
メ
セ
ナ
レ
タ
ー

毎
日
を
豊
か
に
生
き
る

芸
術
・
文
化
活
動
を
応
援
し
ま
す

M
e
c
e
n
a
t L
e
tte
r

M
e
c
e
n
a
t L
e
tte
r

公益社団法人
企業メセナ群馬事務局

〒371-0022　群馬県前橋市千代田町3-3-10
（広瀬川美術館内）

電話：027-233-1750
FAX：027-233-1756
E-mail：
mecenat.gumma@cc.wakwak.com
ホームページURL
http://www.mecenatgumma.com/

Contents

65
2019

2019年12月31日発行　第65号

●令和元年度後援等の支援
●群馬県写真展受賞者
●群馬県美術展受賞者
●群馬県書道展受賞者
●ＭＯＡ美術館前橋児童作品
展受賞者　他

●会員・役員
●インフォメーション

Mecenat Letter
2019

65

令和元年度  後援等の支援
　令和元年度、各種団体等が開催の事業に対して「企業メセ

ナ群馬」が後援等の支援を行った開催事業11件の状況をお知

らせします。

第67回連盟展 〔後援〕
○群馬美術家連盟
○代表　真下道明
○元.６.26(水)〜７.３(水)
○第43回県民芸術祭参加
○昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）　大・小展示室
○年次開催

第35回ぐんま版画展 〔後援〕
○群馬版画家協会
○代表（会長）　中山隆右
○元.６.21(金)〜６.26(水)
○高崎シティギャラリー
○群馬版画家協会会員による版画作品の発表
○年次開催

第51回ぐんま女流美術展 〔後援〕
○ぐんま女流美術協会
○代表　吉村晴子
○元.８.23(金)〜８.28(水)
○高崎シティギャラリー　第１・第２展示室
○�日本画、洋画、彫刻、工芸部門の会員69名、100点余を展示
○年次開催

うた×ピアノ×こと　アフタヌーンコンサートVOL.１ 〔後援〕
○chapine演奏会
○代表　清水紗登美
○元.４.13(土)
○高崎シティギャラリーコアホール

第24回Gunmaペン書道展 〔後援〕
○Gunmaペン書道会
○代表（会長）　清水いせ子
○元.４.18(木)〜４.21(日)
○ベイシア伊勢崎店４階・ISホール
○年次開催
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第70回記念群馬県美術展 〔後援〕
○群馬県美術会
○代表（会長）　井田秋雄
○元.11.22(金)〜12.１(日)
○群馬県立近代美術館
○第43回県民芸術祭参加
　本県美術の普及振興と県民の文化意識の高揚を図ることを目的として開催
○年次開催

22thスカルプトゥーラ　−日常−展 〔後援〕
○スカルプトゥーラ
○代表　川崎淳子
○元.11.29(金)〜12.４(水)
○高崎シティギャラリー　第６展示室
○立体、平面、映像などのアート作品の展覧会　
○年次開催

第70回記念群馬県書道展 〔後援〕
○群馬県書道協会
○代表（会長）　小倉釣雲
○元.12.６(金)〜12.16(月)
○群馬県立近代美術館
○第43回県民芸術祭参加
　本県書道の普及振興を図り、併せて県民の文化意識の高揚を図ることを目的として開催
○年次開催

第54回前橋市民展 〔後援〕
○前橋市民展覧会委員会
○代表（委員長）　茂木絋一
○２.２.27(木)〜３.15(日)
○昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）
○美術部門、写真部門、書道部門の展覧会　
○年次開催

令和元年度
後援等の支援

令和元年度
後援等の支援

第31回MOA美術館前橋児童作品展 〔後援〕
○MOA美術館前橋児童作品展実行委員会
○代表（実行委員長）　竹内嘉一
○元.11.21(木)〜11.24(日)
○前橋プラザ元気21　３階ホワイエ
○児童絵画の展示
○年次開催

第67回群馬県写真展 〔後援〕
○群馬県写真文化協会
○代表（会長）　⻆田新八
○元.９.22(日)〜９.28(土)
○群馬県庁県民ホール
○第43回県民芸術祭参加
　�自由、風景、ネイチャー、群馬の魅力、スポーツ、ビギナー、ヤングの各部門と委嘱作家の
作品を展示
○年次開催
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第67回群馬県写真展覧会
「企業メセナ群馬賞」受賞者

　令和元年９月22日(日)から９月28日(土)まで群馬県庁１階県民ホールにて第67回群馬
県写真展覧会が開催されました。総応募点数4,772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「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（自由作品）　　高橋　由雄

題　名：「都会の街角」

題　名：「春キャベツ、どうぞ」

＜受賞者のことば＞
　県展という大きな写真展で、私の好きな自
由作品の部（スナップ）で企業メセナ群馬賞を
頂き、ありがとうございます。
　この写真は、歩行者天国の東京銀座四丁目
で撮影しました。都会の街角で修行僧に対し、
見向きもすることなく通り過ぎる人の光景が
時代を想わせ、思わずシャッターを切った写
真です。
　この受賞を励みに、これからもストーリー
のある写真を撮っていきたいです。

＜受賞者のことば＞
　「企業メセナ群馬賞」という大きなしょうを、
ありがとうございます。
　この絵は、春に、おばあちゃんの家の近く
のふれあいぼく場に行って、子ヤギにやわら
かい春キャベツをあげた時の絵です。わくわ
くした気もちをこめました。
　くふうしたところは、さくにサビを入れた
ところです。本ものの色になるまで、何回も
まぜました。がんばったところは、土をぬる
ところです。ぬるスペースが多くて大へんで
した。ぬり方も、もりもりするように気をつ
けました。
　三年生になっても、じぶんのこころがたの
しくなった場しょの絵を、たくさんかきたい
と思います。

群馬県写真展覧会
MOA児童作品展
受賞作品紹介と
受賞者のことば

MOA児童作品展
受賞作品紹介と
受賞者のことば

群馬県写真展覧会

第31回MOA美術館前橋児童作品展
「企業メセナ群馬賞」受賞者

　令和元年11月21日（木）から11月24日（日）まで前橋中央公民館３階ホワイエ（前橋プラ
ザ元気21）にて第31回MOA美術館前橋児童作品展が開催されました。
　応募総数834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、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。

MOA児童作品展　水彩画　　荻原言羽
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第三部　彫　刻　　岡安　眞也

題　名：「韵（いん）」
大きさ：57×35×24㎝

＜受賞者のことば＞
　素晴らしい芸術文化を育て実りを目指す「企業メセナ群馬」より賞

を頂き、心から感謝申し上げます。

　私事、群馬大学工学部を巣立ち民間企業へ技術者として奉職、その

海外勤務等を経て、七十五歳引退に近づき自らも不思議なくらい突然

に彫刻を独学発心、今、彫刻グループに所属、研鑚にあります。

　相応の彫刻作品に至るにつれ、群馬の愛護を受け育った者として、

作品は正に群馬へと密やかな心にあった次第。今般、七十代最後を記念的に七十回記念県展に出

品にあって、この密やかな心に呼応頂いたとの想いにあります。

　昨今、増大の多方面の美術仲間、又、近隣・友人等にも、今般「企業メセナ群馬賞」受賞を披

露し、貴（公社）の芸術文化への応援活動の賜物によると披瀝致します。

　文末となりましたが、深謝を重ね、貴（公社）の益々のご発展を祈念申し上げます。

＜受賞者のことば＞
　この度は「企業メセナ群馬賞」を、頂きまして、大変嬉しく思い

ます。

　俗に嫌われている蜘蛛は、注意深く見ますと、意外にも綺麗な色、

形を、持っていることに、驚きました。

　そんな姿を、明るく、軽やかに表現してあげたいと、夢中で描きました。

　この受賞を励みに、これからも努力していきたいと思います。

　ありがとうございました。

題　名：「一隅」
大きさ：F30号

第二部　洋　画　　小柏　美江

群馬県美術展覧会
｢企業メセナ群馬賞｣
受賞作品紹介と
受賞者のことば

群馬県美術展覧会
｢企業メセナ群馬賞｣
受賞作品紹介と
受賞者のことば

＜受賞者のことば＞
　此の度は「企業メセナ群馬賞」を頂き、大変光栄に思っております。
　信州大鹿村の２日間デッサンの旅で、透き通る様な青い色のケシ
に魅了され、夢中で書いた絵が評価いただき嬉しく思います。
　今後も自分で感動を受けた草花を一枚、一枚書き続けたいと思っ
ております。
　この受賞を励みにこれからも頑張ります。
　本当にありがとう御座いました。

第70回記念群馬県美術展覧会
「企業メセナ群馬賞」受賞者

　令和元年11月22日（金）から12月１日（日）まで群馬県立近代美術館にて第70回記念群馬
県美術展覧会（略称：県展）が開催されました。総搬入点数643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「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　　丸山　達郎

題　名：「（大鹿村）青いケシ」
大きさ：30号P
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第70回記念群馬県書道展覧会「企業メセナ群馬賞」受賞者
　令和元年12月６日（金）から12月16日（月）まで群馬県立近代美術館にて第70回群馬県書
道展覧会が開催されました。総応募点数2,075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「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１部（漢字）　　長瀬　恵歌

＜受賞者のことば＞
　この度は「企業メセナ群馬賞」の栄に浴し心からお礼を申し上げます。

　この作品は蘇軾が旧より聞いていた「石鼓」の実物に接した時の感慨が語

られています。書を学ぶ者にとって必須の「石鼓文」。故に私も興味を持って

題材に選びました。

　まだ完全に消化されないままの出品となり心残りがありますが、この度の

受賞の栄に一層の精進をお誓い申し感謝の意を表します。励まし支えてくれ

た先生、会の書仲間の皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました。

題　名：「蘇軾（石鼓歌）」

第四部　工　芸　　近藤　瑞希

題　名：「片切り彫り春峡魚涛図箱」
大きさ：H５×W15×D15㎝

＜受賞者のことば＞
　第70回記念となる県展において、初の出品で栄

誉ある賞を頂き、身に余る光栄です。ありがとうご

ざいました。

　本作は、金属製の飾り筥
はこ

です。銀の身と銅の蓋
ふた

から成り、「片切り彫り」という技法で模様を彫り込

んであります。鏨（タガネ）というノミに似た道具を

ハンマーで打って彫り、筆で描いたような抑揚の

ある線を彫る技法です。

　登龍門の伝説を画題とし、桃の咲く春の山峡が彫られた蓋を開くと、滝を登らんとする巨鯉群が

滝壺に渦巻く姿が現れます。崖の荒々しさや鯉の勢いを、小さな筥に生き生きと彫り込むことにこだ

わり、線一本一本に心を込めました。

　大学で学んで来た彫金を含め、金属工業がマイナーな群馬県は少し寂しく思います。しかし、県

展を通し皆様の目に触れることとなりましたことは、受賞と並んで大変に喜ばしく思っています。今

後も精進を重ねていきたいです。

受賞作品紹介と
受賞者のことば
受賞作品紹介と
受賞者のことば

群馬県書道展覧会群馬県書道展覧会
群馬県美術展覧会群馬県美術展覧会



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
㈲共生Ｓ・Ａ	 （中之条町）	 蟻　川　七郎次
㈱群馬銀行	 （前橋市）	 深 井 彰 彦
群馬トヨペット㈱	 （前橋市）	 大 山 駿 作
群馬ヤクルト販売㈱	 （前橋市）	 塩　谷　輝　行
㈱上毛新聞社	 （前橋市）	 内 山 　 充
㈱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
星野総合商事㈱	 （前橋市）	 星 野 義 夫
㈱ヤマト	 （前橋市）	 新 井 孝 雄

【正会員】（五十音順）　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

	 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	 内山　　充	 ㈱上毛新聞社	社長
	 	 野村　品司	 ㈱詩季画材	社長
	 	 石川　　靖	 朝日印刷工業㈱	社長
	 	 福田　一良	 ㈱福田不動産	会長
	 	 添川　秀樹	 ㈱ステージサービス群馬	社長
	 	 黒岩　保弘	 ㈱黒岩測量設計事務所	会長
	 	 新井　　聡	 ㈱コーア	社長
	 	 塩谷　輝行	 群馬ヤクルト販売㈱	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

相澤　慎司	 （前橋市）
アームリンク㈱	 （前橋市）
大谷　泰治	 （前橋市）
㈱岡野機械	 （前橋市）
金井　　修	 （前橋市）
金子めぐみ	 （前橋市）
黒岩測量設計事務所	（前橋市）
㈱群馬清風園	 （前橋市）
群馬三菱自動車販売㈱	（高崎市）
㈱コーア	 （高崎市）
小島　桂吾	 （前橋市）
㈲三翠楼松し満	 （前橋市）
㈱詩季画材	 （前橋市）
清水　憲明	 （前橋市）
鈴木　克男	 （前橋市）
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）
武井不動産鑑定事務所	（前橋市）
竹内　嘉一	 （前橋市）
竹内　理絵	 （前橋市）
税理士法人	テシマ会計	（前橋市）

トリニティアグリ㈱	（前橋市）
中島　清明	 （前橋市）
林　　幸一	 （前橋市）
㈱ネディア	 （前橋市）
野中　志保	 （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）
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
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ホームページ

　(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

●	http://www.mecenatgumma.
com/
(公社)企業メセナ群馬のア
ドレスです。
(公社)企業メセナ群馬の最
新情報や、メセナレターに
掲載されている写真がカラ
ーで見られます。
(公社)企業メセナ群馬の活
動をこちらからもご覧くだ
さい。

企業メセナ群馬　検索

●http://www.mecenat.or.jp
(公社)企業メセナ協議会の
アドレスです。
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