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ワシリー・カンディンスキー 《浮遊》 1927年 カードボード、油彩 45.9×54.0cm
天体を思わせる大小さまざまな13の円。それらの間に張り巡らされた線や面は、円たちを閉じた関係性の中で結びつけつつ、その奥に宇宙的な広がりを
感じさせます。幾何学図形をもとに構築された本作は「なんだか取っつきにくそう」という先入観を抱かせるかもしれません。しかし、それさえ捨ててし
まえば、柔らかなオーラをまとった一群の円たちが、見る人の心を取り込みながら、深遠で喜びに満ちた世界へと導いてくれます。 （学芸員 藤原 啓）

平成27年度定期総会
5月16日講義室において、平成27年度友の会定期総会

平成27年度事業計画

を開催、会長挨拶・来賓挨拶の後、議事にうつり全ての

実施月日

議案が承認されました。続いて谷館長の「平成27年度

平成27年

宇都宮美術館企画展の概要」と題して記念講演があり、
次回の「パウル・クレー

だれにも ないしょ。」展で

は、特別クラスの作品も数多く出品され、「夢見るフラ
ンス絵画」展と続き、本年度も又楽しみな企画が満載です。
その後、U-moaコンサート
『バリトン・ソプラノ・ピアノの
響演LIVE』宇都宮出身のトリオ
「marks trio ensemble」
の演奏、最後は「猫の二重唱」何と歌詞はニャ～～オの
み！…。一般の方も入場され全員でコンサートを楽しみ
ました。
会

（菅野明子）
長：青木紀一郎

副 会 長：甘利知子
監

事：石田毅

川上光枝

渡辺勝己

事

業

内

担当部

容

5月 5日

子どもフェスタin文化の森2015

共

5月16日

平成27年度定期総会

総務部

5月29日

春の美術館めぐり
（一泊旅行）

事業部

～30日

催

仙台・秋田方面

7月12日

美術講演会

発見部

8月

会報
「アートの森」
第15号発行

広報部

9月

U-moaコンサート

総務部

11月

秋の美術館めぐり
（日帰り旅行）

事業部

12月

クリスマスの夕べ

事業部

12月～1月

友の会ボード 作家紹介

発見部

2月

賛助法人懇談会

総務部

3月

会報
「アートの森」
第16号発行

広報部

平成28年

柴田紀恵

総務部長：菅野明子

副部長：河合正

事業部長：石塚豊

副部長：鈴木照子

広報部長：山田ユキ

副部長：池亀和子

発見部長：亀井研一

副部長：小林和子

松林慎二

大谷石の来し方と行方①
̶フランク・ロイド・ライトと日本̶
1867年（慶応3）、アメリカに生まれたフランク・ロ

配人・林

イド・ライトは、ヴァルター・グロピウス、ルートヴィ

（現存せず）に着手。ライト館の建造が始まった1918

ヒ・ミース・ファン・デル・ローエ、ル・コルビュジエ

年（大正7）には、日本人の愛弟子・遠藤

と並び、モダニズム建築の四大巨匠と称されます。しか

再来日を果たし、櫻正宗当主・八代目山邑左衛門の別邸

し、他の三人が合理主義的・機能主義的なスタイルを標

も手がけました。

榜したのに対して、ライトは独自の位置を近代建築史に

来日中は、自由学園 明日館が竣工する（1921年）かた

築きました。

わらで、帝国ホテル旧館の全焼により、林

単に、同時代・次世代への影響という意味だけではなく、

人を辞任する出来事に見舞われ（1922年）、ライトは

日本の風土と美学に触れた点で、わが国との縁が深かっ

日本を離れます。そして、遠藤

たのもライトです。ライトが「日本」に傾斜した発端は、

館は、1923年（大正12）9月1日、全館オープン・披

「シカゴ・コロンブス万国博覧会」（1893年）の日本

露パーティの準備中に関東大震災を経験したのです。

館 鳳凰殿に対する感銘にあり、1905年（明治38）の

震災では小さな被害のみ被ったライト館も、戦後になっ

初来日に際しては浮世絵を収集、その翌年、シカゴ美術

て解体（1968年）、その一部が博物館明治村に移築・

館で日本美術の展覧会を監修したほどでした。

復元されました。それは、現存する旧・林邸、旧・山邑

10年後、ライトは帝国ホテル新館（ライト館）の設計

邸、自由学園 明日館とあわせて、「大谷石に日本を見

を承諾する（1916年）とともに、当時の帝国ホテル支

（主任学芸員
出した」ライトの貴重な遺産です。

愛作の屋敷、資生堂社長・福原信三の別荘
新を伴って

愛作が支配

新に委ねられたライト

橋本優子）

子どもフェスタin文化の森2015
5月5日 宇都宮美術館・友の会・豊かな郷づくり推進協議会
いつも静寂に包まれている宇都宮美術館の里山の森が、
年に一度だけ元気な子供たちの声が飛び交うカラフルな
空間に変身します。今年は天候にも恵まれ、ファミリー
を中心にした参加者は3500人余。フラダンスや吹奏楽、
遊びや工作に参加、森の中ではお話の会やたんけんたい
の姿も。縁日の屋台のようなグルメも大好評でした。
（平出晴夫）

猩々袴（しょうじょうばかま）

文化の森を歩いて

＊秋＊

寒さが際立つ早朝に、落ち葉を踏んで歩くと、秋の森は私たちに小さな物語が
書けそうな魅力的なページを沢山見せてくれます。
物憂げな光沢のコナラ、絢爛豪華なモミジ、季節を惜しむように美しいイチョウ、
わんぱく坊主の風貌が異端なホオノキ。
寡黙に立ち、時が来れば惜しげもなく葉を落としてゆく木々の潔さには脱帽です。
抒情的な森の中とは対照的に昼下がりの晴れた午後、草の広場を訪れた人達は
青い空と緑の芝生に包まれて優しいまどろむ様なひと時を共有しています。
子供たちの元気な声が弾けて微笑ましい秋の一ページです。
10月中旬、長旅の苦難をまとわず、鳥たちがひっそりと帰って来ました。
長い旅でしたか？苦労は？話せるなら沢山の質問があります・・
不思議でカッコイイ君たち！ ここにも寡黙な仲間がいました。
言葉を持たない世界には癒され、エネルギーをもらいます。
冬から始まった文化の森は春・夏そして秋を迎えました。機会を下さって
ありがとうございました。四季を通して森に出かけてください！

（水垣俊子）

春の美術館めぐり

5月29日～30日

初めて行く場所でしたのですぐに申し込みました。思い
通り楽しく行ってくることが出来ました。これがいちば
んの条件と思います。仙台市博物館での“国宝吉祥天女
が舞い降りた！”薬師寺は何度かたずねておりますが、
教科書でしか知りませんでしたから、わくわくでした。

友の会の旅行のご案内を賛助法人会員の当社にいただき

8世紀の吉祥天女を21世紀にお参りできました。

常日頃、社長から社員の福利厚生の一環として参加する

小林澤應録事の講話も良かったです。般若心経にも心馳

ようにとの方針で参加しました。秋田方面への一泊二日

せる事ができました。秋田市立千秋美術館での高円宮家

仙台市博物館と秋田市立千秋美術館を見て、最終日は

コレクションより、選りすぐりの根付、印籠、巾着、殿

「東北六魂祭」東日本大震災の鎮魂を込めて、東北6県

下思い出の品々も見ることができました。六魂祭は、お

のお祭りを秋田で一堂に会して行われ大変な人出でした。

得でした。一ヶ所で6県の祭を見学できたのです。

楽しみが増せば増すほど、留守の皆さんに申し訳ない気

計画くださった皆々様、ありがとうございました。

持ちで楽しませていただきました。本当に楽しい旅をあ

（福富悦子）

りがとうございました。

（(株)三向地所 宇梶梨香）

賛助法人会員との懇談会
去る、2月19日賛助法人会員25社のうち10社12名のご
参加をいただき、懇談会を行いました。
初めに美術館の北村学芸課長から、開催中の「薄久保友
司展」の見どころについて説明があり、その後鑑賞して
いただきました。
懇談会では、谷館長のお話もあり、また、出席者からも
ポスターの件や、招待券の活用などご意見をいただき、
有意義な懇談会でした。

（青木紀一郎）

会員加入状況

2015年7月16日現在

一 般 会 員

ペ ア 会 員

賛助個人会員

賛助法人会員

297

123

24

23
（口）

単位：人

合

計
467

賛助法人会員

熊谷草（くまがいそう）

企画展のご案内
☆ パウル・クレー だれにも ないしょ。

7月5日
（日）
～9月6日
（日）
☆ 夢見るフランス絵画
印象派からエコール・ド・パリへ
9月20日
（日）
～11月23日
（月・祝）
☆ ビアズリーと日本
（日）
12月6日
（日）
～平成28年1月31日
☆ 齋藤富蔵展
2月14日
（日）
～4月10日
（日）

(株)西邑画廊 (株)三向地所 (株)昭和食品 (株)田村緑知苑
(株)酒井建築設計事務所 中央電機通信(株) 環境整備(株) 栃の木地所(株)
(株)スズテック (株)穴吹工務店宇都宮サーパス会 晋豊建設(株) 三信電工(株)
栃木実業(株) (株)ケイエムシー イートランド(株) (株)栃木銀行
東亜警備保障(株) 学校法人宇都宮美術学院 (有)マルワガラス
栃木トヨタ自動車(株) ランスタッド(株)宇都宮オフィス (有)NON VERSUS
（入会順）

編集ノート

友人が花火のように咲く珍しい紫陽花を庭で大切に育て
ていた。あまりに可愛いので、その紫陽花を少し長めに2
本切ってもらい1週間ほど花瓶で花を楽しんだ。枯らして
しまうのは勿体ないので、そのあと、鹿沼土の植木鉢に
挿木した。今では、根がつくようにと水遣りするのが日
課になりました。
（池亀和子）
＜アートの森＞
発行日
発 行
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（通巻38号）

2015年8月21日
宇都宮美術館友の会（宇都宮美術館内）
〒320-0004 宇都宮市長岡町1077
☎028-643-0100

