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＜選評＞
　初夏の高原にいるような、さわやかな充実し
た作品である。清澄な緑の諧調が、山岳を思わ
せる濃い青と溶け合い、見る人の心さえも洗う
ような美しさがある。作者の詩心が絵に表れて
いる。
 （文責：日向野　惇）

＜受賞者のことば＞
　画業51年目にして、この様な賞をいただき
大変ありがとうございました。
　和紙に油彩で描きあげた作品です。粒子の異
なる岩ゑのぐを混ぜてみました。
　画材にこだわりを持つことや与えられたもの
を最大限生かすことも表現方法のひとつではな
いかと考えております。

＜選評＞
　巣立ちを控えた親子の鳥が愛情深く
表現されている。里山の樹上で、これ
から飛び立とうと準備をしている表情
が良く描かれている。山の雰囲気もよ
く出ている。
 （文責：狩野　和夫）

＜受賞者のことば＞
　　この度は、「企業メセナ群馬賞」を頂き、大変感激しております。
　九十八才の母の世話で、毎日実家に通うようになってからは、自分の時間が思うように、
とれなくなってしまいました。
　この作品は、我家の前の古墳で生まれた大鷹で、もう十年近く住みついて、毎年雛が育
っています。その時季になると、大鷹のファンが、どこからともなく集まって来ます。時
には、カラスにやられたり、巣から落ちて骨折したりで、ハラハラドキドキしながら、見
守っています。幼鳥ながら、鋭く、貫禄のある様子を、表現できたらと思い、描いてみま
した。
　この受賞を励みに、これからも頑張ってゆきたいと思います。

第64回　群馬県美術展覧会
「企業メセナ群馬賞」受賞者

　平成25年11月15日（金）から11月24日（日）まで群馬県立近代美術

館にて第64回群馬県美術展覧会（略称：県展）が開催されました。総

搬入点数696点の中から公益社団法人企業メセナ群馬が「企業メセナ

群馬賞」を４部門にわたり贈呈することで、本年度も次の方々が受賞

されました。

　このようなことで美術愛好者が励みを持って芸術文化の向上に努め

ていただくことと、企業のメセナ活動について啓蒙をはかり理解を深

めていただくことを期待いたします。

　また、受賞作品の紹介と併せて受賞者の方々から早速に「受賞者の

ことば」が寄せられましたのでお知らせします。

第一部　日本画　　木下　一子

題　名：巣立ち間近
種　類：日本画
大きさ：F30号

題　名：グリーングラス
種　類：油彩
大きさ：F30号

第二部　洋　画　　関口　惠
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第三部　彫　刻　　須賀　宏江

題　名：孫　花音Ⅱ
種　類：木
大きさ：52×30×40㎝

＜選評＞
　孫を思う気持ちがうまく表現されている。技法的には、デフォルメされたフ
ォルムになっている。このことが、単にリアルな表現よりも効果的であり、見
る人に優しく語りかけてくる。
 （文責：原　　孝）

＜受賞者のことば＞
　この度は計らずも「企業メセナ群馬賞」を頂きまして、誠に有難うございました。
木彫を始めましてから大分たちますが、いろいろの物を彫っていくうちに、子供
のあどけない姿に心をひかれました。孫花音の幼い頃の思い出として無邪気な姿
を彫りました。成長していく孫の一コマです。この度の受賞を励みに、来年も楽
しみながら良い作品が出来上るように努力したいと思います。
　ありがとうございました。

第61回　群馬県写真展覧会「企業メセナ群馬賞」受賞者
　平成25年９月23日(祝)から９月29日(日)まで群馬県庁１階県民ホールにて第61回群馬県写
真展覧会が開催されました。総応募点数5548点の中から公益社団法人企業メセナ群馬が「企業メ
セナ群馬賞」を贈呈することとし、本年度は次の方が受賞されました。このようなことで美術愛好
者が励みを持って芸術文化の向上に努めていただくことと、企業のメセナ活動について啓蒙をはか
り理解を深めていただくことを期待いたします。また、受賞者の作品と併せて受賞者の方から早速
に「受賞者のことば」が寄せられましたのでお知らせいたします。

群馬県写真展　第１部（自由部門）　　　蓬澤　博

題　名：少女の舞

＜講評＞
　シャボンを膨らませ蹴っている少女の姿が自然です。激しい動きでなく優し
い動き。少女もしなやかで爽やかです。背景もモノクロで、色と色が喧嘩せず
シンプルさがあって、画作りが上手いです。

＜受賞者のことば＞
　この度は、企業メセナ群馬賞を頂きました事に心より御礼申し上げます。又、
企業メセナ群馬様の地域社会への芸術文化の普及向上、発展に寄与されて居られ
ます事に、心より御礼、感謝申し上げます。
　私も、小さな村で有りますが、川場村文化協会長を御世話になって居りますので、
地域社会への普及向上を節に願って居ります。
　今後とも芸術文化の発展への寄与戴きます様、御願い申し上げます。

　今回、受賞頂きました作品は、川場村内での休日の一コマです、この子の可愛さ、動き、背景を意識して撮った一枚
です、私の写真の出来よりも、多分モデルとなっている、お子さんのしぐさ、可愛さが受賞の一番の要因ではないかと
思います。この子に感謝申し上げます。
　この度の賞を励みに、よりいっそうの努力をしたいと思います。有り難う御座いました。

第四部　工　芸　　井上　惠子

題　名：真（まこと）
種　類：陶芸
大きさ：60×35×18㎝

＜選評＞
　縦長の扁壺に、バランスの良い象嵌による線模様が施された非常にシンプルな作
品である。落ち着いた安定感の中に作者の感性の良さを伺い知ることが出来る。嫌
味のない、いつまでも飽きることのない作品として高く評価されたところである。
 （文責：平尾峰春）

＜受賞者のことば＞
　このたびは、「企業メセナ群馬賞」を頂き、ありがとうございました。ここ数年、健
康に恵まれず、大物の作陶は体力的に厳しくなり、幾度か辞めようと思いましたが、
周りの人に励まされ、県展に出品することを目標に続けてまいりました。おかげ様で、
昨年に続き入賞することが、できました。今回の作品は、孫の健やかな成長という願

いを込めて、のびやかさを表現してみましたが、華やかさが足りなかったと思っています。
　まだまだ形を作るのが、精一杯で、表現するには至りませんが、今後も身近な人をテーマに、励んでいきたいと思い
ます。

を込めて びやかさを表現
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第64回　群馬県書道展覧会「企業メセナ群馬賞」受賞者
　平成25年11月29日（金）から12月15日（日）まで群馬県立近代美術館にて第64回群馬県書道展
覧会が開催されました。総応募点数2326点の中から公益社団法人企業メセナ群馬が「企業メセナ
群馬賞」を贈呈することとし、本年度は次の方が受賞されました。
　このようなことで美術愛好者が励みを持って芸術文化の向上に努めていただくことと、企業のメ
セナ活動について啓蒙をはかり理解を深めていただくことを期待いたします。
　また、受賞者の作品と併せて受賞者の方から早速に「受賞者のことば」が寄せられましたのでお
知らせいたします。

第25回MOA美術館前橋児童作品展
「企業メセナ群馬賞」受賞者

　平成25年10月12日（土）から10月13日（日）まで群馬県庁昭和庁舎にて第25回MOA美術館
前橋児童作品展が開催されました。
　展示作品数は430点に及び、この中から公益社団法人企業メセナ群馬が「企業メセナ群馬賞」
を贈呈することとし、次の方が受賞されました。
　子供さんの作品ですが、これからも励みをもって芸術文化活動に取り組まれ向上発展が望まれます。
　受賞者の作品と併せて「受賞者のことば」が寄せられましたので、お知らせいたします。

群馬県書道展　第３部（墨　象）　　松尾　有希子

MOA児童作品展　水彩画　　堀内　路加

題　名：祈（いのり）

題　名：ベンガルトラ

＜受賞者のことば＞
　第六十四回群馬県書道展覧会において「企業メセナ群馬賞」をいただけました
ことに大変感謝しております。企業が芸術文化活動に支援して下さることは、作
家の一人としてとても励みになります。
　墨象（前衛書）は多様な表現方法がありますが、私は自分の心象を強調するた
めに一度文字を分解して再構築し、線を意識し、集中力と瞬発力をもって表現し
ています。
　今回は「祈」という甲骨文字を使い、自分の心の表現を加え、力強さとリズム
の中に包みこむように表現致しました。
　今後も書線にこだわり、心象表現に取り組んで行きたいと思っております。

＜選評＞
　繊細なタッチでありながら、迫力満点のベンガルトラを表現している印
象的な作品です。とてもよく描きこんでいます。

＜受賞者のことば＞
　「企業メセナ群馬賞」ありがとうございます。
　一年生のころから出品し続けていてよかったです。
　見本とした写真集では、暗い水辺で息をひそめてけいかいしながら水を
飲むベンガルトラがとても印象的でした。しかし、私がいたら明るくなっ
てしまったのでトラの強さが伝わるようにかきました。
　中でも水のはもんがむずかしかったです。少しでも色がこいとにごって
しまうので、波の加減を何度も調節してやっと納得するように仕上がりま
した。
　受賞式には家族が来てくれてうれしかったです。
　六年生になっても出品します。今年より細かくてびっくりさせるような
作品ができるようにがんばります。
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私たちは、豊かな芸術・文化の発展を
応援しています

朝日印刷工業㈱ （前橋市） 石 川 　 靖
㈻有坂中央学園 （前橋市） 中　島　利　郎
桐生瓦斯㈱ （桐生市） 塚 越 平 人
㈲共生Ｓ・Ａ （中之条町） 蟻　川　七郎次
㈱群馬銀行 （前橋市） 齋 藤 一 雄
群馬綜合ガードシステム㈱ （前橋市） 川 崎 　 弘
群馬ヤクルト販売㈱ （前橋市） 星　野　哲　也
㈱シャープドキュメント富士 （前橋市） 小 暮 雅 幸
㈱上毛新聞社 （前橋市） 渡 辺 幸 男
㈱ステージサービス群馬 （前橋市） 添 川 秀 樹
㈱東和銀行 （前橋市） 吉 永 國 光
永田会計事務所 （前橋市） 永 田 智 彦
富士オート㈱ （前橋市） 齋 藤 　 煕
星野総合商事㈱ （前橋市） 星 野 義 夫
㈱マエダスタジオ （前橋市） 前 田 　 勇
㈱ヤマト （前橋市） 新 井 孝 雄

【正会員】（五十音順）　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

会　　長 塚越　平人 桐生瓦斯㈱ 会長
理 事 長 前田　　勇 ㈱マ工ダスタジオ 社長
副理事長 蟻川七郎次 ㈲共生Ｓ・Ａ 会長
専務理事 竹内　嘉一 ㈱セントポールギャラリー 会長
理　　事 齋藤　　煕 富士オート㈱ 社長
 高橋　康三 ㈱上毛新聞社 相談役
 野村　品司 ㈱詩季画材 社長
 石川　　靖 朝日印刷工業㈱ 社長
 星野　哲也 群馬ヤクルト販売㈱ 社長
 添川　秀樹 ㈱ステージサービス群馬 社長
監　　事 星野　義夫 星野総合商事㈱ 社長
 澤口　俊行 澤口俊行税理士事務所 所長

公益社団法人  企業メセナ群馬　 役員

「季刊・メセナnote」
　(公社)企業メセナ協議会　編著
年間購読　1,000円（送料・税込）
〔お申込〕(公社)企業メセナ協議会へ代金支払
詳しくは(公社)企業メセナ群馬へお
問い合せください

http://www.mecenat.or.jp
(公社)企業メセナ協議会のアドレス
です。
今日的な最新の情報を得たい方は、
アクセスしてみてください。

■ 出版物紹介

■ ホームページ

㈱相沢商店 （前橋市）
相澤　慎司 （前橋市）
阿部　高久 （桐生市）
㈱アールフレイム （前橋市）
猪狩　光平 （桐生市）
打越　正宏 （前橋市）
大谷　泰治 （前橋市）
㈱岡野機械 （前橋市）
金井　　修 （吉岡町）
金子めぐみ （前橋市）
木村　　光 （桐生市）
グローカルペットケア㈱ （東京都）
黒岩測量設計事務所 （前橋市）
群馬楽友協会 （前橋市）
群馬三菱自動車販売㈱ （高崎市）
後藤　勝伸 （前橋市）
小島　桂吾 （前橋市）
佐久間一雄 （前橋市）
㈱詩季画材 （前橋市）
清水　憲明 （前橋市）
(医)秀緑会高山眼科 （高崎市）
設楽印刷機材㈱ （前橋市）

関口　俊雄 （前橋市）
㈱セントポールギャラリー （前橋市）
高山　　曻 （前橋市）
竹内　嘉一 （前橋市）
税理士法人 テシマ会計 （前橋市）
塚越　紀隆 （桐生市）
トリニティアグリ㈱ （前橋市）
㈲中島ホンダ （前橋市）
中嶋　直人 （前橋市）
中村　容己 （前橋市）
中屋商事㈱ （前橋市）
日本包装システム㈱ （前橋市）
野中　志保 （前橋市）
㈱卑弥呼 （前橋市）
広瀬川美術館 （前橋市）
㈱福田不動産 （前橋市）
舩崎　秀信 （前橋市）
㈱メディアラボ （前橋市）
山本　典輝 （高崎市）
㈱レイド （前橋市）
和佐田幸子司法書士事務所 （前橋市）

【賛助会員】（五十音順）　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

●セミナー、アートマネジメント関

連の書籍、研修視察旅行、ホーム

ページの開設などの案内。

●芸術文化関係のスタッフやボラン

ティア募集。

●芸術関係の公募

●メセナアワード

●助成認定制度など

情報は企業メセナ群馬までご連絡く

ださい。ただし、公演や展覧会など芸

術イベント情報は掲載できません。

　(公社)企業メセナ群馬は、県内に

おける芸術文化を育て「心ゆたかなふ

るさと群馬」づくりをめざし、公益社

団法人としての活動をしております。

　この趣旨にご賛同くださる方の入

会をお待ちしています。

会員募集

■正会員　（１口）120,000円
■賛助会員（１口）　10,000円
■賛助会員（３口以上）
　（法人名表示）　　  30,000円以上

年会費


