
特集

豊田市民美術展とは

私たちが主役の美術展

　豊田市民美術展を初めて開催したのは、昭和38年。
当時から変わらないのは、誰もが主役になれるという
こと。豊田市在住・在勤・在学の人であれば応募でき
るため、作品をつくる人は経歴などに関係なく、自ら
の感性で自由に表現できます。また、数多くの作品を
無料で鑑賞できるため、見る人も自分の感性で思う存
分楽しむことができます。つまり、すべてが市民の皆
さんによるものであり、市美展には豊田市に関わる私
たちのアートが凝縮されていると言えます。

みる・つくる・つながる

私たちのアート。
　市民の創作活動を幅広く応援し、その活動をさらに深めてもらうことを目的として、毎年開催している「豊田
市民美術展」。今年12月の開催で60回目を迎えます。豊田市民美術展（通称：市美展）の魅力は、プロ・アマチュア
を問わず様々なアートの面白さを感じられること。この特集では、記念すべき第60回豊田市民美術展の魅力をご
紹介します。

みる楽
し
さ

豊田市民美術展の魅力

６つの部門で多彩な表現を展示

　豊田市民美術展は、①絵画の部、②彫
刻・インスタレーションの部、③写真の
部、④デザインの部、⑤工芸の部、⑥書
道の部の６つの部門で構成され、各部門
の専門家により審査を行い、入選作品を
展示します。また部門ごとに、市長賞

（最優秀賞）や各種賞が設定されています。
　例年、10代から90代まで幅広い年代の
人から数多くの応募があり、第60回の今
回は420点もの作品が集まりました。多彩
な発想や感性で表現された力作はどれも
個性的なものばかり。あなたのお気に入
りの作品に出会えることが、豊田市民美
術展を見る楽しさの一つです。

前回の市長賞受賞作品　　≪作品名≫素材

１　絵画の部／大槻唯夫
　　≪NIGHT in TOKYO≫　油彩・カンヴァス

２　彫刻・インスタレーションの部／水尻 愛
　　≪ふく≫　樹脂・アクリル・木

３　写真の部／近藤 洋子
　　≪クロス≫

４　デザインの部／都築宣博
　　≪ツーリズムとよた【面ノ木原生林】≫
　　リキテックス・和紙・プラスチックダンボール

５　工芸の部／川口 広美
　　≪奏でる≫　革・染料

６　書道の部／瀨川 秀子
　　≪世間の住り難きを哀しぶる≫

豊田市民美術展
（ 12/４（日）～18（日） ）
を見に行こう。 １

２ ３

４ ５

６

次のページでは、２の作者である水尻さんと、
４の作者である都築さんにお話を伺いました。

第10回豊田市民美術展の様子（昭和47年）

市民文化会館

おおつき ただお

みずじり まな

こんどう ようこ

つづき のぶひろ

かわぐち ひろみ

せがわ ひでこ

よのなか とどま かた かな

●問合せ
文化振興課（☎34・6631、FAX34・6766、✉bunshin@city.toyota.aichi.jp）
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私にとってアートとは、心が動くもの。
　市美展に毎年出展するようになって、もう30年ほど
経ちます。誰でも簡単に応募できて、それぞれが好き
な分野で表現できる。そんな場所があるのは有り難い
ことです。私は普段の生活の中で、意図せず心が動く
瞬間があると必ずメモを残すようにしています。歩い
ていて木漏れ陽の感じが良いなとか、建物の光の使い
方が良いなとか。そして、寝かしていたアイデアが、
またふとした瞬間に浮かぶ別のアイデアとつながり作
品になります。例えば昨年に出展した作品は、過去に
見て感動した面ノ木原生林の樹氷を、プラスチックダ
ンボールという半透明の下地素材を用いて表現しまし
た。この素材は、訪れたある建物の採光に使われてい
るのを見て思いついたものです。「よく見ると発見があ
る」そんな作品をつくるのが好きです。アートとは、
心が動くもの。ある人が、自分の心が動いた何かを表
現し、それを見た人が、また何かを感じる。それはと

ても素晴らしいこ
と。自分の作品を
誰かに見てもらえ
る、何かを感じて
もらえるという喜
びが、市美展の醍
醐味だと思います。

アイデアを形にするのが楽しい。
　私は昨年、初めて市美展に作品を出しました。どん
な作品かというと、細い樹脂を編んだり接着させたり
してつくる立体作品（主に衣装）です。実際に人が着る
こともできます。グルーガンという、樹脂を溶かして
打ち出す道具を使うのですが、他ではあまり見ない作
風かと思います。思いついたきっかけは、大学入試の
ための作品づくりでした。その時のお題は「大学構内
に落ちているごみを使う」というもの。拾った石や木
を接着するために、グルーガンを初めて使いました。
また、私は小さい頃から女の子や服を描くのが好きで
した。今でも時折描いています。そんな時「あのグル
ーガンを使って服を作ったら、面白いんじゃないか」
とアイデアが浮かびました。実際に作ってみたら、イ
メージがどんどん立体的になるのがとても楽しくて。
　自分が面白いと感じたことを、他の誰かと共有した
り、評価してもらえたりする市美展は素晴らしい場だ

と思います。今の
作風をもっと発展
させながら、今後
も市美展で自分が
面白いと思うもの
を表現していきた
いです。

つくる面
白
さ

都築さんのメモノート

造園業のかたわら、ライフワークとし
てアート作品などの創作活動に励む。

●デザインの部

水尻さんのスケッチと作品の一部

　今年で60回目の「豊田市民美術展」は人で言えば還暦です。企
業城下町として発展した豊田市に、平成７年（1995年）に開館し
た豊田市美術館は30年足らずで日本で最も注目される美術館の
一つとなりました。11月まで開催していた「未生の美―技能五
輪の技」展では、ものづくりに潜む美、自動車の部品であって
も人の手により生まれた必然の形｢用の美｣が見られました。
1,000万円を超える車や、時に100億円を超える絵画が注目された
りするけれども、それは高いからではないと思う。人の感性に
より生み出された優れたものには、私たちを引き付ける何かが
あるような気がします。人は美しいものを求め、知りたい、探
りたいと作品を作るのではないのでしょうか。記念の60回展に、
美を追い求める多くの作品が集まるとともに、世代を超えた
人々の目に触れることを期待したいと思います。

市美展運営委員長の
こ と ば

山本 富章 さん

豊田市美術展運営委員長
愛知県立芸術大学名誉教授

昭和24年愛知県生まれ
国内外で作品発表

つ な が る 場

　第１回から60年の歴史における、市長賞などの受賞作品
やこれまでの市美展の歩みをたどる資料、歴代受賞者の新
作の数々を展示します。還暦を迎える市美展の、これまで
とこれからを考えるシンポジウムも開催します。
■とき　12月14日（水）～25日（日）午前10時～午後５時30分
　　　　シンポジウム／17日（土）午後２時～４時
　　　　出品作家ギャラリートーク／24日（土）午後２時～３時30分
■ところ　美術館ギャラリー　※19日（月）は休館

第６０回を記念した特別企画展

「 Ａｆｔｅｒ Ｐｒｉｚｅ ― 豊田の美術 」 ■とき／ところ
　12月５日（月）～９日（金）
　／市役所東庁舎１階ロビー
　12月19日（月）～23日（金）
　／市役所南庁舎２階ロビー

豊田市民美術展のほか、「市民が主役」の美術展をご紹介します。
アートを通じて、作品をつくる人、みる人の心がつながります。

障がい者作品展（受賞作品の展示）

梶千春≪無題≫1997年 新實広記≪Vessel≫2016年

■とき　　来年１月19日（木）～22日（日）
　　　　　午前10時～午後５時
■ところ　市民文化会館　展示室A・B

高齢者作品展

■とき　12月４日（日）～18日（日）午前10時～午後６時
　　　　※９日（金）、17日（土）は午後８時、18日（日）は午後４時まで
　　　　※５日（月）、12日（月）は休館
■ところ　市民文化会館　展示室A・B
■その他　18日（日）は午後１時から表彰式、午後２時から受賞者によるトーク有り

第60回  豊田市民美術展
市ホームページ

都築 宣博　さん
つ づ き の ぶ ひ ろ

水尻 愛　さん

大学で美術を学びながら、市美展への
出展を通して自身の創作を探求する。

●彫刻・インスタレーションの部

み ず じ り ま な

や ま も と と み あ き

作品をつくり、出展する面白さはどのような点にあ
るのでしょうか。前回の豊田市民美術展で市長賞を
受賞したお二人にお話を伺いました。

みしょう
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