部麗幸  《春高楼》

画像は昨年の展示風景です 画像は昨年の展示風景です

アルテマイスター製品  《安壽 洗朱》

画像は昨年の展示風景です

小松太志  《漸々》

《会津の鳥瞰図 〜空からみたわたしたちのまち〜》

画像は2019年の展示風景です

久保木桂子  《潮の音》

小林弘和  《樹想》

5 6

絵画、彫塑、工芸、書の領域から、活躍
が期待される会津地域、県内出身作家
の力作がそろいます。地域が誇る芸術
家の作品を間近でご覧ください。

協力｜浅野英明、安齋歩見、金澤文利、　
　　　久保木桂子、小林弘和、小松太志、
　　　近藤賢、星章寛、山﨑嵩雲、
　　　山谷七栄、油井琢心、吉田江里、
　　　渡部麗幸
期間｜10月8日（金）−10 月12日（火） 　　
　　　  9：00−17：00
　　　（初日13：00 から、最終日14：00まで）
会場｜會津稽古堂 多目的ホール　　
　　　［栄町3-50］
問合せ｜TEL 0242-26-6661
　　　　公益財団法人会津若松文化振興財団
　　　    （会津若松市文化センター内）

日本画アーティスト川合南菜子氏と上
越教育大学伊藤将和准教授を講師に、
2019年の子どもたちとアーティストによ
る特別企画で制作した本作品について、
アンコール企画として再展示します。 

協力｜会津若松市立第一中学校
　　　川合南菜子
　　　上越教育大学 伊藤将和准教授
期間｜10 月2日（土）−11月3日（水・祝）
会場｜會津稽古堂１階
　　　みちくさギャラリー　
　　　［栄町3-50］

戊辰戦争で籠城戦を経験した会津の歴
史に、コロナ禍で戦う現在を重ね合わせ、
会津若松だからこそできる、誰でも参加
できる、はがきサイズの公募作品展です。
昨年度は、幼児からプロの方まで、全国
各地、さらには海外からもたくさんの

「がんばろう城アート」が届きました。
「アート」の力で元気を発信する作品の
数々をご覧ください。

期間｜10月30日（土）−11月3日（水・祝） 　
　　　9：00−17：00
　　　 （初日11：00 から、最終日16：00まで）
会場｜會津稽古堂 市民ギャラリー　　
　　　［栄町3-50］
問合せ｜ TEL 090-6223-9159
　　　　　会津美術協会ろう城アート展事務局

当プロジェクトの趣旨に賛同いただいた、文化芸術をテーマとした会津の魅力発信につ
ながるイベントです。「日々の祈りのかたち」をテーマに開発

した、アルテマイスター独自の意匠か
ら生まれた「厨子」の作品展です。その
開発ストーリーと漆芸・木工芸の芸術
性を求める社員の作品とをコラボレー
ション展示します。

期間｜10月 20日（水）−11月 3日（水・祝） 　　
　　　 10：00 −18：00
　　　火曜定休
会場｜スペース・アルテマイスター　　
　　　［本町9-23］
問合せ｜TEL 0242-26-4621
　　　　スペース・アルテマイスター

いつもの「まち」が、会津ゆかり、福島県ゆかりの芸術家や新鋭作家の作品、また、若くてみず
みずしい感性から生まれた作品に出会える「美術館」に変わります。歴史と文化が薫る会津の
まちなみと、アートが織り成すコラボレーションをお楽しみください。

市内高校６校の生徒たちが生み出した
作品の数々が集います。U-18という年
代だから表現できる若くみずみずしい
感性に触れる作品展です。

協力｜会津高等学校、葵高等学校、会津学鳳
            高等学校、会津工業高等学校 、会津
            支援学校、会津若松ザベリオ学園高等学校
期間｜10月 8日（金）−10月12日（火）
 　　　9：00−17：00
　　　（初日13：00 から、最終日14：00まで）
会場｜會津稽古堂
　　　市民ギャラリー　　
　　　［栄町3-50］

障がいのある方々が制作した作品を紹
介する作品展です。

期間｜10月2日（土）−10月8日（金） 　
　　　　9：00−17：00（最終日15：30まで）　　
　　　　月曜休館
会場｜会津若松市文化センター
　　　特設展示場
　　　［城東町14-52］
問合せ｜TEL 0242-39-1241
　　　　　会津若松市地域自立支援協議会事務局　
　　　   （会津若松市障がい者支援課内）

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、
展示期間が変更、中止となる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

伝統ある会津美術協会による、日本画、
洋画、彫塑、工芸、書の会員の近作が一
堂に会する展覧会です。

期間｜10月20日（水）−10月24日（日）
 　　　9：00−16：30（最終日15：30まで）
会場｜会津若松市文化センター
　　　特設展示場
　　　［城東町14-52］
問合せ｜ TEL 0242-27-9591
　　　　　会津美術協会事務局

河本たか子手織り展
会津出身の織り作家の活動をご紹介します。

期間｜11月12日（金）−11月23日（火・祝） 10：00 −17：00　会場｜福西本店［中町4-16］
問合せ｜ TEL 090-9422-2924 若松まちなかコンシェルジュ勉強会、若松商家めぐりの会

工房ゆづりは  三人展
熱塩加納の廃校で創作活動を続けている三人の作家（青砥昭修・佐々木あすか・小野博子）の最新作を
ご紹介します。

期間｜10月16日（土）−10月25日（月） 10：00 −17：00　会場｜福西本店［中町4-16］
問合せ｜ TEL 090-9422-2924 若松まちなかコンシェルジュ勉強会、若松商家めぐりの会

会津信用金庫創立80周年記念展
会場｜会津信用金庫本店3階特設会場［馬場町 2-16］　問合せ｜ TEL 0242-22-7552　

▶︎ 宗像利浩作陶展
作家紹介｜
1957年、宗像窯七代亮一の長
男として生まれ、1997年に第
14回日本陶芸展において「利
鉢」で準大賞を受賞。以来、日
本工芸会正会員となり、兵庫
陶芸美術館、福島県立美術館
などで招待出品、会津大学短
期大学部非常勤講師や福島大
学客員教授に就くとともに、
第36回伝統文化ポーラ賞で地
域賞を受賞。

期間｜
10月4日（月）−10月14日（木）
10：00 −16：00  土日祝日休館

▶︎ 小林五浪展
作家紹介｜
1925年、会津坂下町の農家に
生まれ、院展でたびたび受賞
を重ねる一方、俳画風の水墨
画とも親しみ、懐かしい田園
風景を数多く今に伝えている。

期間｜
10月18日（月）−10月28日（木） 
10：00−16：00  土日祝日休館

▶︎ 長谷川雄一展
作家紹介｜
1945年、漆職人の家に生まれ、
荒川三郎に水彩画を学ぶも、
斎藤清の版画に衝撃を受けて
私淑、版画家の道を歩む。

期間｜
11月1日（月）−11月11日（木） 
10：00 −16：00  土日祝日休館

14 15子どもたちとアーティストによる特別企画「ガラスアートに挑戦」 みづゑのまち 渡部菊二展

特別企画 会津若松市収蔵美術作品

ワーク
ショップ

１

ワーク
ショップ

３・４

ワーク
ショップ

２

ワーク
ショップ

５

E

A

ワークショップで決定したデザイン

完成した作品

《花園風景》1931年

《日蝕》1936年

《横たわる》1938年

《椅子の少女》1942年 《夏》1941年※ 実際の展示作品と異なる場合があります。
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あいづまちなかアートプロジェクトでは、
次代を担う若い世代とアーティストが
共同で作品を制作・発表する機会を通
して、文化芸術の担い手育成と市民の
皆さまに芸術活動のすばらしさや魅力
を感じてもらえるよう、特別企画を実
施しています。４回目となる今年は、
アーティストに西会津町出身である上
越教育大学伊藤将和准教授をお迎えし、
市立第一中学校と第二中学校美術部の
生徒の皆さんが、特大のガラスアート
に挑戦しました。

市が収蔵する美術作品から、会津若松
市出身で日本の水彩画の歴史に大きな
足跡を残した「渡部菊二」にスポットを
当てた企画展を開催します。作品の一
部はデジタルによる展示を予定してい
ます。当時から高い評価を受けた、水
彩画特有の明快な色彩にモダンな構成
を備えた作品の数々をご堪能ください。

協力｜斎藤清美術館 学芸員 伊藤たまき
期間｜11月 9日（火）− 11月23日（火・祝）  　
　　　9：00−17：00（入館締切 16：30）
　　　月曜休館
会場｜会津若松市歴史資料センターまなべこ 
　　　企画展示室［城東町2-3］

イメージ図の発表 ▶ 修正

生徒たちが各々制作したイメージ図を自ら
プレゼンテーションし、ガラスアートのデ
ザインやモチーフを共有しました。絵ろう
そくに関するモチーフ、「希望」の意を持つ
花言葉の花々、道やリボンで「希望」を結ぶ
など、プロジェクトのテーマである「希望」
と「会津らしさ」を表現するアイデアの数々
が出されました。その後、グループワーク
により、イメージ図をさらにブラッシュアッ
プしていきました。

デザインの統合・決定 ▶ 下図の制作・調整

前回のワークショップで生まれた、様々な
イメージを伊藤先生に統合していただき、
デザインが決定しました。いよいよ、実際
のガラスでの制作がスタートです。初めに、
アクリル絵の具を使い、ガラスに下絵を写
しとるトレース作業を行いました。慣れな
いガラスの質感とガラスの厚みによる目の
錯覚により、ゆっくりかつ正確に筆を動か
し続ける作業は、高い集中力を要しました。

彩色 ▶ 完成

より美しい発色にするため、試行錯誤した
結果、下地に木工用ボンドを塗布し、その
上から油性マジックを使用して彩色作業を
行いました。

絵ろうそく店見学 ▶ イメージ図の作成

ガラスアートの題材を探るため、会津の名
産品の一つである「絵ろうそく」に注目し、
市内にある絵ろうそく店（小澤蝋燭店、山形
屋本店）を見学しました。絵ろうそくの歴史、
製造工程、会津ならではの特色、人々に親し
まれてきた伝統や風習を学び、これを基に、
生徒一人ひとりが、ガラスアートのイメージ
図を制作しました。

作品の見どころ

本企画では、夏季休暇期間中に全５
回のワークショップを実施しました。
ワークショップでは、絵ろうそく店を
見学し、その後、生徒たち自ら考案し
たイメージ図を基に、プロジェクトの
テーマである「希望」と「会津らしさ」
を融合させた大迫力のデザインが生ま
れました。

「希望」から発想を膨らませ、その意を
持つ花言葉の16種の花々、「希望＝変
化していくこと」ととらえ、女性が蝶
に変化していく様を羽化で表現、ろう
そくを聖火に見立て、その「希望」の灯
を守る手、「希望」に続く道をつなぐ赤
いリボン・・・テーマである「希望」を
生徒たち一人ひとりが瑞々しい感性で
豊かに表現しました。
また、ろうそくの原料である「漆の実」、
疫病退散の言い伝えが残る「赤べこ」、
市の鳥・木・花である「カッコウ・赤松・
タチアオイ」など「会津らしさ」がふん
だんに盛り込まれた作品となりました。
ぜひ、昼間と夜間とで違った表情を見
せる、そのエネルギー溢れる力作を間
近でご覧ください。

テーマ　希望（HOPE）

期間｜10月2日（土）−11月3日（水・祝）　会場｜會津稽古堂 １階東側窓ガラス［栄町3-50］
協力｜会津若松市立第一中学校美術部、会津若松市立第二中学校美術部、上越教育大学 伊藤将和准教授

渡部 菊二 （1907−47）

1907年、会津若松市に生まれる。会津中学校（現：福島県立会津高校）を卒業後、市内の小学校
で代用教員をしながらほぼ独学で水彩画の制作に励み、1931年第18回日本水彩画会展に出品し
た《花園風景》で初入選する。1933年すでに水彩画家として活躍していた同郷の春日部たすくを
頼って上京。以降白日会や日本水彩画会などで入選を重ね、1936年昭和11年文展で入選した《日
蝕》で、新進の水彩画家としての地位を確立する。1945年疎開のため帰郷するも、この頃から体
調が悪化、1947年そのまま当地で逝去。享年40。人物、特に女性像に優れた作品が多い。斬新
かつ幾何学的な構図と、補色を巧みに取り入れた鮮やかな色彩による、理知的で明朗な画面に、
みずみずしい詩情を織り込んだ独自のイメージは、今もなお鮮烈な印象を放っている。さらに、
春日部らとともに、現在も有数の公募団体である水彩連盟（1940年−）を結成するなど、日本水
彩画史に残した功績は大きい。
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会期中の展示企画

1 うるし その可能性と未来
10月5日（火）−11月3日（水・祝）  9：00−17：00（入館締切 16：30）

4 若い作り手による作品展示 会津漆器 野点茶道具加飾プロジェクト／県展受賞作品
10月5日（火）−11月3日（水・祝）  9：00−17：00（入館締切 16：30）

⓯ みづゑのまち 渡部菊二展 
11月9日（火）−11月23日（火・祝）  9：00−17：00（入館締切 16：30）

会期中の展示企画

2 第57回会津工芸新生会展
10月2日（土）−10月8日（金）  9：00−17：00（最終日16：00まで）

9 障がい者アート展
10月2日（土）−10月8日（金）  9：00−17：00（最終日15：30まで）

⓾ 第58回会津美術協会展
10月20日（水）−10月24日（日）  9：00−16：30（最終日15：30まで）

会期中の展示企画

1 うるし その可能性と未来
10月2日（土）−11月 3日（水・祝）平日 11：00−16：00  土日祝日 10：00−17：00

会期中の展示企画

6 新しいAIZUの美術展
10月8日（金）−10月12日（火）  9：00−17：00（初日 13：00 から、最終日14：00まで）

7 若い感性から生まれた作品たち 〜Ｕ−18の作品展〜
10月8日（金）−10月12日（火）  9：00−17：00（初日 13：00 から、最終日14：00まで）

8 あいづまちなかアートアンコール展示企画
　「会津の鳥瞰図 〜空からみたわたしたちのまち〜」
10月2日（土）−11月3日（水・祝） 

⓫ 第２回會津発信 ろう城アート展
10月30日（土）−11月3日（水・祝）  9：00−17：00（初日 11：00 から、最終日16：00まで）

⓮ 子どもたちとアーティストによる特別企画「ガラスアートに挑戦」
10月2日（土）−11月3日（水・祝）

会期中の展示企画

3 須藤靖典作品展 −巡る−
10月2日（土）−10月17日（日）  10：00−18：00　

⓬ アルテマイスターの厨子と工芸
10月20日（水）−11月3日（水・祝）  10：00−18：00

会期中の展示企画

1 うるし その可能性と未来
10月2日（土）−11月3日（水・祝） 平日 11：00−16：00  土日祝日 10：00−17：00

住　所｜会津若松市城東町 2-3
電　話｜0242-27-2705
時　間｜9：00−17：00（入館締切 16：30）
休館日｜月曜
駐車場｜有（普通車20台）

住　所｜会津若松市城東町 14-52
電　話｜0242-26-6661
時　間｜9：00−
休館日｜月曜
駐車場｜有

住　所｜会津若松市東栄町 3-46
電　話｜0242-39-1305（文化課）
駐車場｜有

住　所｜会津若松市栄町 3-50
電　話｜0242-22-4700
時　間｜9：00−
休館日｜10月29日（金）
駐車場｜有（有料・割引あり）

住　所｜会津若松市中町 1-4
電　話｜0242-26-5671
時　間｜平日 11：00−16：00
　　　　土日祝日 10：00−17：00
休館日｜無休
駐車場｜有（有料）

住　所｜会津若松市上町 4-1
時　間｜平日 11：00−16：00
　　　　土日祝日 10：00−17：00
定休日｜無休
駐車場｜有（普通車3台）

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、展示期間が変更、中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

住　所｜会津若松市本町 9-23
電　話｜0242-26-4621
時　間｜10：00−18：00
定休日｜火曜
駐車場｜有（普通車20台）

会期中の展示企画

5 蒔絵ピアノ演奏会と市収蔵美術作品展
10月10日（日） ① 10：00− ②11：15− ③13：30−

［5P・6P］

［7P・8P］

［9P・10P］
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＜事務局＞福島県会津若松市栄町5-17
　　　　　会津若松市教育委員会 文化課

あいづまちなかアートプロジェクトへ助成・協賛いただいた企業の皆様

この印刷物は、福島県の森林環境税を活用して制作しました。

　福島県の森林は、全国に誇る湖沼など良好な水環境の保全、安全で快適な生活環境の保全、豊かな自然環境

の保全、木材の生産など多面的な機能を持ち、私たちの生活に様々な恵みをもたらしています。そして、これまで

森林と人との関わりの中で森林を守り育てながらこれを有効に利用するための知恵や技術、生活様式といった

森林文化が育まれてきました。

　しかし、森林の維持管理を担ってきた林業生産活動の停滞や農山村の過疎化、生活様式の変化などから人々

の心が森林から遠ざかっており、必要な手入れや利用が行われないまま放置される森林が見られるなど、森林

の持つ公益的機能の発揮を将来にわたって確保することが困難になるおそれが生じています。

　一方、生活の向上や価値観の多様化、特に、地球温暖化問題や自然との共生指向などから森林の持つ公益的

機能の発揮が一層期待されるようになっています。

　今に生きる私達は、このような森林を未来も豊かであるよう守り育て未来の世代に引き継ぐ責務があります。

そのためには、私たち一人一人が森林がもたらす様々な恵みにより日常生活が支えられていることを理解し、森

林（もり）づくりの重要性と果たすべき役割について考え、行動し、森林の保全に参画する必要があります。

　そこで、福島県は、平成17年11月20日に「森林文化のくに・ふくしま県民憲章」を制定するとともに、平成18

年度から森林環境税を活用し、森林所有者や林業の枠組を超えた「県民一人一人が参画する新たな森林（もり）

づくり」に取り組んでいます。

　森林文化のくに・ふくしま県民憲章

わたしたちは、

1）森林を敬い、あらゆるいのちを尊びます。

2）森林にふれあい、心豊かに生きます。

3）森林の恵みに感謝し、活かします。

4）森林を守り育て、未来につなぎます。

公益財団法人朝日新聞文化財団
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