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リレーエッセイ 「天神山とわたし」

第43回

作品（自分）と対話できる最良の場所
今年は、公益社団法人岡山県
文化連盟が天神山文化プラザ
の指定管理者として運営に当
たられて10周年の記念の年に
なります。５月には記念事業の
一環として、「まちなかアート
チャリティ再生チャリティ展
10×10」が第３・第４展示室
で開催されました。岡山県書道
岡山県書道連盟会長
連盟にも出品協力の要請があ
り、書道連盟の副会長以上が出
小竹 石雲
品させていただきました。入札
方式で、お気に入りの作品が手軽な価格で入手できる
ということで、大勢の来場者が思い思いに値付けをさ
れていました。チャリティ展は、県民の美術への関心
を深めると同時に、街角の美術品保護、ひいては岡山
県の文化発展を目的として行われたものです。この様
な企画の開催は天神山文化プラザに足を運ぶ層の幅を
拡げ、入場者数、利用者数も増えていくであろうと思
いました。
今年は、我々岡山県書道連盟展が第50回を迎えた年
でもあります。年一度の恒例行事である連盟展は、天
神山文化プラザ全館をお借りして行っています。１週
間の会期で、会場設営、作品展示に２日間を要し、正
味５日間が展示期間になります。
50回記念展の特別企画として、
「歴史を彩る作家展」
と銘打って、本連盟の創立から長年にわたり多大なご
指導とご尽力を賜りました歴代の会長、重鎮の物故者
21名の特別展示を行いました。また、次代の連盟を牽
引する若手会員の代表13名を選んで「歴史を創る作家
展」として大作をお願いし、総勢647人の作品を展示
しました。こうして過去、現代、未来へと繋げる今回
展は、本連盟のみならず岡山県の書道文化にとりまし
ても大変意義深いことだと思います。このような大規
模な書展が開催できるのも、天神山文化プラザと岡山
県文化連盟の全面的バックアップのお陰と感謝いたし
ております。
振り返りますと、天神山文化プラザにお世話になっ
た展覧会に、毎日書道展の第60回および第65回記念の
巡回展岡山展があげられます。第60回記念展の巡回展

は、平成20年の４月でした。岡山では昭和48年の第
25回記念展以来35年ぶりの開催であり、瀬戸大橋開通
20周年の記念すべき年でもありました。毎日書道展
は、
戦後いち早く書道芸術の振興を旗印に立ち上がり、
一貫して現代書を追求してまいりましたが、漢字、か
な、近代詩文書、大字書、篆刻、刻字、前衛書の７部
門を網羅した日本屈指の書道展です。その役員と山口
を除く中国４県の代表作家の作品約450点を展示しま
した。また、第65回記念の巡回展では、中央の役員の
特別席上揮毫会ならびに作品解説会、地元審査会員を
中心としたベテラン作家の席上揮毫会や高校生の若い
力あふれる席上揮毫会のほか、３階会議室では論語の
講話など多彩なイベントも行い、大勢の方に満足して
いただけたのではないかと思っています。
そしてもう一つ、
「現代俳句の書展」
も忘れるわけに
はいきません。亡師三宅素峰先生は生前、岡山県近代
詩文書作家協会を創立され、地元の「岡山県俳人協会」
とジョイントしての書展を行ってきました。地元で活
躍中の俳人の句をお借りして我々が書作するという試
みは、当時としてはめずらしく新鮮なものでした。現
在も師の考えを継承し続け、今年は３月に第29回展を
第１展示室で行いました。
「現代俳句の書展」
の書作に
あたっては、文字を書くだけでなく、言葉（句）の理
解も要求されます。見に来てくださった方と共感でき
るのも、句の理解があるからこそだと思います。我々
書き手と俳人とのコラボでは、お互いの思いを共有し
あうことの大切さを教わりました。
また、師の没後５年の平成21年に第１・第２展示室
で開催した遺作展は、我々門人としても実に印象的で
した。師の全貌を作品を通して見ていただき、次世代
に繋げていきたいとの思いで、門人達が一丸となった
ものでした。思えば、師から教わったこととの距離は
一向に縮まらず、事あるごとに虚しさが残ります。遺
作展というのは、
会員展と違って深いものが感じられ、
今にして思えば得がたい経験をさせていただいたこと
に感謝しています。
展示会場とは、作品（自分）と対話できる最良の場
所。心地よく居られる所を提供くださる天神山文化プ
ラザに感謝いたしております。

■ ホール・練習室・会議室の抽選会について
下記のとおり抽選会を行いますので、施設利用を希望される団体の代表者はご出席ください。
【日時】平成27年９月１日㈫ 午前９時（開場は８時45分。９時20分までに使用申込書を提出ください）
【会場】天神山文化プラザ 第１会議室（３階）
【抽選対象日】練習室・会議室…平成28年３月１日〜平成28年５月31日
ホ ー ル………平成28年４月１日〜平成28年９月30日
※月曜日を除く
【注意事項】 営利目的や政治・宗教活動にはご使用いただけません。
抽選後、会場で提出いただく「施設等使用許可申請書」の内容（団体名、催物名、使用目的、使用日
時等）の変更、およびキャンセルはできません。
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これからの催し物（展示室）

■ 天プラ･セレクション vol.66

カスパー・シュワーベ展 ― ars geometrica ―
カスパー・シュワーベは、神戸市在住の幾何学アーティストです。幾何学研究者と
して世界的な活動を行う一方で、科学玩具やパフォーマンスなどで幾何学の「美を楽
しむ」ことを伝える様々な活動を行ってきました。
「幾何学＝ジオメトリック」の原理の多くは、植物の葉や種子、蜂の巣や雪の結晶
など、自然の中に見て取ることができます。幾何学は「自然のデザイン」の秘密を探
る学問であり、芸術でもあるのです。
本展では、対称性・調和のデザイン、空間を分割するデザイン、組む・結ぶデザイ
ン、動きのデザイン、といった研究をもとに制作された幾何学モデルを中心に空間を
構成します。
８月８日㈯、９日㈰の14：00〜は、制作した幾何学モデルを作家自らが紹介する、
ユニークな “幾何学パフォーマンス” を披露します。幾何学の魔術師カスパー・シュ
ワーベの不思議で美しい世界をお楽しみください。
【会期】平成27年８月４日㈫〜９日㈰ 10：00〜18：00（最終日は16：00まで）
【会場】天神山文化プラザ 第３・４展示室
【入場料】無料

「Pneumatic Installation」2009年

■ 天プラ･セレクション vol.67

丸山智代展 ― 私の秘密の住人たち ―
総社市在住の銅版画家丸山智代は、エキゾティックな衣装に身を包んだ不思議な女
性達を主人公として、独特な世界観のある作品を発表してきました。
作品のベースとなる銅版画の技法は、細密な線表現が特徴のエングレーヴィング技
法です。作家は、制作した何枚もの版画を断片として切り取り、彩色やドローイング
を加えながら１つの画面を組み立ててゆきます。コラージュと呼ぶこの方法は、一見
関係性の無いバラバラの素材を組み合わせることで新たな世界を創るものです。丸山
は、様々な技法を駆使しながら、自身の中に確かに存在するイメージの世界にリアル
な形を与えてゆきます。
丸山が紡ぎ出す、美しくも不思議なモノクロームの世界をご堪能ください。
【会期】平成27年８月11日㈫〜16日㈰ ９：00〜18：00（最終日は16：00まで）
【会場】天神山文化プラザ 第４展示室
【入場料】無料

「２つの物語」2014年

■ まちなかアート発見・再生プログラム「見るアート・つくる

アート 〜まちなかアート探検とアルミホイルで動物づくり〜」

天神山文化プラザおよび館の指定管理者である公益社団法人岡山県文化連盟の創
立10周年を記念した事業「まちなかアート発見・再生プログラム」の一環として、ワ
ークショップを開催します。西川緑道公園を講師と共に歩き、「彫刻ってどうやって
作るの？」「どういう風に鑑賞したらいい？」
「西川緑道公園に並ぶ作品の見どころ
は？」といったお話を聞きます。併せて、野外彫刻の清掃のデモンストレーションを
見学し、簡単な体験もしてもらいます。その後、岡山県天神山文化プラザに移動。ア
ルミホイルを粘土のように丸めてくっつけて動物を作ります。
街中に当たり前のように佇んでいる野外彫刻について学び、
身近な素材を使って実際
に作品を作ってみることで、
日常生活とアートのかかわりを見つめ直してみませんか。
【日時】平成27年８月７日㈮、８日㈯ 10：00〜 ※２回とも同じ内容です。
【場所】西川緑道公園と天神山文化プラザ 第５展示室（２階）
【講師】金盛秀禎（彫刻家）
、平田敦司（彫刻家）
【対象】小学生以上一般（小学校低学年は保護者同伴） 【募集人数】各日25人程度
【参加費】各回 １人500円（材料費、保険料など）
【申込・問合せ先】
氏名、年齢、住所、電話番号、参加希望日、保護者氏名（保護者のワークショップ
の参加の有無）を明記の上、FAX、メール、お電話で下記までお申し込みください。
公益社団法人岡山県文化連盟
〒700‑0814 岡山県岡山市北区天神町８‑54 岡山県天神山文化プラザ３階
TEL 086‑234‑2626 FAX 086‑234‑8300 メール bunkaren@o-bunren.jp
TENJINYAMA NEWS
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これからの催し物（ホールほか）

■ 平成27年度天プラ･講座シリーズ②「舞台照明･音響講座」
参加者募集
本講座では、実際に機材に触れていただきながら、効果的な「照明・音響」の作り
方を学びます。その意味を学べば舞台表現の鑑賞理解が深まるはずです。機材を触ら
ない “聴講” のみの参加もできますので、舞台芸術が好きな方もぜひご参加ください。
① 舞台照明（基礎編）
【日時】平成27年８月４日㈫ 18：30〜21：30
各照明機材の名称、効果などを中心に明かりの作り方の基礎を学びます。
② 舞台照明（応用編）
【日時】平成27年８月５日㈬ 18：30〜21：30
朝の光、夕焼け、月明かりなど、情景の明かりの作り方を学びます。
③ 舞台音響
【日時】平成27年８月６日㈭ 18：30〜21：30
舞台のいろいろなところから効果音を出し、舞台上での響き方などを学びます。
※内容は、参加者の状況などにより、一部変更になる場合がございます。
【場所】天神山文化プラザ ホール（１階）
【講師】＜照明＞大塚和眞（有限会社スペース・アート代表）
＜音響＞池田正則（天神山文化プラザ職員）
【料金】各回大人1,000円、中高生500円
聴講は500円（大人・中高生とも）
【対象】中学生以上
【定員】各20名（定員になり次第締め切ります）
【締切】平成27年7月28日㈫ 消印有効
【申し込み・問い合わせ】
氏名、性別、住所、電話番号、希望講座および応募動機を明記のうえ、下記まで郵
送、FAX、メールにてお送りいただくか、天神山文化プラザ２階文化情報センターま
で持参ください。（電話での申込みは受付できません）
天神山文化プラザ（担当：菅田）
〒700‑0814 岡山市北区天神町８‑54 TEL 086‑226‑5005 FAX 086‑226‑5008
メール：mariko̲sugata@o-bunren.jp（
「件名に舞台技術講座 申込」としてください）

前回の舞台照明講座より

前回の舞台音響講座より

■ 第39回「クラシックへのお誘い」〜LP レコードコンサート〜

夏に聴きたいクラシック
今回は、ヘンデルの「水上の音楽」、ロドリーゴ「アランフェス協奏曲」ほかをお
届けします。
【日時】平成27年８月８日㈯ 14：00〜16：00
【場所】天神山文化プラザ 第２会議室（３階）
【料金】無料
【ナビゲーター】行正健志

■

劇団破魔矢座公演『今度は愛妻家』

舞台化・映画化された、中谷まゆみの代表作。かつては売れっ子カメラマンとして
活躍していたが、今は仕事もせず、家でだらだらと過ごしている北見俊介。健康オタ
クの妻、さくらはそんな彼に健康的な生活を強要したり、子作りをしようと迫ったり
している。嫌々ながらも北見俊介はさくらと、子作り旅行で沖縄旅行へと旅だったの
だが…。
７月16日㈭19：30より、当館のホールで公開稽古（入場無料）も開催します。公
演と併せてお楽しみください。
〈主宰の鈴木力氏からのコメント〉
『あなたもわたしも、きっとさみしい』をキャッチコピーに、５人の男女が織りな
す大人のラブストーリーをお贈りします。つい聞き流してしまいそうな台詞の中に、
彼らのきらりと輝く瞬間や、涙を誘う瞬間などがたくさん詰まっています。感情を丁
寧に紡いで創り上げていく芝居をお楽しみください。
【日時】平成27年８月８日㈯ 19：00開演
９日㈰ 13：00、17：00開演
※開場は開演30分前
【場所】天神山文化プラザ ホール（１階）
【料金】前売一般1,000円、当日一般1,500円
【チケット取扱】天神山文化プラザ 文化情報センター（２階）
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劇団破魔矢座とは？
1997年結成。『たくさんの笑いとちょっ
ぴりの感動』をコンセプトに、初めてお芝
居を観る方にも楽しんでもらえる、
分かり
やすく、丁寧な作品作りを心がけている。

これからの催し物（ホールほか）

■ 天プラ･ホールセレクション

DULL-COLORED POP『くろねこちゃんとベージュねこちゃん』
夫を亡くし、２匹の野良猫と茶飲み話を繰り返す母よし子、61歳。プロのお母さん
として生きてきた彼女の人生にきらめく、ステキにまばゆい思い出たち！ しかしそ
の裏側には悲しい過去が隠されていて、そいつを猫たちがじゃんじゃん暴いてく
―。だって僕たち、猫だもの！
2012年の上演で大好評を博し、劇団の代表作となる本作品。多数寄せられた再演
希望の声にお応えして、満を持しての再演です。来る超高齢化社会を前に描かれた、
いわば「普通のお母さんの老後問題演劇」が、東京・大阪・岡山の３都市で蘇りま
す。また、千秋楽となる岡山公演の最終日は天プラのホールを飛び出し、なんと “お
寺” で上演します。こちらもお見逃しなく！
〈谷賢一氏からのコメント〉
初演のとき、全国６都市をツアーしました。だけどその頃はまだ岡山と出会ってい
なかったので、大阪のあと岡山をスキップして広島に行っちゃいました。今回、こう
して岡山のお客様に劇団の代表作をお見せできてとても嬉しい。「親父が死んだら、
お袋はどうなっちゃうだろう？」そんな、どこにでもある疑問から生まれたこの作品
は、「家族と嘘」という普遍的な問題を扱っています。２度目の岡山、心から楽しみ
にしています！
【日時】平成27年９月４日㈮ 19：30開演
５日㈯ 14：00、18：00開演
（★）
６日㈰ 17：30開演 ※開場は開演30分前
【場所】天神山文化プラザ ホール（１階）（★）
６日㈰は会場が蔭凉寺になります。
【作・演出】谷賢一（DULL-COLORED POP）
【料金】前売一般2,500円、
当日一般3,000円、
学生･高校生以下1,000円
（前売･当日共）
（★）天プラ＋蔭凉寺セット料金 前売一般4,000円、高校生以下1,500円
【チケット取扱】天神山文化プラザ 文化情報センター（２階）
／
ぎんざやプレイガイド

DULL-COLORED POP
（ダルカラードポップ）
2005年11月、明治大学文学部演劇学専攻お
よび明治大学脱法サークル「騒動舎」を母
体に旗揚げ。主宰・谷賢一を中心に活動す
る演劇ユニット。
重厚な悲劇からコメディ、
ロック・ミュージカル、翻訳劇まで手掛け
る。人間性の最も暗くグロテスクな一面を、
物語性に立脚したあくまでポップな言葉と
スタイルで描き、高い評価を受けている。
谷賢一（たに けんいち）
1982年生まれ。作家･演出家･翻訳家。DULLCOLORED POP 主宰。アトリエ春風舎芸
術監督。日本劇作家協会・事業委員。日英
の大学にて演劇学を学んだ後、劇団を旗揚
げ。
「斬新な手法と古典的な素養の幸せな合
体」
（永井愛）と評された、ポップでロック
で文学的な作品づくりで、幅広い作品を手
がけている。

＜関連企画＞
俳優たちのワークショップ
個性あふれる俳優たちから、「身体」
「言葉」
「感情」について学びます。興味のあ
る方はどなたでもお気軽にご参加ください。
（演劇経験は不問。
１日だけの参加も可能）
「“自分を捨てる” WS 〜相手に届ける〜編」
「そのケーキ、すっぱい！」
「あなたはキチンと立っていますか？」
【日時】
平成27年８月１日㈯ ９：30〜16：30
平成27年８月２日㈰ ９：30〜12：30／
13：30〜16：30
【場所】天神山文化プラザ 第１会議室（３階）
【講師】
東谷英人
中村梨那
塚越健一
【料金】
一般3,000円、中高生・学生1,000円
・
一般1,500円、中高生・学生1,000円
【締切】平成27年７月26日㈰
募集を締め切っています。
【定員】各20名 ※ の WS はすでに定員に達しているため、
谷賢一「演劇ワークショップ in 岡山」
【日時】平成27年８月15日㈯ 10：00〜17：00（休憩有）
【場所】天神山文化プラザ 第１会議室（３階）
【講師】谷賢一
【料金】一般2,000円、学生1,000円
【締切】平成27年８月11日㈫
【定員】20名
ワークショップの申込・問い合わせ先

前回の谷さんのワークショップの様子

次の項目をご記入のうえ、メール、電話、FAX、郵送いただくか、天神山文化プラ
ザ２階文化情報センターでお申し込みください。①氏名、②住所、③年齢、④性別、
⑤電話番号、⑥演劇など舞台経験の有無、⑦参加希望の WS（担当：菅田 メール：
mariko̲sugata@o-bunren.jp）
TENJINYAMA NEWS
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お知らせ・ピックアップレビューほか

■ 天プラ文化祭2015
毎年恒例の「天プラ文化祭」
を、今年は９月19日㈯に開催します。当館の練習室ご利
用の団体がホールで日頃の成果を披露するほか、ホワイエでは展示もします。また、
ピロティではチャリティ・バザールを同時開催します。当日はカフェも出店しますの
で、皆様、お誘いあわせの上、お気軽に天神山文化プラザへ遊びにいらしてください。
【日時】平成27年９月19日㈯ ※時間未定
【場所】天神山文化プラザ ホール、ホワイエ（１階）
チャリティ・バザール…天神山文化プラザ ピロティ（１階）

参加団体
IDEA wind Orchestra／インザライト
（社交
ダンス）／岡山トロンボーンファミリー／
オカリーナ Rits あさひ／クラパラ（クラリ
ネット）
／コンテンポラリー空（現代舞踊）／
The Sense（バンド）／つくし歌謡／二胡の
会／坂東流三千敦会（日舞）／ピッタシ会
（ピアノ・フルート）／藤の会（剣舞）／ベク
レル・ヴォーカルスクール（ジャズ）
／前田
こずえシャンソン同好会／ライリッシュ・
オカリナ連盟／ラス・アニモーサス（フラ
メンコ）／銅版画教室

チャリティ・バザールへの出品提供のお願い
ご家庭に眠る不要の品がございましたら、平成27年８月１日㈯〜９月12日㈯に、
文化情報センター（２階）までご持参ください。売上金は全額、日本赤十字社に寄付
させていただきます。
【出品対象】
文化に関わるもの（美術 ･ 工芸品、CD、LP、DVD、ビデオ、書籍など）
……新品 ･ 中古可
上記以外
（食器 ･ 寝具 ･ タオル ･ 石鹸等の日用品、衣料品、雑貨など）
……新品のみ
※食料品はご遠慮ください。
出品物の内容、
状態によってはお断りする場合がございます。

前回のチャリティ・バザールの様子

■「まちなかアート再生チャリティ展 10×10」についてお礼とご報告
５月６日㈬〜17日㈰開催の「まちなかアート再生チャリティ展 10×10」では、大
切な作品を無償でご提供いただいたり、オークション形式の寄附にご参加いただいた
りと、多くの方々にご協力いただき、大変ありがとうございました。お陰様で約380
万円の寄附金（消費税を納めるので実質350万円程度）が集まりました。収益は全
額、岡山県文化連盟がとりくむ「まちなかアート発見・再生プログラム」で活用させ
ていただきます。
色々な団体の協力をいただきながら、すでに石山公園や桃太郎大通りなどの野外彫
刻から、清掃・再生する活動を開始しています。また、本誌３Ｐにありますように、
８月にはまちなかのアート作品の魅力を改めて見直すワークショップを開催するな
ど、街や生活を一層豊かにしていくための取り組みを進めていきます。
今後は、県内の各地域にも活動を拡げていきたいと考えております。皆様から様々
なご意見や情報を提供してくださるようお願いいたします。
岡山県天神山文化プラザ、公益社団法人岡山県文化連盟
ピックアップ・レビュー

Pick Up

REVIEW

「まちなかアート再生チャリティ展 10×10」に寄せて
本展を企画するにあたり、まず考えたのは、この天神山文化プラザを利用する
人が垣根を越えて集まり、仲間として意識できるような場とならないだろうか？
ということでした。作品は飾られ、人に観てもらうことで、作者と見る人、関わ
る人を結びつけます。コレクターも、展覧会場も、素材を作る方々も、それぞれ
がアートで結ばれた生態系の一部であり、社会を共にする存在なのです。
本展は、「身の回りにあるアートを再発見し、再生・修復するプログラムを支
援するチャリティ展」という大きな方向性を得て、具体化することとなりまし
た。チャリティ・入札という、より強い関わりを生み出す行為を通じて、訪れて
くださった方々も、展覧会の具体的な参加者となる道筋ができたのです。
出品者にとっては、20㎝四方の正方形が基本形という “条件” を揃えての競作です。その中から、入場者は、真剣な
眼差しで自分の「好き」を見つけます。メディアの大きな力添えもあり、想像以上に多くの方々にご来場いただき、さ
まざまな方々の出会いの場となったことは記憶に新しいことです。
関わっていただいたすべての方々に感謝いたします。
「まちなかアート再生チャリティ展 10×10」での観覧・入札がきっかけとなり、今後、メディアでの作者の情報に
敏感になったり、個展やグループ展に足を運んだりする行動に繋がることを夢想します。また街角で日常的に目に触れ
る彫刻や絵画、オブジェなどと呼ばれる作品も、あらためて作った人を意識することで、より親しい存在に感じていた
だければと思っています。
皆様、ありがとうございました。そして、今後ともよろしくお願いいたします。
（岡山県天神山文化プラザ企画委員／美術家 森山知己）
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岡山県天神山文化プラザ 催し物案内
※掲載内容は、
６月30日現在のものです。主催者の都合による変更がある場合もありますので、
ご了承ください。

展示室
開催期間

は主催もしくは共催事業です。★印は未定の展示室です。

ART SCHEDULE
第１展示室

大

2015年７月14日−９月20日

室

岡山写真家

７/14㈫〜 集団展
７/19㈰ 写真60点

＜岡山写真家集団＞

第２展示室
小

室

室

小

写真40点
＜邦香会＞

第９回嘉平太が愛した

第４展示室

第５展示室

山陽新聞カルチャー 第11回四季彩
吉田写真教室写真展 写心写真展

中島フォトクラブ
岡山教室写真展

＜環展＞

写真80点
＜山陽カルチャー写真クラブ＞

写真42点
＜中島写真教室岡山＞

ダネラ全国展

第41回抱象会書展

ダネラ工芸65点＜日本ダネラ協会＞

書約90点＜抱象会＞

わかくさ会展

全国和紙ちぎり絵岡山 日本画の歩み 大野八 第７回福浜カメ
サークル第47回作品展 重子とその仲間たち ラ同好会写真展

写真48点
＜四季彩写心＞

写真展
写真45点
＜フォト楽友＞

＜岡崎嘉平太記念館＞

７/28㈫〜 第57回東中国自由美術展
８/２㈰ 絵画約80点、彫刻１〜２点

書132点
＜岡山書道学院
（書道誌 習字の友）
＞

＜自由美術協会岡山支部＞

８/４㈫〜 岡山九条美術展
８/９㈰ 油絵・水彩・立体・書・ガラス絵等100点
＜岡山九条美術の会＞

和紙ちぎり絵40点 日本画20〜30点
＜全国和紙ちぎり絵岡山サークル＞ ＜彩八会＞
＜天プラ・セレクション vol.66＞

第57回西日本
教育書道展

第71回
朝日写真展

書約600点
＜（公社）養和書道院＞

写真113点
＜全日本写真連盟岡山県本部＞

まちなかアート発見・再生プログラム
夏休みワークショップ「見るアート・つ
くるアート」【開催日８月７日㈮・８日㈯】

― ars geometrica ―
幾何学アート

（下欄および３Ｐ参照）
＜天プラ・セレクション vol.67＞

油絵・パステル等40点
＜集樹＞

＜具象絵画展 丘の会＞

写真45点
＜福浜カメラ同好会＞

カスパー・シュワーベ展
集樹展2015

８/11㈫〜 第46回玉龍会展 第２回具象絵画展 丘の会
（県展準備）
油絵約25点
８/16㈰ 書約30点
＜玉龍会＞

第３展示室

室

津嶋久仁香写真教室
第26回環展
邦香会第13回写真展 絵画・彫刻・書・写真・革・漆芸約40点

７/21㈫〜 Iris イリス展
ふるさと岡山写真展
７/26㈰ 絵画・工芸・彫刻等77点 写真約170点
＜Iris イリス＞

大

岡山大学鹿田写真展2015

丸山智代展 ― 私の秘密の住人たち ―

写真30点
＜鹿田写真部＞

銅版画・コラージュ

第45回養和書道院同人展 ニコニコ支部写真展 第34回 OPF 支部写真展

８/18㈫〜
８/23㈰ （県展準備）

書約110点
＜（公社）養和書道院＞

８/25㈫〜
８/30㈰ （県展準備）

写真51点
＜ニコニコ支部＞

写真40点
＜OPF 支部＞

JNP 日本風景写真協 換鵞展
会岡山支部 写真展 書20点

第６回田中漆芸講
座生作品発表会

風景写真約60点
＜JNP 日本風景写真協会岡山支部＞

漆芸60点、木彫20点、金継ぎ15点
＜田中漆芸＞

＜岡山大学校友会
書道部＞

９/１㈫〜
日本画・書／有料 ※２会場共通の入場料＜㈱山陽新聞社＞
９/６㈰ 第66回岡山県美術展覧会Ⅰ期【開会９月２日㈬】
９/８㈫〜
書／有料 ※２会場共通の入場料＜㈱山陽新聞社＞
９/13㈰ 第66回岡山県美術展覧会Ⅱ期【開会９月９日㈬】
９/15㈫〜 第45回水墨画芳石会展
９/20㈰ 水墨画80点
＜芳石会＞

ホール

写団「People」写真展 グループ５展（仮称） 第１回墨騰会書展 岡山水彩クラブ 透明水彩画展
写真60点
平面約30点、立体約７点 書約30点
＜写団「People」
＞

＜グループ５（仮称）＞

＜墨騰会＞

水彩画150点＜岡山水彩クラブ＞

第20回フォーティーン支部写真展
写真46点
＜フォーティーン支部＞

HALL SCHEDULE

開催日
催
し
物
名
８/４㈫ ＜平成27年度天プラ･講座シリーズ②＞
８/５㈬ 舞台照明・音響講座
講師：大塚和眞
（照明）
、池田正則
（音響）
８/６㈭
＜土曜劇場＞

８/８㈯
劇団破魔矢座公演『今度は愛妻家』
８/９㈰
作：中谷まゆみ

開 催 時 間
４日㈫ 18：30〜21：30
５日㈬ 18：30〜21：30
６日㈭ 18：30〜21：30

料

金

主催者等

各回 大人 1,000円 中高生 500円
聴講は500円
（大人・中高生とも）

８日㈯ 19：00開演
９日㈰ 13：00/17：00開演
（開場は開演30分前）

前売一般 1,000円

天神山文化プラザ
086‑226‑5005

当日一般 1,500円

劇団破魔矢座
（鈴木）
090‑8604‑1759
天神山文化プラザ
086‑226‑5005

４日㈮ 19：30開演
前売一般 2,500円 当日一般 3,000円
＜天プラ･ホールセレクション＞
５日㈯ 14：00/18：00開演
９/４㈮ DULL-COLORED POP 岡山公演
学生･高校生以下 1,000円
（前売･当日共） 天神山文化プラザ
（★）
６日㈰ 17：30開演
９/５㈯ 『くろねこちゃんとベージュねこちゃん』 ※６日は会場が蔭凉寺になります （★）
天プラ＋蔭凉寺セット料金 前売
086‑226‑5005
一般 4,000円 高校生以下 1,500円
（開場は開演30分前）

９/19㈯ 天プラ文化祭2015

時間未定

無

天神山文化プラザ
086‑226‑5005

料

● 展示室を使った企画
開催日

催

し

物

名

まちなかアート発見･再生プログラム 夏休みワークショップ

８/７㈮ 「見るアート・つくるアート」
８/８㈯ 〜まちなかアート探検とアルミホイルで動物づくり〜
講師：金盛秀禎（彫刻家）
、平田敦司（彫刻家）

開 催 時 間・場 所
７日㈮・８日㈯ 10：00〜16：30
※各日とも内容は同じ
２階 第５展示室、西川緑道公園

料
金
主催者等
小学生以上
（低学
年は保護者同伴） 天神山文化プラザ
086‑226‑5005
参加費：500円
※要申し込み

● その他の施設を使った企画
開催日
催
し
物
７/16㈭ ＜平成27年度天プラ講座シリーズ①＞
７/17㈮ 曽和敏明の語り講座
講師：曽和敏明
７/18㈯

名

＜平成27年度天プラ･ワークショップシリーズ＞

８/１㈯ DULL-COLORED POP 俳優たちのワークショップ
「“自分を捨てる” WS 〜相手に届ける〜編」 講師：東谷英人
＜平成27年度天プラ･ワークショップシリーズ＞

８/２㈰ DULL-COLORED POP 俳優たちのワークショップ
「そのケーキ、すっぱい！」 講師：中村梨那
＜平成27年度天プラ･ワークショップシリーズ＞

８/２㈰ DULL-COLORED POP 俳優たちのワークショップ
「あなたはキチンと立っていますか？」 講師：塚越健一
第39回
「クラシックへのお誘い」〜LP レコードコンサート〜

８/８㈯ 夏に聴きたいクラシック
８/15㈯

〜ヘンデル「水上の音楽」、ロドリーゴ「アランフェス協奏曲」ほか〜
＜平成27年度天プラ･ワークショップシリーズ＞
谷賢一「演劇ワークショップ in 岡山」 講師：谷賢一

開 催 時 間・場 所
料
金
主催者等
16日㈭・17日㈮ 18：30〜21：00
3,000円
天神山文化プラザ
18㈯ 13：30〜17：00/発表会 19：30〜 （３日間、テキ
086‑226‑5005
スト代込み）
３階 第２会議室
９：30〜16：30 ※休憩あり
３階 第１会議室

一般 3,000円 天神山文化プラザ
学生 1,000円
086‑226‑5005

９：30〜12：30
３階 第１会議室

一般 1,500円 天神山文化プラザ
学生 1,000円
086‑226‑5005

13：30〜16：30
３階 第１会議室

一般 1,500円 天神山文化プラザ
学生 1,000円
086‑226‑5005

14：00〜16：00
３階 第２会議室
10：00〜17：00（休憩有）
３階 第１会議室

無

料

天神山文化プラザ
086‑226‑5005

一般 2,000円 天神山文化プラザ
学生 1,000円
086‑226‑5005
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利用者の声
パダンパダン絵画教室
今回は、第２日曜日の午後に開講しているパダンパダン
絵画教室をご紹介します。主宰は、写実的な油彩画で知られ
る上西竜二さんです。
― Ｉ氏賞を受賞された上西さんの絵画教室ということで、
ずっと気になっていました。以前は、表町のパダンパダ
ンというお店で教室を開いていましたね？
おかげさまで生徒さんが増えて、教室が手狭になったた
め、2014年９月から天神山文化プラザの練習室を使わせて
いただいています。
― みなさん、マイペース、かつ熱心に励まれていますね。
今日はいつになく静かでしたね（笑）
。生徒さんには皆、
描きたいものを好きなように描いていただきます。デッサ
ンを中心に、油彩画、水彩画もやっています。
― 拝見して、すごいと思ったのがデッサンです。楕円の缶
詰を描く技術に感動しました。
見たままをフリーハンドで描ければいいのですが、楕円
のカーブは難しいんです。なので、漫画で人物の顔を描くと
きに目鼻の補助線を入れるように、楕円の中心点から補助
線を引いて、簡単にカーブを描く方法をお伝えしました。で
も、見たままを描こうとしても、上手くいかないときがあり
ます。たとえば、両目で近くのものを見ると、片目では見え
ない缶詰の裏側も少しだけ見えてしまいます。片目を閉じ
るか、少しだけ離れて見れば、その部分がわかるので、後で
そこを削って、より本物に近づくように修正します。
― ６Ｈ〜３Ｂの鉛筆の使い分けや、鉛筆の削り方や使い方
によっても、随分表現が変わりますね。
道具を揃えて新しい技術をマスターすれば、表現力はア
ップします。それは確実です。ただ、絵作りについては好み
の問題なので、自由にやっていただいています。
― 映像（おもちゃの汽車のある風景）を元に、何パターン
もの下絵を書いている生徒さんもいました。
彼は、映像の一場面を元に、自分の心象風景を描きたかっ
たので、テーマを明確にしたうえで、どんな構図にするか下
絵を書いていました。色使いもそうですが、よい構図とは、
“作者の意図がよく表れたもの” だと思います。彼の場合は
“中年男性が幼い頃を懐かしむ絵” なので、幼い頃の自分を
入れた方がいいかどうか、おもちゃの汽車の大きさや配置
はどうするかなど、数パターンの下絵を書いて、ベストな一
枚を選ぶよう助言しました。
― なんでもすぐに描けばいいというものでもないのですね
…。ところで、教室の展覧会を昨年、天神山文化プラザ
の展示室でされましたが、次回のご予定は？
教室が月１回だけですから、展示するほどの作品数がな
いんです。作品がたまったら、また天プラで開催したいと思
います。

取材当日は７人の生徒さんが参加。中には「夏休みの宿題の絵を子供に教えた
くて」というお母さんもいらっしゃいました

表紙の写真
さる６月に行われた土曜劇場「第69回岡山市高等学校 岡山Ａ
地区 実験劇場」の出場校、就実高等学校による『冒険授業』よ
り。
撮影：ゆきを

編集後記
天神山文化プラザと岡山県文化連盟の設立10周年の記念事業
として、今年度は様々な催しを開催します。すでにチャリティ展
10×10を開催しましたが、秋には原田マハ氏の講演や、子どもた
ちによる「オペラ・ファンタジー ヘンゼルとグレーテル」が控
えています。実は、この７月にホームページを一新したのです
が、これも記念事業の一環です（以前よりは見やすくなったと思
います）。そしてこの天神山だよりも、次号（９月中旬発行予定）
から “少しだけ” リニューアルする予定です。
広報担当：藤原

― 編集・発行 ―
2015年７月発行

指定管理者 公益社団法人岡山県文化連盟
〒700‑0814 岡山市北区天神町８‑54
Tel：086‑226‑5005 Fax：086‑226‑5008
http : //www.tenplaza.info/
休館日／月曜日・年末年始（12月28日〜１月４日）

― 気長にお待ちしています。最後に教室の PR をどうぞ。
絵に興味のある方は、一度教室をのぞいてみてほしいで
すね。まずは気軽にメールでお問い合わせください（メール
r@uenishi.info）
。
デッサンの技術は基本的なことなのかもしれませんが、
筆者にはすべてが目からウロコでした！ 今日一日で絵が
上手くなったような気がしました。
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JR 岡山駅から市内電車／東山行「城下」下車 徒歩５分
JR 岡山駅からバス／藤原団地行「天神町」下車

