日本の原風景
先人たちの目に映った光景を、私たちの心に受け継いで故郷に思いを馳せる…
今回特別コーナーにてご紹介致します。

(油彩 8号)
石川 茂男 南会津秋景
ⓒSHIGEO ISHIKAWA

塗師 祥一郎

伊豆の春 (油彩 3号)

展望 (油彩 6号)

※展示される作品は、一部変更になる場合がございます。

ⓒTAKUJI NAKAMURA

ⓒSHOICHIRO NUSHI

内外人気作家

SUMIO GOTO

中村 琢二

in Shimoda

TAMAKO KATAOKA

(油彩・板 4号)
斎藤 真一 雪の花 越後瞽女冬の旅
ⓒSHINICHI SAITO

ⓒGYOKUDO KAWAI
川合 玉堂 松浦漁家
(紙本彩色)［画寸法348mm 500mm］

2017

〜日本 画・油 彩・水 彩・版 画 〜

磐梯山麓 (油彩 8号)
林 喜市郎 ⓒKIICHIRO
HAYASHI

ピラー・テル

花は咲く
平松 礼二 日本の祈り
(シルクスクリーン 手張り本金箔)
［画寸法400mm

900mm］

地中海の小さな島（オイルオンボード）
［画寸法250mm 250mm］
ⓒPILAR TELL

ⓒREIJI HIRAMATSU

ギィ・デサップ

ミロ

ユトリロ

リムール教会（ジャック•ヴィヨン版）
（銅版画 サイン・番号入り）
［画寸法496mm 280mm］
1926年作

ⓒMARC CHAGALL

ソローニュの風景（油彩 10号）

NOUS AVONS（エッチング アクアチント サイン・番号入り）
［画寸法143mm 413mm］

シャガール

春〜ダフニスとクロエ（リトグラフ）
［画寸法421mm 642mm］
1961年作

ⓒMAURICE UTRILLO

紅梅（紙本彩色）

前田 青邨［画寸法319mm

410mm］

夏山白雲（リトグラフ）
607mm］

東山 魁夷［画寸法468mm

後藤 純男「春雪」

片岡 球子「富士に遊ぶ」

(紙本彩色 4号)

(紙本彩色)
[画寸法316mm×407mm]

ピカソ

ⓒJOAN MIRO

カシニョール

犬の散歩
（リトグラフ サイン・番号入り）
［画寸法306mm 235mm］
1988年作

ⓒJEAN PIERRE CASSIGNEUL

PABLO PICASSO

ピカソが1947年に制作した
「ゴンゴラ」
は翌年
ⓒSEISON MAEDA

ⓒGUY DESSAPT

石踊 達哉

ラポルト

ⓒKAII HIGASHIYAMA

海岸の家 (油彩 15号)

アノラ・スペンス

月下梅椿（紙本彩色 6号）

緑の首輪（シルクスクリーン）
［画寸法190mm 230mm］

トマサ・マーティン

９月２７５部の豪華限定版としてパリで刊行され
た。
２０世紀の巨匠たちによる自筆豪華本の制
作は、美術史そして出版史の上で特筆すべき
出来事であり、
この詩画集もその代表的な作品

静（油彩 8号）

である。限定版
「ゴンゴラ」
では、
２０篇のソネッ

ⓒTOMASA MARTIN

トがそれぞれ①活字による詩の題名②ピカソ

小泉 淳作

アンドレ・コタボ

かき (エッチング サイン・番号入り)
［画寸法121mm 149mm］

黄色のデイジーの花束（油彩 8号）

による全頁大の扉絵
（女の顔）
③ピカソの手書

ⓒJUNSAKU KOIZUMI

きによるスペイン語のテキストで構成されてい

ドラクロワ

る。ピカソの手になるタイトル、扉絵、テキスト

グランドホテル (シルクスクリーン)
［画寸法670mm 490mm］

部分は全てパリのロジェ・ラクーリエール工房

ⓒANNORA SPENCE

ⓒTATSUYA ISHIODORI

山下 清 蝶々（色ペン 色紙）

武本 はる根

で制作された銅版画である。

坂口 紀良

アマルフィ海岸を望む バラの窓辺
（油彩 ３号）

ⓒGEORGES LAPORTE

増田 誠 キャフェ̶（モンパルナス）
（油彩 6号）

「ゴンゴラ・20の詩 #5」
(銅版画)
[画寸法 各385mm×287mm] 1948年作

ⓒANDRE COTTAVOZ

★ 2018年版 ★

カレンダー
販売中！

カキツバタ（油彩 3号）

東山魁夷、
平山郁夫、
中島千波、
森田りえ子、

山下 清、
久下貴史、
ミュシャ、
ラッセン 他

※品切れの際はご容赦下さい。
ⓒHIROMI TACHIKAWA

ⓒKOJI TERUNUMA

ⓒBERNARD BUFFET

11 10 ∼12
金

日

10:00am∼5:00pm

＜最終日11/12（日）は4：30pm終了＞

展示即売会入場無料

10

136

稲生沢川

紫峰
（アクリルスクラッチ 12号スクエア）

下田街道

エッフェル塔「パリシリーズ」
より
（リトグラフ サイン・番号入り）
456mm］1962年作

ビュッフェ［画寸法543mm

●会場所在地：下田市外ヶ岡1番地の1 会期中連絡先：090-4075-4760

伊豆
急下
田駅

ⓒMAKOTO MASUDA

ⓒNORIYOSHI SAKAGUCHI

道の駅 開国下田みなと

伊豆急行線

立川広巳

照沼 光治

(ベイステージ下田) 2階 特別展示室

ⓒKIYOSHI YAMASHITA

●国道135号線沿い
●伊豆急下田駅より徒歩 分

ⓒMICHEL DELACROIX

会場案内

道の駅 開国下田みなと

白亜城芽吹く頃（ノイシュバンシュタイン城）(油彩 15号)

ⓒHARUNE TAKEMOTO

■出品予定作家

下田ロープウェイ

お気軽に
お越し下さい｡
寝姿山

●とうきゅう

中島橋
135
伊藤園ホテル
●

ジョナサン
セブンイレブン ● ●
路
豆道
黒船ホテル
●
東伊

下田聚楽ホテル
柿崎
●

下田港

●展示される作品は、一部変更になる場合がございますので御了承下さい。●展示される作品は、すべて販売しております。★秋の特別セール開催中です。

■会期中のお問い合わせ先

090-4075-4760

ホームページアドレス http://www.moe.co.jp/

本 画 特 選

EL Templo del Amor
藤 田 嗣 治（水彩）
［画寸法195mm
ⓒTSUGUHARU FUJITA

水辺の鹿 (紙本彩色 3号スクエア)

中島千波

255mm］

カトラン

喜雨
（金色紙・水墨）

熊 谷 守 一［画寸法270mm

ジャン・モワラス

ⓒBERNARD CATHELIN

ⓒKAZUMASA NAKAGAWA

グレネチエール
（レ島）
（ミクストメディア 40号）

ⓒJEAN JANSEM

絹谷幸二

花深処図（倭画）
［画寸法335mm 405mm］

荻 須 高 徳 サンマルタン運河 (油彩 4号)

少年の像 (ミクストメディア 6号)

ⓒSHIKO MUNAKATA

ⓒMORIKAZU KUMAGAI

ⓒCHINAMI NAKAJIMA

中川一政

赤い花（墨・岩彩）
［画寸法607mm 715mm］

裸婦（油彩 40号）

棟方志功
220mm］

ⓒATSUSHI UEMURA

瑠璃鶲（紙本彩色 3号）

ジャンセン

青い背景のアイリス
（油彩 8号）

ⓒHIROSHI SENJU

岩根絞り椿 (紙本彩色 6号)

上村淳之

ⓒJEAN MOIRAS

ⓒKOJI KINUTANI

東郷青児

婦人像（油彩）
［画寸法410mm 318mm］

ⓒSEIJI TOUGOU

ⓒTAKANORI OGISU

話 題 作 品
最新作

上村淳之
四季 花鳥図

画業35周年記念作品

華花

（シルクスクリーン）
[画寸法352mm 900mm]

大阪新歌舞伎座緞帳

HANA BANA

日本人は四季の移ろいを大切に生かしながら暮らしています。
この度の作品は日本の四季を代表する花たちを選びました。
季節折々の息吹きをそっと感じていただければ幸いです。
笠井誠一

[画寸法245mm 338mm]
ⓒTAMAKO KATAOKA

八重椿（シルクスクリーン）
［画寸法275mm 335mm］

ⓒSEIICHI KASAI

赤い箱とさくらんぼのある静物 (油彩 10号)

片 岡 球 子「めで多き赤富士」
(リトグラフ 本金箔・本金砂子・本プラチナ泥)
ワイズバッシュ

バイオリニスト（油彩 10号）

ⓒIKUO HIRAYAMA

最新作 櫻

井幸雄

アイズピリ

出番のないベンチ〜じぶんデ
(手彩版画)
［画寸法320mm 440mm］

兄弟のマフラー（油彩 6号）

花瓶の花（アクリル 6号）

祖母松園の晩年暮らした奈良、平城山（ならやま）の先生のアトリエに訪れる小鳥たちと
季節の移ろいを描いた「四季花鳥図」は、2010年にオープンした大阪新歌舞伎座の
緞帳の為の原画として制作されました。
この度、本作品が版画として発表される事となりました。
「鳥の気持ちを、声を描きたい。
生命の輝き、それを謳歌する鳥の歓びを描きたい。」そんな先生の願いが込められた
名作です。

藤井

野の星 (油彩 0号)

ⓒATSUSHI UEMURA

104歳 孤高の美術家

篠田 桃紅

FROM YORE 花ぞ昔 (リトグラフ・手彩)
［画寸法925mm 705mm］1985年作
瑞 (リトグラフ・手彩)
［画寸法365mm 265mm］
2005年作

ⓒRIEKO MORITA

勉

ロジェ・ボナフェ

時 空を超えた無 限の絵 画 空 間、刻々と移り
ゆく大 自 然 の 姿 。凛とした 空 気 、陽 光
がとても美しく感動的である。
師でもある平 松 礼 二 氏 が 最も期 待 する新
進気鋭の作家。

ⓒYUKIO SAKURAI

花飾りの帽子（シルクスクリーン）
［画寸法650mm 485mm］
ⓒSAIJI KANAMORI

ミッシェル・アンリ 野薔薇（油彩 10号）

ⓒTOSHIO MATSUO

柳田晃良

レモンキャンディー (油彩 ３号)

ⓒTSUTOMU FUJII

ジャン・カルズー

ⓒAIZPIRI

港風景（水彩 15号）

清水

規

奥入瀬秋彩 (紙本彩色 4号)

田尾憲司

熱帯魚
（紙本彩色 4号）

ⓒTOKO SHINODA

ⓒAKIRA YANAGITA

ⓒMICHEL HENRY

ⓒJEAN CARZOU
ⓒROGER BONAFE

ハイビスカスと蝶
（シルクスクリーン
・手張り本金箔仕上げ）
［画寸法275mm 335mm］

厳選若手作家

朧月（シルクスクリーン）
［画寸法256mm 335mm］

松尾敏男

柿（紙本彩色 4号）

秋宵（シルクスクリーン）
［画寸法263mm 335mm］

月明の砂漠（木版画 サイン・番号入り）
平 山 郁 夫［画寸法510mm
710mm］2002年作

ⓒCLAUDE WISEBASH

金森宰司

※売り切れの際はご容赦ください。

森田 りえ子

ⓒNORI SHIMIZU

ⓒKENJI TAO

※売り切れの
際はご容赦
ください。

新山

拓

Frost tree (紙本彩色 サムホール)
ⓒTAKU SHINYAMA

