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御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館だより

森のア ト リエ 2
御殿山の現代アート展

2.1

㊎

24

㊐
御殿山生涯学習美術センター
月ｰ土：9 時－21 時
日・祝：9 時－17 時
（初日は 12 時から）

堀尾貞治

あたりまえのこと﹁直線の輪郭﹂
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所蔵品展

御殿山の現代アート展

２月１日－２４日開催

今年最初の所蔵品展「御殿山の現代アート展」
を開催します。昨年 11 月、神戸の現代美術

家の堀尾貞治氏が逝去されました。堀尾氏は
1939 年神戸市に生まれ、66 年に吉原治良率

いる前衛美術集団「具体美術協会（具体）」の
会員となり、72 年の解散まで「具体」で活躍
されました。阪神淡路大震災の震災風景を描
いた作品でも知られています。また 2000 年

度に開催した当センターの企画展示会「アト

リエ美術館 Vol.4」で、作品展示とワークショッ
プを行っていただいた経緯があります。

菅井汲「V-12」

床ヌブリ「イレシュ・サポ」

今回は堀尾氏の追悼の意を込めて、所蔵する堀尾氏

の「あたりまえのこと『直線の輪郭』」を展示します。
併せて、堀尾氏と同時代を生きた現代美術家たちの
平面、立体、写真等の作品も展示します。戦後、そ
れまでのキュビスムやドイツ表現主義などを基にし
堀尾一郎﹁聖ヨハネの伝説﹂

Event 報告

実技講座

た抽象表現主義、シンプルな色と形で表現するミニ
マルアート、コンセプトを最も重要視するコンセプ
チュアルアートといった世界的な新しい美術の動向
を受け、日本でも従来の絵画や彫刻の概念に捉われ
ない自由な発想のもとで芸術家それぞれに多様な創
作活動を展開しました。当センターで所蔵する現代
アートの作品に触れ、アートとは何かを考える場と
東松照明「爆風により崩壊した浦上天主堂」

なれば幸いです。

①はじめての陶芸教室〜土にふれ、自然に親しむ〜

参加者のみなさんの

②金継ぎ体験教室

スタッフも挑戦しました !!

花入れと菓子鉢がで
きあがりました。７

センタースタッフ９人が日々の仕事

の合間に、作陶に挑戦しました。作っ

名の方が吉向孝造

たのはお椀やマグカップ、皿など。

（九世松月）先生の
ご指導の下、昨年

うち８人は初心者でしたが、焼きあ

ら焼成までの全工程に取り組みました。みなさん初めて

によい釉薬の色具合に感嘆の声があ

11 月から１月までの３ケ月間、全８回にわたって成形か
の経験でしたが、自分の完成作品を手にして満足した様
子でした。講座終了後には、今回の参加者で新しいサー

がった自分の作品を見て、想像以上
がりました。作陶の楽しさ・喜びを
知る体験となりました。

クルを立ち上げるか、

金継ぎ体験教室が始まりまし
た。午前の部・午後の部とも
に満員、計 12 名の方々が３

月まで全６回にわたって金継
ぎを体験します。初回は講師
の杉本真唯先生から漆、金継
ぎについての説明が行われま

既存のサークルに入会

した。みなさん欠けたお椀や
湯呑を持参。そのまま捨てる

するかどうか話し合い
が行われ、今後も陶芸

には惜しいというものばか

です。

うに修復されるのか楽しみで

り。金継ぎによってどんなふ

を続けていかれるよう



すね。
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２月３日
募集開始！
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図書館で勉強しよう！
「自学 ・ 自習タイム」
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無料 中高生限定
貸出カード必要

場所：御殿山図書館内

「おはなしのへや」
利用時間：
月～金曜
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15：00～20：55

（第一水曜は 17：00 ～）

月～金が祝日の場合
13：00 ～ 16：55

※その他催し等で
変更の場合があります。
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※詳しくは
図書館カウンターまで。
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美術特集、 ２月は 「奇想の絵画」
江戸時代の奇想派絵師「鈴木其一」
「白隠慧鶴」
「岩佐又兵衛」
「狩野山雪」
「伊藤若冲」
「曽我蕭白」
「長
沢芦雪」「歌川国芳」の大胆かつ緻密で想像力を刺激する作品は、新しい絵画の魅力満載です。
上野の東京都美術館では２月９日（土）から４月７日（日）まで「奇想の系譜展〜江戸時代のミラク
ルワールド〜」を開催します。初公開や海外から初の里帰り作品も多数展示されますよ。

♦２月のイベント♦ 事前申し込み等不要ですので、みなさんぜひご参加ください。

１月の 「ムンク」 特集

１㊎ 10:00 〜 おはなしのへや

６㊌ 15:30 〜 おはなしのへや

ふれあいルームとことこ

紙芝居サークルよっちゃん

紙芝居や絵本、パネルシアターなどみんなで楽しもう！

毎週㊏㊐ 14:00 〜 おはなしのへや

８㊎ /22 ㊎ 10:00 〜 おはなしのへや
ふれあいルームおひさま

子育て中のお母さんたちに大人気！子育て経験豊富な市民スタッフ
による親子交流の場。絵本や手遊び、体操など一緒に楽しみ「新しい
友だちができる」と好評です。開設時間中の出入り自由、無料。

図書館スタッフによるおはなし会

※昨年 10 月から、 おはなし会は 14 時開始となりました。

◀各国語の辞典
赤いシールの本は、 館内
でご利用ください。

０から始まる図書館噺 第９回 「８」 言語 ・ 語学
語学と言えばまず辞書が思い浮かぶ人も多いと思います。御殿山図書館では従
来、辞書は全て参考図書コーナーにありましたが、英会話の本などと並べて多様
に活用していただこうと、昨年６月から８類の書棚の最下段に移動させました。
（国語辞典は多巻物もあるため従来通り参考図書コーナーにあります）
この他よく利用されるのが、スピーチや手紙の書き方。
「大人の語彙力」を書
名に含む本が近年増えましたが、慣れ親しんだ日本語もまた、日々是勉強ですね。

お知らせ

「809.4 スピーチ」
「810.4 日本語論」▶

蔵書点検作業のため、 ２／１１日㊊㊗～１６日㊏御殿山図書館は休館いたします。


御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館だより
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活動委員会事業

「御殿山の歴史と日本のうた」

けん玉であそぼう！

御殿山神社の謂れや御殿山周辺のまちの歴
史を御殿山神社宮司である片岡伸介氏にま

日本けん玉協会公認指導員が指導します。

絵馬』の見学や、声楽家でもある片岡氏に

玉を楽しもう！

子どもから高齢の方まで、みんなでけん

なびます。市指定有形文化財である『遷宮
よる歌もあります。

２月２４日

３月１０日 （日） 14 時～ 15 時 30 分
参加費 ： 無料

対象 ： 大人

定員 ： 先着 60 名

片岡伸介宮司

講師 ： 片岡伸介氏 （御殿山神社宮司）
申込方法 ： 平成 31 年２月３日 （日） 10 時より
センター事務所にて先着で受付 （電話可）

！

主催 ： 御殿山生涯学習美術センター ・ 御殿山図書館

第309回 サンサン人形劇場

Event 報告

参加者募集

会場 ： ２階ホール

御殿山神社

人形劇団びっくり箱 /
「ついてこんといて」
「なかよし」

１月20日開催
Teatro 姐 （テアトロあね） /
「なにわいっすんぼうし」

①10 時～正午
②13 時 30 分～ 15 時 30 分
参加費 200 円 (５歳～大人）
先着各 30 名
２月１日 （金） 午前 10 時からセンター窓
口にて受付 （電話予約可、 先着順）

活動委員会事業

はるかぜ 手作り＆のみの市

サンサン人形劇場を開催しました。２つの劇団に
よる３つの演目を上演、約 70 名の参加者が集まり
ました。みなさんからは「子供はもっとみたいと
言っていました。大人もとても楽しめました。」
「大
人もこどもも楽しめてよかったです。親子でいつも楽しみにしていて、子そ
だてもがんばれます。」といったお声をいただきました。演者が操る人形の
生き生きとしたユーモラスな動きとお話で、子どものみならず大人にも楽し
い時間を過ごしていただきました。

開催します !!
手作り品を販売する手作り市とのみ
の市を開催します。喫茶コーナーや
折り紙教室などのワークショップ
コーナーもあります。

当センターでは、
展示スペースを活用し、
創作活
動を積極的に行っていく若手・新鋭アーティスト
の応援をしていきます。出展にあたり、
事前に審
査・選考をさせていただきます。

�アートフラッシュ 作家募集�

（日）

応募資格等
①今後作家活動を続けていく意欲のある方。

３月９日 ( 土） １０時～１５時
入場無料

直接会場へ

手作りブース ： １F ロビー
のみの市ブース ： ２F ホール

Lobby Displays（ロビー展）

クラブ エスキス展
期間 : ２月１１日（月・祝）－２月２４日（日）
初

日 : １１ ： ００～

最終日 : １６ ： ００まで

（展覧会歴等は問いません）
②京阪・学研都市沿線（特に枚方市）を中心に活

クラブエスキスのメンバーによる水彩 ・

動を行っている方。 枚方市にゆかりのある方。

パステルの人物画１５点を展示します。

③若手作家、新鋭作家の方。
④ジャンルは問いません。

写真は Vol.108 「吉田絵美展」

【生涯学習美術センター】
Tel︓050-7102-3135 fax︓072-847-8351

【図書館】
Tel︓050-7102-3119 fax︓072-840-2141

http://www.hira-manatsuna.jp/gotenyama/
e-mail:info-gotenyama@hira-manatsuna.jp

http://hira-manatsuna-library.jp/gotenyama/

e-mail:gotenyama@hira-manatsuna-library.jp

ⅾ↉↞ ᱅ဋ߷

ࣂോޛ
ဃ෨ܖ፼፦ᘐἍὅἑὊ


∓⒲
⇥
∐⒲

−⇟⇮∏∙‒
‒‒‒⇛⇑∅⇬⇉∞

࣯
↙
ק
ᢊ

ࣂോޛ
⅙⅙⇈⒲⇮ק

ʮ

᧵⅙
ࡅᢊ
ࣂോ
ʮᣃ
ޛ
ܣӝ
ዴ

ࣂോޛᅕᅈ
ࣂോޛπט

૾
ࠊ

↡ⅻⅼഫᅹ

⇙∙⇹⇱

発行︓枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館
（指定管理者︓枚方まなびつながりプロジェクト）
〒573-1182 枚方市御殿山町10－16
〈開館時間〉月～土曜日 9:00～21:00
日・祝日 9:00～17:00
〈休館日〉第４月曜（祝日は開館）・年末年始


