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2011 青梅アート・ジャム

森から響く祈りと暮らし
A Prayer for Our Existence and Nature Resounds in Forest

2011年 6月4日（土）～26日（日）
June 4 (Sat.) - 26 (Sun.)

会場：  青梅市立美術館　ゆずの里 勝仙閣　煉瓦堂朱とんぼ　吉川英治記念館　御岳山 武蔵御嶽神社
At the Ome Municipal Museum of Art, the Japanese inn SHOSENKAKU, the RENGA-DO AKATONBO, YOSHIKAWA EIJI House & Museum 

and  the Musashi Mitake Shrine on the top of Mt. Mitake.
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東日本大震災が起こり、被災さ
れた人々の場面の報道を愕きと
畏れの入り混じった感覚で見て
いました。文明の脆さを目の当
たりにして、祈ることしか出来な
いものがあり、その体験は、今
回の青梅アート・ジャム展のテー
マとして掲げた「森から響く祈り
と暮らし」のワークショップ、作
品展示の方法と重なるものにな
りました。畏れ敬う事の大事さ
を表現しそれらを感じて戴けれ
ば幸甚です。また施設や支援し
てくださった方々に御礼申し上げ
ます。

青梅アート・ジャム代表
伊藤 光治郎

オープニングレセプション 
吉川英治記念館 6/4（土）
Opening Reception at YOSHIKAWA EIJI House & Museum

OME ART JAM 2011 EVENTS  2011 青梅アート・ジャム　開催イベント一覧　

5/3(火)～5(木)  壁芝居制作ワークショップ  ゆずの里 勝仙閣   
  Workshop for Storytelling with Wall Picture at Japanese inn, SHOSENKAKU

6/4(土)  オープニングレセプション   吉川英治記念館   　  2p 
  Opening Reception at YOSHIKAWA EIJI HOUSE & MUSEUM 

6/4(土)～26(日) 塩野圭子・ソムヨットと参加作家による作品展示  吉川英治記念館   　 12p 
  Exhibition of SHIONO, Somyot and others at YOSHIKAWA EIJI House & Museum  
  “光の家” 利用者と参加作家による作品展示  ゆずの里 勝仙閣   　13p 
  Exhibition of Ome Art Jam artists at Ome Municipal Museum of Art  

  青梅アート・ジャム作家による作品展示  青梅市立美術館   　 14p 
  Exhibition of Hikari-no-Ie artists and others at Japanese inn, SHOSENKAKU

6/5(日) パネルトーク「森から響く祈りと暮らし」  吉川英治記念館       3p 
  Panel Talk “A Prayer for Our Existence and Nature Resounds in Forest” at YOSHIKAWA EIJI House & Museum

6/6(月)・7(火） 神様を彫ろう 伊藤 光治郎 武蔵御嶽神社     　  9p 
  Mt Mitake Workshop “Let’ s Carve Spirit of Mountain” by ITO Kojiro at MUSASHI-MITAKE Shrine

6/12(日) 子供たちのためのワークショップ  煉瓦堂 朱とんぼ   　  4p 
  Children’ s Workshops at RENGA-DO AKATONBO

・祈りの形を作る 山口 幹也  　  4 p 
“Praying made into a Form: Carving Jizo” by YAMAGUCHI Mikiya

・木と竹で筆を使って絵を描こう 杉本 洋  　   5 p 
“Let’ s Draw with Brush made from Wood and Bamboo” by SUGIMOTO Hiroshi

・森から生まれた日本の伝統模様を切り抜く 塩野 圭子  　  5 p 
“Cutting out Traditional Patterns inspired by Forest” by SHIONO Keiko

・お供えの器を作る 鈴木 寿一  　  6 p 
“Making Container to place Offering” by SUZUKI Toshiichi

・“祈りの言葉” を書く 山口 英子  　   6 p 
“Drawing Words of Prayer with Japanese Brush” by YAMAGUCHI Eiko

・みんなでつくってゆく自由表現アートワークショップ 塚本 いとく  　  7 p 
“Making Freely Expressed Art in Collaboration” by TSUKAMOTO Itoku

・タイの祈りの形を作ろう ソムヨット・スーパーポーンヘミン　  7p 
“Making Ornament, a Visualized Form of Thai people’ s prayer” by Somyot SUPARPORNHEMIN

・壁芝居公演  　  　   8p 
Performance of Storytelling with Wall Picture

6/13(月) 小学校 de ワークショップ  青梅市立霞台小学校 15p 
  “Workshop for School” at Kasumidai Elementary School

6/15(水)～16(木) 山の神様を描くツアー 杉本 洋 武蔵御嶽神社           9p 
  Mt. Mitake Workshop “Sketching the Spirits of Mountain” by SUGIMOTO Hiroshi at MUSASHI-MITAKE Shrine

6/19(日)・26(日) 古民家を描こう 杉本 洋 釜の淵公園 宮崎家住宅10p 
  “Let’ s Draw Old House” by SUGIMOTO Hiroshi at KAMANOFUCHI Park

6/25(土) 壁芝居公演  武蔵御嶽神社       　8p 
   Performance of “Storytelling with Wall Picture” at MUSASHI-MITAKE Shrine, Mt. Mitake

6/25(土) 能楽らいぶ「平家物語 そして始まり」      中所 宜夫 荒井 姿水 吉川英治記念館       11p 
  Noh-Gaku Live Performance by NAKASHO Nobuo at YOSHIKAWA EIJI House & Museum 

6/26(日) 法螺貝のワークショップ 宮下 仁志 武蔵御嶽神社         10p 
  Mt. Mitake Workshop “Blowing Trumpet Shell” by MIYASHITA Hitoshi at MUSASHI-MITAKE Shrine 

今年のオープニングレセプション
は、梅雨の晴れ間に恵まれた天
気のもと、吉川英治記念館庭園
にて行われました。青梅市長を始
め多くの参列者をお迎えしてのレ
セプションは、武蔵御嶽神社の
雅楽演奏や奄美舞の演舞が庭園
の芝生に映え、「森から来る祈り
と暮らし」のテーマにふさわしい
心地のよい始まりとなりました。

MESSAGE ごあいさつ

I was looking at the news of the ca-
tastrophe which hit Tohoku region on 
March 11with mixed feeling of fear 
and astonishment. Our civilization is 
fragile and, sometimes, we cannot do 
anything but to pray. This experience 
gave me an idea for the theme of this 
year’ s Ome Art Jam, “A Prayer for 
Our Existence and Nature Resounds 
in Forest” We tried to express the im-
portance of having fear and respect 
toward nature through our exhibi-
tions and workshops. I hope you were 
able to feel this theme by participat-
ing in our program.

ITO Kojiro
Chairman, Executive Committee of 
The Ome Art Jam

Opening reception was held at the 
garden of Yoshikawa Eiji House and 
Museum. We were blessed with a pre-
cious sunshine in the rainy season. 
It was our pleasure to receive many 
guests including the Mayor of City of 
Ome. In the reception, Gagaku music 
was performed by the players from 
Musashi-Mitake Shrine and, also, a 
traditional dance of Amami region 
was performed in the garden. They 
seemed to glow on the lawn of the 
garden and provided us with a won-
derful start congruous with the theme 
“A Prayer for Our Existence and Nature 
Resounds in Forest.”　

1
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パネルトーク 

「森から響く祈りと暮らし」 
吉川英治記念館　6/5（日）
Panel Talk “A Prayer for Our Existence and Nature Resounds in Forest” 
at YOSHIKAWA EIJI House & Museum

子供たちのためのワークショップ 
煉瓦堂 朱とんぼ　6/12（日）
“ Children’s Workshops” at RENGA-DO AKATONBO

子供たちのためのワークショップ

祈りの形を作ろう 山口 幹也

Workshop for Children 
“Praying made into a Form: Carving Jizo”  By YAMAGUCHI Mikiya

祈る時の姿は様々あると思われ
ますが、手を合わせるという仕
草がわかりやすい祈りの形だと
いうことと、造形的にも左右対
称で作りやすいということで、合
掌像を作るワークショップという
ことになりました。
参加者には、彫りやすさを考慮
して、あらかじめ正面と側面のシ
ルエットを切り抜いたサワラや桧
の角材が用意されました。
刃物を使用することもあってか、
残念ながら参加者はあまり多く
ありませんでしたが、これまで
木のかたまりから立体のものを
削り出す作業をほとんど経験し
たことがない参加者の方々は、
なれない作業に多少苦労しつつ
も、小さなお地蔵様を彫るのを
楽しみました。

毎年好評を頂いている青梅アー
ト・ジャムメンバーによるワーク
ショップが今年も煉瓦堂朱とん
ぼで実施され多くの参加者でに
ぎわいました。タイ、カナダから
の海外作家の参加もあり、それ
ぞれ趣向をこらしたワークショッ
プは、どれも大変好評でした。
今年は特に「子供たちのための
ワークショップ」ということで、
若手メンバーによる「壁芝居」の
上演等もあり、例年以上に多く
の子供達が参加してくれました。
子供を対象にしているとはいえ、
内容は皆本格的で、付き添いの
親御さんの方が夢中になってし
まうほどでした。子供達にこう
した体験の場を提供することも
青梅アート・ジャムの大切な活
動の一つと考え、今後とも楽し
く充実したワークショップを企画
して参りたいと考えております。

In this workshop, participants made 
small  wood statute of J iz?,  the 
Guardian Deity of Travelers and Chil-
dren, about four-inch tall. In order to 
complete the curving in short time, 
we selected the figure which has its 
palms of hands together, making it 
a symmetrical figure which is easier 
to curve. Putting palm to palm is 
the most popular form of praying. 
Yet, another time-saving device was 
the use of relatively soft wood block 
pre-curved in the projected shape 
of Jizo seen from its front and side. 
There were fewer participants than 
we expected, probably, because 
this workshop uses curving knives. 
Participants who have no experience 
in producing 3-D figure had a hard 
time, but no one got injured and ev-
eryone seems to have enjoyed curv-
ing.

自然への畏怖と伝統への 
敬意に培われる文化

青梅市御岳山の武蔵御嶽神社宮
司・金井國俊さんによると、正月
三日に鹿の骨を焼きそのひび割
れでその年の吉凶を占う太占 (ふ
とまに)で、今年は跡形もなく粉々
になったのだという。まさに前代
未聞、不吉の前兆に他ならない。
そして3月11日の大惨事。この
世には、人知の及ばぬ神秘的な
力が、秘かに私たちの運命を支
配しているのかもしれない。
　今回の青梅アート・ジャムの「森
から響く祈りと暮らし」なるテー
マは、昨年から決まっていたとい
うが、その意味するところは何か
今日を予見していたようでもある。
　私が参加したのは、同テーマ
によるディスカッションだったが、
そこでの招待出品者であるタイと
ラオスの染織家達が語る仕事へ
の情熱と理想に、日本の現状に
対する何らかの警告と提案が込
められていたように感じた。彼
等は大学で学んだ後農村に入り、
伝統的染織技術を各村に普及。
手工芸産業として育成すること
で、生活の向上を目指していると
いう。しかし、その基本は経済
重視の土産物化はなく、各々の
伝統風土に根差した地域文化の

確立。「自然から糧を得て、必要
なものを必要なだけ作る。それ
こそ、人間が生きるための当たり
前の物作り。絶えず必要以上の
ものを作り、販路の拡大を至上
命題とする効率主義、量産主義
こそが問題なのでは?」と。
　勿論そうした指摘に対して、私
たちには様々な反論も可能だろ
う。が、私たちはいま、科学や
経済の合理性なるものを受け入
れつつも、それらに翻弄され、
何か納得の行かない不安な日々
を過ごしている。そこで望むべき
は、理解を強いられるのではな
く、日々自然に素直に実感できる
価値観。それは自身を過信せず、
身近な自然への畏怖と伝統への
敬意に裏打ちされた生活と文化
でこそ培われる。そのことを、今
年私たちは痛感したわけだ。

藤田  一人（美術ジャーナリスト）

Culture which harbors Feeling of Awe 
toward Nature and Respect for Tradi-
tion

According to KANAI Kunitoshi, the 
chief priest at the Musashi-Mitake 
Shrine, on the third day of every new 
year, they carry out a ceremony of py-
romancy in which oracle bone, bones 

of deer, are burned and cracks pro-
duce on its surface are read to foretell 
the fortune of the year. This year, the 
bone was shuttered into pieces, an 
unprecedented outcome and an un-
lucky omen. Then, on March 11th, the 
catastrophe hit Tohoku region. Per-
haps our fate is controlled by mystical 
will beyond our understanding.
I learned that the theme of Ome Art 
Jam 2011, “A Prayer for Our Existence 
and Nature Resounds in Forest,” was 
decided last year, and I wonder if the 
catastrophe of March 11th is just a 
coincidence.
I participated in the panel talk con-
cerning the theme and heard from 
Thai artists their passion and ideal 
which drive them in their work. I felt 
that their comments contained a 
very important message toward the 
present situation in Japan. Those Thai 
artists, after graduating from college, 
go into farming villages and help 
develop traditional dyeing and weav-
ing technique for the villages. Their 
aim is to promote traditional craft for 
betterment of village people’ s life. It 
is not for making souvenir to earn ex-
tra money, but, to establish regional 
culture based on traditional natural 

The workshop at  RENGADO-
AKATONBO has become a very 
popular program in Ome Art 
Jam. It was held, again as a pro-
gram for children, and attracted 
many people. Among the instructors 
were the artists from Thailand 
and Canada. Many children 
participated. The parents 
who participated with their 
children were absorbed in 
the workshops, too. Planning 
programs for children to have 
worthwhile experience is one 
of our important aim, 
and we would like to 
continue providing 
enjoyable workshops 
for children.

features of the region. “Receive what 
we need for our livelihood from nature 
and produce just enough to sustain 
our lives.” This is the proper stance we 
should take in any production. But, 
aren’ t we constantly over produc-
ing things and making the expansion 
of sales a supreme proposition? To 
me, the comments of the Thai artists 
sounded as if they were posing a ques-
tion toward the exaggerated belief in 
efficiency and mass-production.
Off course, some of us may have vari-
ous counterarguments. But, because 
we have accepted the efficiency of 
science technology and economics, 
we are being buffeted by them and are 
spending unconvincing and uneasy 
days. Instead of being forced to under-
stand, what we want is a sense of value 
that we can take in willingly and natu-
rally.　Such life can be attained under 
the lifestyle and culture which do not 
exercise over self-confidence and, also, 
which treat a feeling of awe toward 
nature and a respect for tradition as 
important matters. We were reminded 
of this matter, this year.

FUJITA Kazuhito
Art Journalist 
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子供たちのためのワークショップ

樹と竹で筆を作って絵を描こう 杉本 洋

Workshop for Children
 “Let’s Draw with Brush made from Wood and Bamboo”  By SUGIMOTO Hiroshi

子供たちのためのワークショップ

お供えの器を作る 鈴木 寿一

Children’s Workshop 
“Making Container to Place Offering”  By SUZUKI Toshiichi

用意した様々な小枝や竹の先を金
槌、木槌で叩く。そうすることに
より繊維がほぐされた木は筆とし
て使用することが可能になります。
材質の違いにより、また、同じ
木であっても叩き方によって同じ
筆先にはならないために、参加
者はより良い描き心地を出すた
めに創意工夫し、根気よく自分
だけの一本を作り描くのを楽し
んでいました。
完成した筆を持って他のワーク
ショップに参加した人もいて、
ワークショップのコラボレーショ
ンにもなりました。

子供たちのためのワークショップ

森から生まれた  
日本の伝統模様を切り抜く 塩野 圭子

Children’s Workshop
 “Cutting out Traditional Patterns inspired by Forest”  By SHIONO Keiko

子供たちのためのワークショップ

“祈りの言葉”を書く 山口 英子

Children’s Workshop 
“Let’s Write Words for Prayer with Japanese Brush”  By YAMAGUCHI Eiko

私たち日本人は皆古くから、家
ごとにちがった家紋を持ってい
たり、武士や貴族が大切にして
いた「印」や「かたち」が伝え
られています。
これらの多くは、四季折々の自
然の植物や動物、風月や雨雪な
どからデザインされたもので、
実に美しくその洗練された「か
たち」に魅了されます。
今回は、子どもたちにも身近な
折り紙を使って、「桜」「梅」「松」

「虫」など、はさみ一本で切り
抜ける型紙を用意しました。
参加者は大人も子どもも、好みの
色紙を折りたたんで、６角形や５
角形のかたちを切り抜きます。
紙をやぶかないように、注意深
く広げた時に現れる文様の、シ
ンプルでありながら予想を超え
た美しさに、皆目をみはり歓声
をあげていました。

文字は古代の人々が天（自然の
神）に祈りを捧げるときに用い
たとされています。たとえば「豊
作になりますように」「災害が起
きません様に」「どうしたら平
和な政治ができますか？」など、
日常の平和な生活や政治（まつ
りごと）を祈り、文字を記して占
いをしたそうです。文字を創造
した古代の人々の天に祈る生活・
生き方が文字となりました。
今、日本は東日本大震災・福島
原発の事故・自然破壊など様々
な痛ましい傷を負っています。
今回のワークショップは「祈りの
言葉を書く」というテーマで、
参加してくださった皆さんの心か
らの想い・祈りの言葉を書いて
もらいました。
それぞれ書いた言葉は異なりまし
たが、小さな子供から大人まで大
きな筆で一点一画、全身全霊を
込めて筆を運んでいました。
作品が吊るされた会場には、爽
やかな風が吹いていました。

今回、「森から響く祈りと暮らし」
というテーマのもと、陶芸の ワー
クショップでは、「お供えの器を
作る」ということで、参加者の
皆さんに神棚や仏壇にお供えを
する器を作ってもらうことにしま
した。昔からお供え用の器物の
多くは焼き物で作られて来まし
た。 祈りの形を表現する手段と
して、御先祖様に係わりの深い
ひとの手作りによるお供えの器
というのは、意味深いと考えま
した。当日は、20 名ほどのご参
加を頂き、皆さん思い思いの器
を制作していました。自由に好
きなものを作っていた方が多く、
特に「お供え」を意識している
様子はありませんでしたが、そ
れも想定内で、特に子供達は、
作ることを楽しんでもらえれば
それでいいかなあと思っておりま
した。十数名の方が焼成を希望
され、1ヶ月後にそれぞれのお
宅に無事郵送しました。神棚に
飾って頂けていれば幸いです。

By hammering down the tip of twig 
or bamboo stick, fiber at the tip is 
loosened and exposed. Such loosened 
end of a twig or a bamboo stick can 
be used as a brush. The participants 
seemed to enjoy making their own 
brush, trying many ways till they 
produced brush which satisfied their 
creativeness. Some participants used 
those brush, even, at other workshops 
for drawing.

It is said that written letters were 
used by ancient people when they 
make wishes to the spirits of nature. 
They made wishes for peaceful life 
and good government, and used let-
ters for divination. Thus, the letters 
were created by ancient people for 
the purpose of praying for their life. 
Japan is faced with a serious accident 
of atomic power plant and a woeful 
natural disaster, now.
In this workshop, I asked participants 
to write their wish and word for 
prayer with Japanese brush. They all 
concentrated on the tip of the brush 
and exerted all their energy while 
writing. Finished writings were hung 
at the site and refreshing breeze brew 
through them.

In Japan a family had a family crest of 
their own and, also, seal and certain 
pattern was an important item for a 
samurai and an aristocrat.
Many of those patterns were designed 
from plants, animals, FUGETSU (bright 
moon and cool breeze) or USETSU 
(rain and snow). Their refined forms 
are beautiful and attractive.
In this workshop, participants, includ-
ing adults, used origami and scissors 
to cut out patterns designed from 
cherry blossom, plum blossom, pine 
needle, insect, ect. Origami was folded 
and cut in a shape of hexagon, pen-
tagon and others. When origami was 
unfolded carefully, a simple but beau-
tiful pattern appeared and cheering 
broke out among the participants.

In this workshop of pottery, partici-
pants made container to place offering 
at Kamidana (Shinto alter to honor 
family guardian) or Butsudan (family 
Buddhist alter). The most of the con-
tainer used in such purpose has been 
made by pottery. As a way to express 
shape or form for praying, I thought 
such container used in showing re-
spect to one’ s ancestor would be very 
appropriate. Participants made variety 
of container. Many seemed to forget 
about its ceremonial purpose and just 
enjoyed making pottery which was 
fine with me, especially for children.
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子供たちのためのワークショップ

みんなでつくってゆく自由表現アート
ワークショップ　 塚本  いとく

Children’s Workshop for “Making of Free Expression Art in Collaboration” 
By TSUKAMOTO Itoku

子供たちのためのワークショップ

タイの祈りの形を作ろう  
 ソムヨット・スーパーポーンヘミン

Children’s Workshop 
“Making Ornament, a Visualized Form of Thai People’s Prayer”
By Somyot SUPARPORNHEMIN

壁芝居公演 　武蔵御嶽神社　6/25（土）
Performance of “Storytelling with Pictures on Wall”
at MUSASHI-MITAKE Shrine on Mt. Mitake

子供たちのためのワークショップ

壁芝居公演
Performance of “Storytelling with Pictures on Wall”

このワークショップは、　「みんな
でつくってゆく」というテーマで
考え始めました。
参加者と持ち寄った材料で好き
なイメージを形にし、どんなお
話が生まれてくるのか試みようと
思っていた折に、中古車に子供
の絵を描くワークショップの話が
あり、その車を東北の被災地で

「車」が津波で流されてしまった
NPOなどに利用してもらおうとい
うアイデアが動き出しました。そ
こで「みんなでつくってゆく」の
中で被災地の方々にメッセージや
イメージ画を「車レター！」として
描こうというものになりました。
当日は布にイメージ画やメッセー
ジを参加者に自由に描いてもら
いました。また、タイ・チェンマ
イのテキスタイル・グループにも
母国語でメッセージを書いても
らい、草木染めの糸でできた祈
りの工芸作品もいただきました。

タイの山岳地域の寺に古くから
伝わる風習である、寺の周りに
吊るす幡のような布を作るワー
クショップは、微笑の国タイなら
ではの祈りの形を見せてくれまし
た。

In this workshop, participants made 
banner-like cloth which is seen hang 
around a temple in the mountainous 
region of Thailand. Hanging such 
cloth is an old custom in Thailand.

壁芝居とは、壁に展示した大き
な絵を背景に次々と場面を移動
していく紙芝居形式の朗読公演
です。今回題材として引用した
お話は、語り部によって語り継
がれてきた青梅の民話「送り狼
と迎え狼」で、会期中に 2 回の
公演が行われました。
1 回目の公演では主にワーク
ショップに参加していた方々に
ご観覧いただき、小学生以下の
お子さんを連れたご家族など多
くの方々で賑わいました。
2 回目・御嶽神社での公演では、
地元御岳山の子どもたちや登山
者の方々に来ていただき、2 回

の公演それぞれが、違った空間
を作り出した紙芝居、「壁芝居」
となりました。
それぞれ開催場所を変えたこと
で展示の形式が変わり、観覧者
が変わることで場の雰囲気まで
も変わり、読み手も声優の菅彩
乃氏と能楽師の中所宜夫氏の、
違ったタイプのお二方に読んで
いただけたことで、物語の表現
の幅に広がりを持たせることが
できました。

This is a storytelling with background 
pictures hang on the wall in front. 
The characters of the story, made 
from paper, move around in front of 
the background picture on wall, syn-
chronizaed with the story.
The performed story was selected 
from a folktale of Ome region called 
“Okuri Ookami Mukae Ookami (Es-
corting Wolf and Waiting Wolf).” 
There were two performances.
First performance was given mainly 
for the participants of the children’ s 

The theme of this workshop was to 
make art in collaboration of partici-
pants.
At first I planned to ask participants to 
bring any material and let them plan 
and make art in collaboration. But, 
then, a suggestion to make drawing 
on a used car and let NPO in Tohoku 
region who lost their car by tsunami 
use it came and this idea was adopt-
ed. So, in this workshop, participants 
wrote message or drew picture for the 
people in the disaster-stricken area 
on piece of cloth to create a “Mes-
sage Car.” Artists from Thai joined the 
workshop and they wrote message 
in their language. The workshop re-
ceived weaving for prayer made by 
vegetable- dyed yarn from the Thai 
artists.

workshop. 
Second performance was held at 
Mitake Shrine and for many children 
who live in Mt. Mitake and trekkers 
who happened to be on Mt. Mitake.
Different stages and audience cre-
ated different space. Also, the story 
teller for the first performance was 
a voice actor and for the second, a 
Noh player. Both story tellers have 
completely different characteristics 
and all those differ-
ences helped 
t o  b r o a d e n 
the expression 
of the perfor-
mance.
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1300 年前に東大寺大仏殿を作っ
た行基が蔵王権現を勧請したとい
われる武蔵御嶽神社、その山頂周
辺の宿坊に一泊して行う「神、祈り」
をテーマとしたワークショップを企画
しました。神社は山全体が信仰の
対象です。巨木、巨岩、瀧と様 な々
神が山の至る所に鎮座しています。
写生と言う手法でその神の前に座
りただ描き続け、やがて伝わってく
るものを感じてさらに描き写します。
自然の中に脈 と々受け継がれてい
る日本人が持ち続けてきた信仰を
感じられるワークショップでした。

武蔵御岳神社社殿で「神様を彫
ろう」というワークショップを2
日間に渡って行いました。
初日は、神様とは何か、その感
覚を得て戴くために御岳神社の
周りを２～３時間散策して、その
神の棲むところ、山川草木から
神を五感に取得することを試み
ていただいた。また宮司より御
岳神社の歴史やその役割等の教
示を仰ぎ、認識を深められた。
二日目はいよいよ神楽殿で彫刻
の作業に入り、皆気持ち「あらた
か」なりの面持ちで本殿に参拝
し彫刻を始めて頂いた。
形あって無きが如し全てが神であ
るとの教えに従い、無意識に出
てくるものを余り思考せずに、今
御岳を感じとって彫り進める。約
３時間夢中になって彫り、形無き
形となって現れたものを、宮司の
お祓いを受けて、各自の神の拠
りどころとするべく懐に大事に仕
舞って下山していただきました。

法螺貝のワークショップ 宮下 仁志 
武蔵御嶽神社　6/26（日）
Mt. Mitake Workshop 
 “Blowing Trumpet Shell” by MIYASHITA Hitoshi at MUSASHI-MITAKE Shrine

神様を彫ろう 伊藤 光治郎 
武蔵御嶽神社　6/6（月）・7（火）
Mt. Mitake Workshop
 “Let’s Carve Spirits of Mountain” by ITO Kojiro at MUSASHI-MITAKE Shrine

古民家を描こう　杉本 洋 
釜の淵公園 宮崎家住宅　6/19（日）・26（日）
“Let’s draw  Historic House” by SUGIMOTO Hiroshi at KAMANOFUCHI Park

山の神様を描く 杉本 洋 
武蔵御嶽神社　6/15（水）・16（木）
Mt. Mitake Workshop  “Let’s Sketch Spirits of Mountain” 
by SUGIMOTO Hiroshi at MUSASHI-MITAKE Shrine

会期最終日に、「祈りの音」を
テーマに、法螺貝を吹くワーク
ショップが、かつて関東の山岳
信仰の重要な山であった御嶽神
社の神楽殿で行なわれました。
講師には金峯山寺で得度された
宮下仁志氏にお願いして、初心
者は呼吸法、音の出し方から教
わりました。参加者は時間を忘
れて練習を重ね、神秘的な音色
が全山に響き渡るのは感動的で
ありました。

We held the workshop of HORAGAI, 
the trumpet shell, which is blown 
for praying on the last day of Ome 
Art Jam 2011. It was held at Mitake 
Shrine on Mt. Mitake which has been 
the most important mountain for the 
mountain worship in Kanto region.
Its instructor, MIYASHITA Hitoshi, 
entered Buddhist priesthood at Kinpu-
sen-Ji. Beginners started with breath-
ing method and, then, the way to 

青梅市の文化課三館合同事業と
して行われたこのワークショッ
プでは、「文化財を描く・撮る・
学ぶ」をテーマに、古民家であ
る旧宮崎家住宅を描くことに
なりました。郷土博物館の学芸
員による建物についての解説の
後、参加者は各自好きなポイン
トを選び、やや不順気味の天候
の中にもかかわらず、二日間に
わり熱心に写生をしました。こ
のワークショップで制
作された作品は
2011 年 9 月 23
日 ～ 10 月 2 日
まで市立美術
館市民ギャラ
リーで展示さ
れました。

Th i s  wo r k - shop was 
held in col- l a b o r a t i on 
w i t h  t h e e du c a t i o n a l 
p r o g r am of Ome City, “Let’
s Draw, Take a Photo of and Study 

Gyouki, a Buddhist priest who di-
rected the construction of the Great 
Buddha Hall of the Todai-ji Temple 
about 1300 years ago, is said to have 
enshrined the Zao-Gongen, the head 
deity of mountaineering asceticism. 
And the Shrine at Mt. Mitake is one 
of those mountains which enshrine 
the Zao-Gongen. 
At Mt. Mitake, the whole mountain 
is the object of worship. There are 
spirits in everything in the mountain, 
i.e. trees, rocks, waterfalls, etc. The 
participants sat in front of those 
object, feeling the presence of the 
spirit in them, and concentrated on 
sketching. They stayed overnight at 
the pilgrims’ lodging at the top of 
the mountain.
Thru this workshop, the participants 
had a chance to feel the religious be-
lief about spirituality in nature which 
people handed down in our tradition 
from generation to generation.

about Our Cultural Heritage.” Par-
ticipants gathered at the preserved 
farmer’ s house of Edo period in Ka-
magafuchi Park and, first, listened to 
comments from a curator of the Ome 
City Heritage Museum. Then, the 
each participant selected a favorite 
spot and drew the house in two days. 
Their drawings were exhibited at the 
Ome City Museum of Art from Sep-

tember 23rd to October 
2nd.

produce sound with the shell. Everyone 
was moved deeply when the mystical 
sound resounded in the mountain. 

It was a two-day workshop held at 
Musashi-Mitake Shrine on top of Mt. 
Mitake.
On the first day, the participants 
strolled around the shrine to obtain 
keenly honed sense to feel the exis-
tence of spirits in all natural beings. 
Also, they received lecture from the 
chief priest of the shrine about the 
history and the role of the shrine.
On the second day, first, participants 
entered inner shrine and, then, start-
ed carving.
A teaching says that every being 
has shape and is shapeless, and a 
spirit exists in every being. So, the 
participants carved figures with un-
conscious mind, just feeling the ex-
istence of Mt. Mitake for three hours. 
At the end, the chief priest gave 
purification ceremony for the carved 
figures and participants took them 
home.
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能楽らいぶ「平家物語 そして始まり」 
吉川英治記念館　6/25（土）　中所宜夫 （能楽）    荒井姿水（薩摩琵琶）
Noh-Gaku Live Performance by NAKASHO Nobuo at YOSHIKAWA EIJI House & Museum

来年の吉川英治オマージュに向
けて、さらに NHK 大河ドラマ
が平清盛を描くのを見据え、そ
して震災へのひとつの姿勢とし
て、平家物語を取りあげました。
思えば、能が平家作品をとりわ
け多く生みだしているのも、武
士でありながら貴族文化に擬態
して滅んだ平家の鎮魂のためで
あり、その無常を世に広めた琵
琶の伝統を受継ぐ薩摩琵琶であ
るわけです。
二つの伝統が出会う中で、特に
平家の菩提を弔い続けた建礼門
院に焦点を当ててみました。
本公演はご来場の多くのお客様
に喜んでいただけました。

小学校deワークショップ 
青梅市立霞台小学校　6/13（月）
“Workshop in School” at Kasumidai Elementary School　

今年も霞台小学校の体育館にお
じゃましました。
タイからの作家たちが５名とそ
のサポーターが 6 ～ 7 名、そ
れに青梅アート・ジャムメン
バーと合わせて、何と 15 ～ 16
名の大人たちに囲まれて、初め
はやや緊張ぎみの４年生３クラ
スも、タイ語で冗談まじりの
ひょうきんな自己紹介とこれか
ら作る作品の説明を聞くうち
に、すっかりリラックス。「こ
のきれいな飾り物を早くこの手
で作りたい！」のやる気満々な
目に変わっていました。
クラスごとに大きな円陣を作っ
て床にすわり、タイのお兄さん
たちが身振り手振り、片言の日
本語を駆使して、この飾り物の
作り方を伝授してくれました。
8 ～ 15cm ほどに切った竹串を
２本、初めは揃えて持って中心
を好きな色糸で何回かくくった
後、その竹串を一本だけ中心を
支点に 90 度回転させて十文字
にして、又糸でくくります。そ
の中心からきれいな菱形が出来
るように、次々色糸を継ぎ足し
ながら竹串に巻き付けていく
と、美しい飾りが手の中に少し
ずつ広がっていきます。巻き
終わったら２つ３つと作って
いって、縦につなげたり、両サ
イドに小さい房や残り糸を丸め

て作ったポンポンをつけたりし
て、どの子も素晴らしい飾り物
が完成しました。
あっと言う間の２時間でした
が、タイの人々の素朴な祈りの
かたち、自然からいただいた色
や素材の美しさ、それに手仕事
の楽しさ面白さを充分満喫でき
たのではないかと思います。
子どもたちの作品は全て、その
後２週間ほどですが、青梅市立
美術館に飾らせていただくこと
が出来ました。

We held a craft workshop at the 
gymnasium of Kasumidai Elmentary 
School in Ome, again, on Monday, 
June 13.
Instructors were the five artists from 
Thailand, and there were, also, seven 
assistants and a few OAJ members 
present. The participants were the 
students from three classes in 4th 
grade. At the beginning, students 
were a little tense, but by the time 
the Thai artists introduced them-
selves with some humor and finished 
explaining about the ornament they 
are going to make, they were relaxed 
and eager to start.
The students sat in circles class by 
class and the Thai artists taught them 
how to make the ornament skillfully 
using gesture and some Japanese 

vocabulary they have acquired.
This is how they made the ornament:
(1) First, pick two bamboo skewers 

cut at 3 to 6 inch- long., and 
set them side by side.

( 2 )       Choose a string of 
any color you like and tie 
t h e  t w o s k ew e r s 
together at the 
middle a few times.
(3) Turn one of 
t h e  s k ew e r s , 
centering at the 
middle, 90 de-
grees from 
o t h e r 
skewer, mak-
ing  a  c ross ,  and , 
again, tie them at the 
middle with string so 

that the two skewers are set at 90 
degrees to each other.

2012 celebrates the fiftieth anniver-
sary of the death of YOSHIKAWA Eiji 
who wrote “A New Tale of HEIKE.” 
NHK will broadcast a drama series 
about TAIRA-no-Kiyomori through 
out 2012. And, I wanted to take my 
own stance toward recent catastro-
phe. All these things together made 
me decide to take up the Tale of 
HEIKE for this occasion. The family 
of HEIKE, a samurai clan, mimicked 
the life of aristocrat and was ruined. 
There are many Noh plays about 
HEIKE because the successors felt 
the needs to repose the souls of de-
structed HEIKE clan. Japanese min-
strel has sung the impermanence of 
worldly things with Satsuma-Biwa, a 
widely known tradition.
I focused on Kenreimon-in, the sec-
ond daughter of Kiyomori who kept 
praying the repose of TAIRA clan, tak-
ing in those two cultural heritages.
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塩野圭子・ソムヨットと 
参加作家による作品展示 
吉川英治記念館    6/4（土）～26（日）
Exhibition by SHIONO, Somyot and others
at YOSHIKAWA EIJI House & Museum

どっしりとした風格ある母屋と、
緑眩しい前庭、入り口の木戸門
から玄関までのアプローチなど
を使って、タイの布が様々なかた
ちに飾られました。それぞれの
少数民族の、誇りと祈りがこもっ
た美しい布たちは、風に揺れ時
に雨に打たれても、しなやかな
竹の動きに支えられて、この館
の佇まいにしっくりと溶け込んで
いました。
　また、ここでは染織作品をメ
インにして、青梅アート・ジャム
中心作家による小品展も行わ
れ、初夏の森からそよいで来る
祈りの響きが、全ての空間に満
ちているようでした。

今回の展示は、「重症心身障碍
児施設社会福祉法人毛呂病院 
光の家」利用者にとっては２度
目となります。
ロビーを中心に、廊下の壁面や
客室の一部にも作品を展示し、
また来たいというコメントをいた
だけるような良い展示に仕上が
りました。
ここでの作品展示は光の家の利
用者にとってもよい刺激の場と
なっており、作品そのものが毎
年描く度に雰囲気が素敵に変化
していくようです。

“光の家” 利用者と参加作家による作品展示     ゆずの里勝仙閣     6/4（土）～26（日）
Exhibition by the Handicapped People of Hikari-no-Ie and Other Artists at Japanese inn, SHOSENKAKU

Thai fabrics decorated the main build-
ing which has a very refined form, 
the front garden with beautiful green 
and the approach from its gate to en-
trance. Beautiful fabrics representing 
different ethnic minorities in Thailand, 
with their pride and prayer, were com-
pletely integrated with the house.
A small exhibition of dyeing and 
weaving art pieces　by Ome Art Jam 
artists was held concurrently. Alto-
gether, we felt as if the resounding 
prayer out of forest filled the whole 
space.

An exhibition by the handicapped 
people of HIKARI-NO-IE, a home for 
handicapped managed by Moro Hos-
pital, and Art Jam artists was held for 
the second time.
Their art works decorated the lobby, 
ha l l  ways  and 
guest rooms of 
the inn.
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ソムヨット・スーパーポーンヘミン（染織）
1960 年 タイ国生まれ　
1981年 農業経済学　B.A.を修める
1982 年 ２年間ボランティアとしてチェン

マイの教育と地域発展基金のた
めの計画に従事。その後、同基
金の社会発展活動に参加 ( ～
1985 年 )

1986 年 Asian Rural Institute（日本・栃木）にて学ぶ
1987 年 タイ北東部のKhonkamで女性自立のための手

工芸研究センターの企画コーディネーターとして
働く。主に草木染と地方の織物の発展や全土の
多くの織と染めのグループを支援。（～2002 年）

現在 ボランティアとしてラオスの多くの地方の機織グ
ループと若者、特に見習い僧に、長く独立して生
活ができるよう支援している。また、主にうさぶろう
さとうの事業の支援と組織を行なう。

 タイ・チェンマイ在住

Textiles  / Somyot SUPARPORNHEMIN
1960 Born in Thailand　,　1981 Received B.A. degree 

in Agronomics
1982 Volunteered to work as a planner for two years at the 

Education & Development Fund of Cheng Mai and, 
then, joined in the social development activities of the 
Fund till 1985

1986 Studied at Asian Rural Institute in Tochigi Prefec-
ture, Japan

1987 Worked as a planning coordinator at Hand Craft 
Research Center, which provide self-reliance 
support for women, in Khonkam, Thailand. 

 Supported, mainly, the promotion of the use of 
natural dyes of plants origin and of the local tex-
tiles of Thailand, and, also, the groups involved 
in weaving and dyeing in Thailand till 2002

Currently, resides in Chiang Mai and works as a volun-
teer to provide support to groups of weavers 
and youths, especially the monks-in-training, to 
become self-reliant. He supports and help orga-
nize the project of SATO Usaburo, since SATO’
s project helps to preserve traditional textile of 
Thailand and create income for the groups of 
weavers in the local community thus making 
those people to become self-reliant.

塩野 圭子（型絵染）
1954 年 東京生まれ 
1977 年 多摩美術大学染織科卒業 
  多摩美術大学染織研究室 副手
 ＊81年まで 
 1995 年 吉村昌也・塩野圭子 二人展／

奥多摩 
1997 年 「多摩平和いのち展」ボッパルトホール/ 青梅
 ※以降 06 年まで毎年 
2000 年 個展「塩野圭子型絵染展」ギャラリー繭蔵 / 青

梅※以後毎年
2004 年 「小松茂夫・塩野圭子 二人展」
 ギャラリーいそがや / 東京
2005 年 二人展「木のうつわと型絵染め展」
 ギャラリーさなぎや／福生
ワンダフル・ネイチャーランド青梅「野草と遊ぼうナビゲー
ター、都立農林高校にて。以後小学校等での環境学習ワー
クショップ多数

Paper Pattern Dyeing  / SHIONO Keiko
1954 Born in Tokyo, Japan
1977 Graduated from Tama Art University (dyeing 

major）Assistant at Dyeing Research Lab. of 
Tama Art University (till 1981)

1995 Exhibition with Masaya Yoshimura at a gallery in 
Okutama

1997 Participated in “Tama Heiwa (Peace）Inochi (Life）
Exhibition,” Boppard Hall, Ome (participating 
every year since 1997)

2000 Solo exhibition of Paper Pattern Dyeing at Gal-
lery MAYU-GURA, Ome(holding this solo exhibi-
tion every year since 2000)

2004 Exhibition with Shigeo Komatsu at Gallery Isoga-
ya, Tokyo

2005 Worked as a guide in “Let’ s Play with Wild 
Grasses,” a program to become familiar with 
nature of Ome, at Tokyo Metropolitan Agricul-
ture & Forestry High School. Started to teach 
workshops in environmental studies at elemen-
tary schools

MESSAGE ごあいさつ

青梅アート・ジャム 
参加作家による作品展示 
青梅市立美術館　6/4（土）～26（日）
Exhibition by Artists of Ome Art Jam at Ome Municipal Museum of Art

青梅アート・ジャム参加作家のプ
ロフィールと小品展示、若手作
家による作品展示、又タイから
の作品と染め手・織り手たちの
横顔が写真パネルで紹介されま
した。
会期後半からは、青梅市立霞台
小学校でのワークショップ作品、
４年生全員の「祈りの飾り」が
展示されました。

青梅で始まったアート・ジャムも
今年で 4 回目となりました。回
を重ね、方向性の決まってきた
アート・ジャムはさらに新たな展
開を迎えようとしています。
開催会期の関係上、報告書に掲
載できない活動があり、ここで
そのことについて少し触れてみ
たいと思います。
昨年 7月、カナダに於いて「アー
ト・ジャム」と銘を打った展覧
会を行ったカナダの画廊にて、
引き続き今年10月14日から27
日まで青梅アート・ジャム参加
作家の中の若手2 名が展覧会を
開催することになりました。こ
のパイプをさらに大きく長く育
てていくことも、アート・ジャム
の活動の新しい側面の一つに
なっていくことを期待していま
す。
また、東日本大震災の支援の為、
青梅アート・ジャムとNPO 円座

杉本 洋（日本画）
1951年 東京都生まれ
1977 年 東京芸術大学大学院日本画科

修了
1989 年 出雲大社大阪分祠神殿襖絵制作

（堺市）
1994 年 地蔵院本堂天井画制作（あきる野市）
1995 年 清岩院本堂襖絵制作（福生市）
1999 年 京濱伏見稲荷神社参集殿壁画制作 ( 川崎市）
 唐招提寺（奈良）「中興忌」団扇絵制作 以後毎年
2004 年 文化庁文化交流使に指名される
2008 年 東大寺二月堂修二会行法用紙手制作 以後毎年
 カナダ大使館高円宮記念館 「太平洋にかかる

橋」展 出品
2010 年 MISSA（Metchosin International   

summer school of the Arts）に参加
現在 文化庁文化交流使、横浜美術大学講師、
 NPO 文化交流機構「円座」理事長
個展 カナダ・ヴィクトリア美術館 ほか多数
作品収蔵 秋篠宮家、国立司法研修所、長徳寺、光徳寺、

宝蔵院、郷さくら美術館、田無神社 他

Japanese Style Painting  / SUGIMOTO Hiroshi
1951 Born in Tokyo, Japan
1977 Received a master’s degree in Japanese painting 

from Graduate School of The Tokyo University of the 
Arts (formerly Tokyo National University of Fine Arts 
and Music)

1989 Produced drawing on the sliding doors of The 
Izumo Shrine in Osaka

1994 Produced drawing for the ceiling at Jizo-In 
Temple in Akiruno City, Tokyo

1995 Produced drawing on the sliding doors of The 
Seigan-In Temple in Fussa City, Tokyo

1999 Produced drawing on the wall of the gathering room 
of The Keihin-Fushimi Inari Shrine

2004 Appointed by The Agency for Cultural Affairs of 
Japanese Government as "Special Advisor for 
Cultural Exchange"

2008 
2010 

Present: Special Advisor for Cultural Exchange. 
Instructor, Yokohama College of Art and Design. Chair-
man, NPO ENZA Organization for Cultural Exchange.
Holding numerous solo exhibitions in Tokyo, Victoria, 
Canada, and other places.
Collections: The House of Prince Akishino, The Legal 
Training and Research Institute of Japan, Kotoku-Ji 
Temple, Sato Sakura Museum.

鈴木 寿一（陶芸）
1963 年 秋田県生まれ
1990 年 東京芸術大学大学院工芸科陶

芸専攻修了
1996 年 青梅市日向和田に築窯　独立
現在 明星大学、女子美術大学、横

浜美術大学非常勤講師、日の出陶房講師
個展 日本橋三越、青山桃林堂、Potter's pot、梅が丘

アートセンター、
 工芸えんどう、青梅クラフト館　他
作品収蔵 中国宜興陶瓷博物館

Ceramic art  / SUZUKI Toshiichi
1963 Born in Akita, Japan
1990 Received a master's degree in ceramic art from 

Graduate School of The Tokyo National Univer-
sity of Fine Arts and Music

1996 Constructed a kiln in Ome City and began solo 
activities

Present: Instructor at Meisei University, Joshibi Univer-
sity of Art and Design,YoKohama college of Art 
and Design and Hinode ceramic art Studio

[Solo Exhibitions]  
At Nihonbashi-Mitsukoshi, Aoyama-Torin-Do, Potter’
s Pot, Art Center of Umegaoka, Kogei-Endou, Ome 
Craft House and numerous other places.

[Collection] 
His work was added to the permanent collection at 
Yixing Ceramics Museum China

伊藤 光治郎  （木彫）
1945 年 山形市生まれ
1988 年 創型会出品
1995 年 創型会文部大臣奨励賞受賞
2002 年 創型会賞受賞
2008 年 無所属
 カナダ大使館高円宮記念館
 「太平洋にかかる橋」展 出品
2010 年 カナダ ビクトリア アート・ジャム展参加。レディス

ミスにてネイティヴカナディアンと展覧会

Wooden Sculpture  / ITO  Kojiro
1945 Born in Yamagata, Japan
1993 Became a member of SOUKEI Association
1995 Received Minister of Education Encouragement 

Award at SOUKEI Association
2002 Received SOUKEI Association Award
2008 Withdrew from SOUKEI Association
 Exhibition was hold at “Canada/Japan: A Bridge 

Over the Pacific”
2010 Art Jam in Victoria, Canada ,Exhibiton was hold 

at with Native Canadian at Ladysmith, Canada

山口 英子（書）
1972 年 福岡県生まれ
1997 年 風縄書屋主宰 村木享子に師事。 
 風縄書屋 書展に作品発表　

（同 1999 年、2002 年、2005 年、
2008 年、2011年）

1998 年 東京学藝大学 書道科研究生修了
2002 年 東京経済大学 村木享子 書ワークショップアシス

タント（同 2006 年、2008 年）
2003 年 ドイツ ハンブルク美術工藝博物館 主催 村木享

子書道講座アシスタント
 （同 2005 年、2008 年、2009 年）
2009 年 つくば国際会議場にて大字デモンストレーション

を行う
 熊本県立美術館 分館ギャラリー 二人展
2010 年 書とブロンズ展
現在 高等学校　書道講師

Sho  / YAMAGUCHI Eiko
1972 Born in Fukuoka, Japan
1997 Entered Fujo-Sho-oku Studio taught by 

Kyoko MurakiParticipated in Fujo-Sho-oku sho 
Exhibition(also, in 1999, in 2002, in 2005 and in 2008)

1998 Studied calligraphy at Tokyo Gakugei University
2002 Assistant Instructor at a workshop of Tokyo 

Keizai University (also, in 2006 and in 2008)
2003 Assistant Instructor at Calligraphy workshop 

held at Museum for Arts and Crafts, Hamburg 
(also, in2005 and in 2008)

2009 Gave demonstration of large character writing 
at TSUKUBA International Congress Center

 Held duo exhibition at the gallery of Kumamoto 
Prefectural Art Museum

2010 
Currently, hold position as a Sho-do instructor at a 
senior high school

山口 幹也（木彫）
1973 年 生まれ
1997 年 金沢美術工芸大学　卒業
1999 年 同 大学院終了、同年 伊藤光治郎

氏に弟子入りし、仏像彫刻を学ぶ。
2007 年 深川不動堂にてグループ展に参

加（同 2008 年）
2009 年 第 13 回 日仏現代美術展で新作家賞を受賞
 
Wooden Sculpture  /  YAMAGUCHI Mikiya
1973 Born in Tokyo
1997 Graduated from Kanazawa University of Arts and 

Crafts
1999 Received master’ s degree from the graduate 

school of Kanazawa University of Arts and Crafts
 Entered the studio of Kojiro ITO and receiving 

training in curving statue of Buddha
2007 Participated in a group exhibition held at Fu-

kagawa Fudo-Do (also in 2008)
2009 Received Rookie’ s Award at the 13th Annual 

Exhibition of Japan-France Modern Art
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Profiles and photos of the participat-
ing artists, including those from Thai-
land, and their art works were exhib-
ited at Ome City Museum of Art. 
The Thai ornaments made by the 4th 
grade students of Kasumidai Elemen-
tary School at Art Jam workshop were, 
also, exhibited at the museum during 
the latter half of the Art Jam exhibi-
tion..

が中心となり7月1日から7日ま
で開催された義援展には、52 名
の作家が参加して市立美術館の
協力を得て開催され、その収益
の全額を石巻市へ芸術文化に使
用目的を限定して寄付いたしまし
た。
アート・ジャムは市民と作家の更
なる形を求めつつ動き続けます。
更なるご支援を賜りますようにお
願い致します。

特定非営利活動法人
文化交流機構「円座」 理事長
杉本 洋

Four years has passed since Art Jam 
started in Ome.
The course of its action is becoming 
more solid and it is about to enter a 
new stage of development. Since we 
could not touch on such matters in 
the main body of this report, I would 
like to explain about it briefly, here.
In July last year, we held Art Jam exhi-
bitions in Canada with Canadian art-
ists. Again, this year, we are holding a 
joint exhibition at a gallery in Canada 
from October 14th to 27th with Cana-
dian artists. From Japan, we are send-
ing two young Art Jam artists for par-
ticipation in this exhibition. We would 
like to develop this tie with Canada, 
further, and make it one of the regular 
activities for Art Jam.
In order to support the Tohoku region 
for recovery from the catastrophe, 
Ome Art Jam and NPO for Cultural 
Exchange Initiative ENZA held a joint 

exhibition with cooperation of Ome 
City Museum of Art from July 1st to 
7th at the museum. For this exhibi-
tion, 52 artists participated and all 
income from this exhibition was 
donated to the City of Ishinomaki for 
the purpose of supporting activities 
in Art and Culture. 
Art Jam would like to continue the 
search for a new form of exchange 
between citizens and artists. 
We appreciate it very much if we 
could have your continued support 
to Art Jam.

SUGIMOTO Hiroshi
Chairperson, NPO for Cultural Ex-
change Initiative: ENZA
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中所 宜夫（能）
1958 年 愛知県生まれ
1982 年 一橋大学在学中に観世九皐会

当主・観世喜之師の内弟子に
なる

1989 年 初シテ。緑泉会例会「敦盛」。
 その後、九皐会・名古屋九皐会・

緑泉会の定例会で毎年シテを勤める
1997 年 「道成寺」を披く。 観世九皐会春季別会 ( 於 国

立能楽堂 )
1999 年 能楽堂以外の空間での小規模公演「能楽らい

ぶ」を始める
2002 年 初めての主催公演。第１回玄留の会「屋島」 （於 

秋川キララホール）（4月）
2005 年 「安宅」を披く。緑泉会別会（於 観世能楽堂）
 第２回中所宜夫能の会「鞍馬天狗 白頭」（於 秋

川キララホール）（5月）。
2006 年 自ら創作した新しい能『光の素足』、初の本格能

楽公演。第３回中所宜夫能の会 （於 秋川キラ
ラホール）

2009 年 「道成寺 赤頭」。観世九皐会百周年記念名古屋
公演（於 名古屋能楽堂）

2010 年 「現代能 光の素足」公演。（於 国立能楽堂）

Noh  /  NAKASHO Nobuo
1958 Born in Aichi Prefecture, Japan
1982 Became a student of Noh player, KANZE Yoshi-

yuki of KYUKO-KAI in KANZE School, when he 
was a student at HITOTSUBASHI University

1989 Made his debut as SHITE (the main actor) in 
“ATSUMORI” performed in a regular stage of 
RYOKUSEN-KAI. Since then he has performed in 
stages of KYUKO-KAI and RYOKUSEN-KAI, every 
year

1997 Performed “DOJOJI” at Special Spring Stage of 
KANZE KYUKO-KAI at National Noh Theater

1999 Started “Noh-gaku Live,” a small scale Noh per-
formance activity held outside of Noh Theater

2002 Hosted his own Noh stage, GENRU-no-KAI for 
the first time and performed “YASHIMA” at 
Akikawa Kirara Hall

2004 Held a workshop of Noh and a live performance 
in the solo exhibition of Hiroshi SUGIMOTO held 
at The Art Gallery of Greater Victoria, Canada

2005 Performed “ATAKA” at Special Stage of RYOKU-
SEN-KAI at KANZE Noh Theater.

2007 Performed “HIKARI-NO-SUASHI” a new Noh play 
produced by himself, at National Noh Theater

2009 Performed “DOJO-JI SEKI-TO” at The 100th An-
niversary of KANZE-KYUKO-KAI held at Nagoya 
Noh Theater

2010 Performed “HIKARI-NO-SUASHI” at National Noh 
Theater

長倉 陽一 （日本画）
1985 年 東京都生まれ
2006 年 北部横浜美術公募展 優秀賞、

第一歩展（ギャラリーTT日本橋）
2007 年 個展　長倉陽一展（銀座）、第１

回百華展 (以後 毎年出展 ) 、青
梅アート・ジャム 2007・2008 参加・
OME ART JAM ＋ 展示（以後 毎年出展）、光の家
ボランティア（埼玉）

2008 年 横浜美術短期大学専攻科造形美術絵画クラ
ス専攻 卒業、横浜美術短期大学 専攻科有志 
～卒業制作・小品展～（横浜）、room in the 
room （青梅 Gallery 繭蔵）、横浜開港 150 周
FUNEプロジェクト クルースタッフ（横浜）

2009 年 二人展　長倉陽一×遠藤武（銀座）
2010 年 グループ展 埼玉医科大学光の家毛呂病院 高津

戸智香子×長倉陽一×利用者（埼玉） 、 楯とお
る×長倉陽一親交6年にしてのそれぞれの個展
「言」展 、 「記憶」展（銀座 ギャラリーフォレスト 
ミニ、ギャラリーフォレスト） 、 年越し展（勝仙閣）

Japanese Painting  /  NAGAKURA Yoichi
1985 Born in Tokyo, Japan
2006 Received Merit Award at Northern Yokohama 

Open Art ExhibitionParticipated in “IPPO-TEN 
(First Step Exhibition)” (Gallery TT, Nihonbashi, 
Tokyo)

2007 Held a solo exhibition, Participated in a group 
exhibition “1st HYAKKA-TEN” (participating every 
year since 2007), Participated in Ome Art Jam 
2007 as a volunteer staff, Worked as a volunteer 
for HIKARI-NO- IE in Saitama

2008 Graduated from Yokohama College of Art and 
Design (Painting major), Participated in Ome Art 
Jam 2008 (participating every year since 2008), 
Participated in a group exhibition “room in the 
room” (Gallery Myugura in Ome)

2009 Held duo exhibition with ENDO Takeshi
2010 Participated in a group exhibition with the pa-

tients of HIKARI-NO-IE MORO Hospital , Held duo 
exhibition with TATE Toru at the 6th friendship 
Each exhibition “Words” and “Memory” at Gal-
lery Ginza Forest and Gallery Ginza Forest-Mini), 
Participated in a group exhibition “Exhibition at 
the End of Year” (Japanese inn SHOSENKAKU)

出羽 未典（絵画）
1987 年 神奈川県生まれ
2008 年 講談社フェーマススクールズ 、 

第 三 回 天 使 の イラストコ
ンテスト 佳作 、   
横浜美術短期大学卒業・終了
展、 横浜美術短期大学卒業・
終了選抜展

2009 年 横浜北部美術公募展ホルベイン工業賞、 
第５百華展、横浜北部美術公募展、  
現代女子展（ギャラリーツープラス）

2010 年 横浜美術短期大学専攻科絵画クラス卒業、
 和展（art truth） 、和展 Ⅱ
2011年 フタリテン。（ギャラリー檜Ａ）

Painting / DEWA Minori
1988 Born in Kanagawa, Japan
2008 Received an Award “3rd Angel illustration con-

test” by Kohdan-sha Famous Schools
Received the Junior College Award at Selected Gradu-

ation Work Exhibition of the College (Minato 
Mirai Gallery)  

2009 Received Holbein Industry Awards at “Northern 
Yokohama Open Art Exhibition”

Participated in group exhibitions “5th HYAKKA-
TEN” ,Participated in “Northern Yokohama Open 
Art Exhibition” , “GENDAI-JOSHI(Modern Girls)”(at 
Gallery Two Plus)

2010 Graduated from Yokohama College of Art and 
Design (Painting major),

 Participated in group exhibitions “Wa” (art truth)  
and “Wa II” (Gallery Two Plus, Ginza),

2011 Participated in duo exhibitions “FUTARI-TEN 
(duo exhibitions)” (at Gallery Sou A)

阿部 静（絵画・インスタレーション）
1988 年 東京都生まれ
2008 年 横浜美術短期大学絵画コース

卒業、卒業制作短大賞受賞
2009 年 阿部静展 ( 銀座ギャラリーフォレ

スト/ 東京 )、 現代女子∞～も
の・いろ・かたち～ (ギャラリーツープラス / 東京 )

2010 年 トークイベント「インドの話」(BankART Studio 
NYK/ 横浜 )、 山手聖母愛児園 作品寄贈 横浜、

 BankART School 飯沢耕太郎ゼミ有志写真展
「みる、つなぐ、ひらく」（BankART Studio NYK 
/横浜）、 ART & PHOTO BOOK EXHIBITION 2010

（新宿眼科画廊 / 東京） 、「BankART School
田中信太郎ゼミグループ展 第一回蝉座展覧会 
蝉座のぬけがら」（BankART Studio NYK / 横浜）

 「青梅アート・ジャム 2010 」（青梅市立美術館、
ゆずの里勝仙閣 / 東京）過去 3 年参加

 Unknown possibilit05（新宿眼科画廊 / 東京）
 年越し展（ゆずの里勝仙閣 / 東京）
2011年 東日本大震災復興支援チャリティーアート展

（Gallery COEXIST / 東京）

Painting・Installation  /  ABE  Shizuka
1988 Born in Kanagawa Prefecture, Japan
2008 Graduated from Yokohama College of Art and 

Design (Painting major) Received the Junior Col-
lege Award for her graduation work which  was 
shown at Selected Graduation Work Exhibition 
of the College (Minato Mirai Gallery), Participat-
ed in Ome Art Jam 2008, Participated in a group 
exhibition “room in the room” (Gallery Mayugu-
ra, Ome)、Held a solo exhibition at Gallery Ginza 
Forest-Mini

2009 Participated in a group exhibition “GENDAI-
JOSHI MONO+IRO +KATACHI (Modern Girls: 
object, color and shape)” (Gallery Two Plus)

2010   Participated in a photo exhibition “MIRU, TU-
NAGU, HIRAKU” by students of Kotaro IIZAWA 
(BankART Studio NYK), “ART & PHOTO BOOK EX-
HIBITION (BankART Studio NYK), the 1st annual 
exhibition of SEMI-ZA “SEMI-ZA NO NUKEGARA” 
(BankART Studio NYK) and in a talk event “Story 
of India” (BankART Studio NYK)

児玉 そよぎ （絵画）
1989 年 東京都生まれ
2008 年 多摩美術大学美術学部  

版画専攻入学、
 4人展  

( ギャラリー亀福 / 東京 国立 )
2010 年 コピスアートプログラム参加
 (コピス吉祥寺 / 東京 吉祥寺 )
2011年 春陽展 ( 国立新美術館 / 東京 六本木 )

Painting / KODAMA Soyogi
1989 Born in Tokyo, Japan
2008 Entered a Tama Art University (Printing major), 

Participated in a four exhibition (at Gallery KA-
MEFUKU, Tokyo)

2010 Participated in a group exhibition “Coppice Art 
Program” (at Coppice KCHIJHOJI , Tokyo)

2011 Participated in “The Exhibition of the Shun Yo” 
( at The National Art Center, Tokyo)

塚本 いとく（ワークショップコーディネイター）
1975 年 武蔵野美術大学  

工芸工業デザイン学科　卒業
1977 年 フローベル・セミナリエット 

（デンマーク留学）（‐80）
1987 年 幼児教育・社会教育・冒険遊び

場・美術教育、武蔵野美術大学大学院 視覚伝
達デザイン学科 卒業

1997 年 ユング研究所 ユング分析心学 卒業  
(スイス・チューリッヒ)

国内・欧米各地で創造性・プレイ/アートセラピー・ワークショッ
プと先住民の伝統文化について研究調査を続けている
現在、武蔵野美術大学大学院・博物館実習講師

Workshop Coordinator  /  TSUKAMOTO Itoku
1975
1977
1987
1997

塚本 暁宣   版画
1989 年 埼玉県生まれ
2009 年 青梅アート・ジャムアシスタント
2010 年 横浜、銀座グループ展　（和展 

Ⅰ 、Ⅱ ）、
 2010 青梅アート・ジャム 展示、　 

横浜美術短期大学から武蔵野
美術大学編入

Printing  /  TSUKAMOTO Akinobu
1989   Born in Saitama, Japan
2009   Participated in the OME ART JAM as an assistant
2010   Participated in group exhibitions “WA” and “WA 

II” held in Yokohama and Ginza 
Participated in the OME ART JAM  2010 
Transferred fromYokohama College of Art and 
Design to Musashino Art University

出羽 由紘（絵画）
1987 年 神奈川県生まれ
2008 年 浜美術短期大学造形美術科　 

絵画コース卒業
 横浜美術短期大学専攻科　　 

絵画クラス入学
 横浜北部美術公募展　  

審査員特別賞
2010 年 浜美術短期大学専攻科絵画クラス卒業
 神奈川県美術展

Painting / DEWA Yuhiro
1988 Born in Kanagawa, Japan
2008 Graduated from Yokohama College of Art and 

Design (Printing major) and Enterd a specialist 
course Yokohama College of Art and Design 
(Painting major)

 Received Jury's special award at Northern Yoko-
hama Open Art Exhibition

2010 Graduated from a specialist course Yokohama 
College of Art and Design (Painting major), 
Participated in exhibitions “Art Exhitbition at 
Kanagawa ”

宮下 仁志 
金峯山寺修験本宗教師。法螺貝師。
会社員をしながら大峯熊野奥駈行などを
行じる。
戸隠山、沖縄、、ポリネシアの古代祭祀に
関わる中で様々な気づきをいただき、法
螺貝の本来持っていた音の世界の智慧を
伝えるお役目として東京、葉山、長野、房総などでワークショッ
プを行う。
音の捧げ物をなすべく、各地を巡礼している。

MYASHITA Hitoshi

鈴木 ひろみ（版画）
1987 年 埼玉県生まれ
2010 年 横浜美術短期大学 専攻科絵

画クラス修了、
 日本版画協会第７８回版画展

京都市美術館 入選、 「青梅アー
ト・ジャム 2010」（青梅市立美術館）、第七回大
野城まどかぴあ版画ビエンナーレ展 入選、グルー
プ展「woodcut collection- 木よりいづるものた
ち -」（art Truth）、 グループ展「Holly Days,Holy 
Nights」 （ギャラリー上原）、 グループ展「版画三
人展」（ギャラリーツープラス）

2011年  グループ展「あおぞらDE アート＠ツープラ
ス」（ギャラリーツープラス）、 グループ展「Art 
Beat ～ 奏 でるアート ～」 （SAWYER CAFÉ）、 
 個展「誰もいない街」（ギャラリーツープラス）

Print  /  SUZUKI Hiromi
1987 Born in Saitama Prefecture, Japan
2010 Graduated from Yokohama College of Art and 

Design (a specialist course Painting major)
 Participated in the 78th Annual Print Exhibition 

by Japan Print Association and received an award 
(Kyoto City Art Museum)

 Participated in the “Ome Art Jam 2010” (Ome 
Municipal Museum of Art)

 Participated in the “7th Annual Print Biennale Ex-
hibiton by Ono Castle MADOKA-PIA” and received 
an award, Participated in a group exhibition 
“woodcut collection　-Than wood out who the 
Rising-” (art Truth), Participated in a group exhibi-
tion “Holly Days,Holy Nights” (Gallery UEHARA), 
Participated in a trio exhibition “Print “(Gallery Two 
Plus)

2011 Participated in a group exhibition “Art in Bule 
Sky@Two Plus” (Gallery Two Plus), Participated in a 
group exhibition “ Art Beat ～ Art play ～”(SAWYER 
CAF), Held a solo exhibition “Nobody Town” (Gal-
lery Two Plus)

菅 彩乃（声優）
1990 年 神奈川県生まれ
2006 年 第 45 回 神奈川県高等学校

演劇発表会 優秀賞 ( 団体賞 ) 
『グッバイネバーランド』 海賊役

2007 年 第 44 回 横浜市高等学校演劇
発表会 審査員特別賞 (個人賞 ) 
・ 生徒審査員賞 ( 団体賞 ) 『人形の国』 レイザ役

2008 年 神奈川県立神奈川総合高校テーマ研究にて『ギ
リシャ悲劇』を研究

2009 年 神奈川県立神奈川総合高校卒業、 横浜国立大
学入学、　劇団ＰＰＰ旗揚げに参加

 横浜国立大学劇団三日月座入座
劇団ＰＰＰ第１回公演 ( 横浜ＳＴスポット)『FIRSTPLAY 

TOMOGRAPH』アヤノ役
2010 年 北仲スクールワークショップ公演『赤い靴』韋駄

天あやめ役、 劇団ＰＰＰ第２回公演×第７回神
奈川演劇博覧会参加作品『黄身は太陽』　須
藤彩子役

2011年 北仲スクールワークショップ公演『桃太郎の母』
名月愛子役

声優活動 ( ボランティアを含む )
小学館クラブサンデー『ソワチネ』　音無やよい、小屋敷アヤ、
伊勢原紀美子、祖原一、祖原京子　役など他多数チェリー
ハウスコミュニティ祭　朗読　他、朗読、アナウンス活動等

Voice Actor / SUGA Ayano
1990 Born in Kanagawa, Japan
2006 Received Merit Award (group award) at 45th 

drama “Goodby Never Land” Voice of pirates by 
Kanagawa High School

2007 Received Jury's special award (personal Award) 
at 44th drama “Country Dolls” Voice of Razor by 
Yokohama City High School

2008 Kanagawa Sogho High School
2009 Graduated from Kanagawa Sogho High School, 

Entered a Yokohama National University,
 Troupe” PPP” Start up Member, Entered a 

Troupe” Crescent” by Yokohama National Uni-
versity,

 Performed in First Stage ” FIRSTPLAY TOMO-
GRAPH” role of Ayano  (at Yokohama ST Spot)   
by the Troupe” PPP” 

2010 KITAOKI School Workshop Performance ” Red 
Shoes” role of IDATEN Ayame,Performed in 
Second Stage and

2011 KITAOKI School Workshop Performance

池田菜摘（絵画）
1987 年 神奈川県生まれ
2005 年 横浜美術短期大学入学  
2007 年  横浜北部美術公募展 2007、第

43 回鎌倉美術展
2008 年  第 17 回全日本アートサロン絵

画大賞展、横浜北部美術公募
展 2008、第 44 回主体展

2009 年 横浜美術短期大学卒業
 池田菜摘、宇津木綾子、田島愛及 ３人展「ノス

タルジア」、 OME ART JAM ＋ 展示、第 61回中
美展、第 33 回風子会展

2010 年 第 89 回朱葉会展 
2011年 ギャラリー La Mer 公募展 七人展 FLASH!
 東日本大震災義援展、ギャラリーLa Mer 公募展・

真夏のサムホール展、第 24 回 日本の自然を描
く展、2011 ソーヤーカフェ夏企画西荻！百鬼夜行
展

Painting  /  IKEDA Natsumi
1987 Born in Kanagawa, Japan
2005 Entered Yokohama College of Art and Design
2007 Participated in the Open Art Exhibition of 

Northern Yokohama 2007 and the 43rd Annual 
Kamakura Art Exhibition 

2008 Participated in the 17th Annual All Japan Art 
Salon Award Exhibition

2009 Graduated from Yokohama College of Art and 
Design

 Held an exhibition “Nostalgia” with two other 
friends, Participated in the OME ART JAM,

 Participated in two annual exhibitions: “the 61st 
CHU-BI TEN” and “the 33rd FU-SHI-KAI TEN”

2010 Participated in the 89th annual SHUYO-TEN
2011 Participated in the Open Art Exhibition of Gallery 

La Mer “Seven Exhibitions: FLASH!” , Exhibition 
donation for the Tohoku Earthquake, the Open 
Art Exhibition of Gallery La Mer “Thumb hole of 
summer” , 24th Draw a natural Japanese exhibi-
tion, and Planning Summer Nishiogi Sawyer 
Cafe! “Exhibition scandalous scene”

野崎愛由（絵画）
1991年　新潟県生まれ
2010 年 横浜美術大学に第一期生として

入学
2011年 2011青梅アート・ジャム（ワーク

ショップ「壁芝居」中心）に参加

Painting / NOZAKI Ayu
1991 Born in Niigata, Japan
2010 Entered as a First Grad Yokohama College of Art 

and Design
2011 Participated in Ome Art Jam 2010

重症心身障害児施設 社会福祉法人毛呂病院
光の家  入所者作品
Corpolation of Social Welfare Moro Hospital HIKARI NO IE
絵画
Painting
 
尾ヶ井 保秋 OGAI Yasuaki
風間 博 KAZAMA Hiroshi
小島 真由美 KOJIMA Mayumi
中崎 強 NAKAZAKI Tuyoshi
新井 瑞穂 ARAI Mizuho
小川 ふみあき OGAWA Fumiaki
奥山 宏幸 OKUYAMA Hiroyuki
小林 恭子 KOBAYASHI Kyouko
鈴木 学 SUZUKI Manabu
関根 晃 SEKINE Akira
松本 邦夫 MATHUMOTO Kunio
佐藤 紘子 SATO Hiroko 

荒井 姿水（薩摩琵琶）
琵琶薩摩錦心流中谷派襄水会主宰。
古典を軸に、ほかのジャンルのアーティスト
と新作を発表。あるいは単独楽器である
琵琶の大合奏を試みるなど、多様な演奏
会を主催。国内外で活動する傍ら、後進の
育成にも力を注いでいる。
６歳より父、中谷襄水の手ほどきをうけ、のち、松田静水に師事。
NHK 邦楽技能者育成会第13 期卒業。現代邦楽を杵屋正
邦に師事。
[ 活動歴 ]
1980 年 日本琵琶楽コンクール第1位受賞および文部大

臣奨励賞・NHK 会長賞受賞
1998 年 薩摩琵琶錦心流中谷襄水会設立、主宰。
 同年　国立劇場にて公演。

Biwa  /  ARAI Shisui
Leader of JOSUI Association of NAKATANI Group in 

SATSUMA-KINSHIN School of BIWA.
Her core repertory is classic pieces, but, she, also, 

performs newly composed pieces with artists of 
different genre. Or, sometimes she makes such 
experiment as ensemble of many BIWA. She 
performs in and out of Japan and is devoted in 
teaching young players.

She started learning the instrument at age of six from 
her father and Josui Nakatani and, later, gradu-
ated from NHK School for Japanese Music Per-
former. She, also, studied a modern traditional 
Japanese music with Masakuni Kineya.

[Activities]
1980 Won the first prize at the Japan BIWA Contest
1998 Established the NAKATANI JOSUI Association of 

SATSUMA-BIWA KINSHIN School and became its 
leader

 Performed at National Theater


