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住所
生年

ジャンル

作家氏名（50 音順）

（各作家、三点まで）
作品名・ 横（巾） 縦（高） 奥行㎝× ×

□ 絵画／平面／デザイン
□書／写真　□特別企画 コラボ 80's
□工芸／立体／彫刻／プロダクト／インスタレーション

作家略歴

長井市
1970

立体

青木　佐織

1 円でもお金はお金・ 20.0 10.5 2.0× ×
脳内あとりえ ( 廃工場編 )・ 15.0 15.0 20.0× ×

絵画、書道、工芸などに優れた父の影響で「創る」が当
たり前の環境で育つ。市販品にはないようなデザインを
好み主にレザークラフト、スチームパンアクセサリーを
制作し Petite Plume という名で活動中。

米沢市
1986

工芸

青木　良太

毘沙門天像・ 30.0 60.0 20.0× ×
聖観音菩薩像・ 23.0 57.0 23.0× ×

平成 20 年京都伝統工芸大学校に入学し、4 年間仏像彫刻
を学ぶ。卒業後愛知県の工房や仏具製造会社で仏像彫刻
にたずさわる。

米沢市
1975

工芸

赤木　陽子

STACK・ 30.0 100.0 2.0× ×
想い～スタートライン～・ 33.0 94.0 4.0× ×

深更・ 32.0 100.0 2.0× ×

1975 生。2013 年米織伝承者養成セミナーにて染織を学ぶ。
2014 年セミナー終了後も、染織工房わくわく館主催の米
織アカデミーにて染織を勉強中。

米沢市
1957

立体

アトリエ・リーノ

綱木獅子踊り・ 30.0 20.0 30.0× ×
新山神社獅子舞・ 30.0 20.0 20.0× ×

豊年獅子踊り・ 30.0 20.0 30.0× ×

2005 年～相模原市油絵サークル『どんぐり』会員。2016
年～米沢アートステーション会員。2016 年 5 月～実家川
西町こまつ市で木工クラフト販売。

南陽市
1988

工芸／平面

あべゆうこ

夢の行方 no.2 ～虹の湖～・ 16.8 12.0 2.0× ×
夢の行方 no.3 ～この世～・ 16.8 12.0 2.0× ×

夢の行方 no.1 ～浄化～・ 12.0 16.8 2.0× ×

1988 年 山形市生まれ。2011 年 東北芸術工科大学工芸コー
ス ( 金工 ) 卒業。2013 年 素材の展望展 ( 山形市 )。2015
年 大谷祐里枝×あべゆうこ 2 人展 ( 仙台市 ) 現在、南陽
市に拠点をおき活動中。

南陽市
1949

工芸

嵐田　隆志

焼締水指　冠雪（やきしめみずさし　かんせつ）・ 14.0 19.0×
梅花皮壷　天地人（かいらぎつぼ　てんちじん）・ 13.0 13.0×

兜・ 22.0 27.0 15.0× ×

2003 年南陽えぼし窯陶芸愛好会に入会、2011 年第 66 回県
美展入選。2012 年第 67 回県美展入選。2014 年第 22 回山
形県健康福祉祭美術展奨励賞受賞、やまがた工芸の会入会。
2015 年やまがた工芸の会第 1 回展示会出展。2016 年第 71
回県美展入選、やまがた工芸の会第 2 回展示会出展。

米沢市
1935

絵画／平面

五十嵐　清

初春のナンテン・ 52.0 72.0×
幻の崖・ 52.0 72.0×

果実と美しい影・ 52.0 72.0×

絵画が好きですので、始めて２年になります。アトリエ
あいべで描いてます。

山形市
1985

インスタレーション

池田　祐太郎

環世界・ 22.0 27.0 1.0× ×
高畠舞・ 25.0 40.0 25.0× ×

山形生まれ、山形育ち、東北芸術工科大学環境デザイン
学科卒。幼い頃から高畠町の風景を見て育ってきたこと
で、高畠を題材とした作品を制作。現在は建築や植物と
関わりながら地元山形で活動を続ける。

白鷹町
1988

写真

石井　紀子

在・附・ 34.6 25.6 1.2× ×
在・ 32.0 37.0 4.0× ×

2011 年東北芸術工科大学大学院芸術工学研究科修了。現
在は白鷹町地域おこし協力隊として町内の仏像を調査
し、歴史と文化財に関する情報発信を行う。

長井市
1990

デザイン
プロダクト／立体

Issy ( いっしー )

I チェスト・ 15.0 68.7 15.0× ×
I スツール・ 30.0 53.0 20.0× ×

I シェルフ・ 70.0 68.7 30.0× ×

長井市在住。東北芸術工科大学デザイン工学部プロダク
トデザイン学科卒業。同大学卒業制作展にて、木製の「組
子デスク」奨励賞受賞。その後、本業以外の時間で気ま
まに制作活動を続けている。

米沢市
1972

絵画

井上　富士子

約束・ 88.0 107.0 8.0× ×
瀑・ 115.0 150.0 6.5× ×

平 26 年、鷹山大学にて油彩を習い始める ( 沖津信也先生 )。
平 27 年山形県美展・初出品初入選。平 28 山形県美展・
入選、緑光会展・緑光会賞受賞。現、緑光会、五葉会会員。

米沢市
1970

工芸／立体

植野　みどり

米澤織×つまみ細工「月」・ 30.0 50.0 30.0× ×
米澤織×つまみ細工「太陽」・ 30.0 50.0 30.0× ×

米澤織×つまみ細工「星」・ 30.0 50.0 30.0× ×

2001 年よりアクセサリー制作を始める。手芸・工芸の技
法を MIX した独創的な作品を展開する。ビーズグランプ
リ 2008・準グランプリ受賞。現在、アクセサリー講座・ワー
クショップ・イベントなど幅広く活動中。

新潟県柏崎市
1978

その他

UCH I CO
（加藤淳子）

しかく。・ 55.0 105.0 3.0× ×

和裁士を経て、刺し子にめぐりあい 10 年になります。
伝統的な模様をかわいらしくを目指して製作しておりま
す。山形市出身。南陽市に嫁ぎましたが、主人の仕事の
都合で現在は新潟在住です。　

米沢市
1974

デザイン／その他

ウメチギリ

カレンダー 12 ヶ月の子どもたち・ 150.0 150.0 3.0× ×

ちぎり絵作家。2002 年から創作活動を始める。2010 年
NHK まる得マガジンの講師をつとめる。米沢では上杉雪
灯篭まつりのポスターデザインをつとめている。

米沢市
1971

絵画

遠藤　一成

ピンクのオレンジ・ 94.5 76.0 4.0× ×
無題・ 56.0 43.5 4.0× ×

海・ 194.0 112.0 3.0× ×

2008 年 ＜ Volvo art & design competition2008 ＞ 優 秀 賞　
2010 年＜ The Moon Art Contest vol.5 ＞優秀賞　2014 年
＜米沢市芸術文化協会 50 周年記念選抜展＞最優秀賞

米沢市
1944

絵画／平面

大竹　勝美

孫・戴帽式・ 100.0 120.0×
孫・少女夢想・ 100.0 120.0×

孫・ガッツ・ポーズ・ 100.0 135.0 5.0× ×

高森務先生の水彩画・火曜会に 61 才で入会する。水彩
をベースとした、パステル画を始めて 8 年目になる。米
沢を中心に南陽・山形で展示会に出品する。

米沢市
1949

絵画

石川　澄子

葉鶏頭：明るく・ 52.0 72.0×
葉鶏頭：優しく・ 52.0 72.0×

葉鶏頭：力強く・ 52.0 72.0×

東京都公立小学校で図工専科。10 年前に米沢に移住。ま
ちの茶の間「あいべ」で仲間と『楽しく』を目標に絵を
描いてます。
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山形市
1982

写真

大沼　洋美

植物・ 115.0 100.0×
はなむけ・ 60.0 60.0×

あの日のパン・ 100.0 80.0×

1982 年山形県生まれ。東北芸術工科大学情報デザイン
学科卒業後、東京総合写真専門学校研究科卒業。東北芸
術工科大学映像コース副手を経て、アートと地域の活動

『studio こぐま』を立ち上げる。写真家。

米沢市
1948

絵画

小川　勲

百花繚乱・ 42.0 33.0×
椿・ 30.0 40.0×

夏の日に・ 42.0 33.0×

1999 年～ 2006 年：自由美術展出展。2001 年：現代パス
テル展出展。その他：県内外各地デパートで個展。

高畠町
1947

写真

小川　宏

山越え谷越えて・ 50.0 70.0×
朝の湯煙・ 50.0 70.0×

朝光の花・ 70.0 50.0×

写真コンテストで米沢の四季コンテストでグランプリ。
村山の徳内まつりでグランプリ賞。山形市野草園コンテ
ストでグランプリ。米沢秋山庄太郎全国大会で最高賞。

米沢市
1942

絵画

折原　勝男

つゆ明け・ 70.0 100.0×
あけぼの・ 45.0 55.0×

米沢市の亀岡先生、高橋誠日本画伯、水彩の田中先生に
数年前から絵を学ぶ。県美展初出展入選、日水会米沢支
部展初出展入賞。数十年来全国展と国際展を鑑賞し続け、
現在独自の画風を模索中。作品販歴なし。

南陽市
1934

絵画

加川　達男

あじさいの咲く笹野観音・ 95.0 80.0×
白川湖よりの飯豊山・ 95.0 80.0×

さかなたち・ 100.0 120.0×

県総合美術展無監査。緑光会展会員・えくぼ展委嘱・研
美会会員。

米沢市
1972

絵画

片上　純

はなつ S・ 49.5 57.0 6.0× ×
ブルーグリーン・ 38.0 33.0 5.0× ×

白い木・ 57.0 76.0 6.0× ×

1972 年米沢市生まれ、北部小、米沢四中、米沢興譲館高、
仙台デザイン専門学校グラフィック科卒。2012 年東京・
銀座個展。他 13 回個展。　

南陽市
1938

絵画

片桐　登

冬の日差し・ 130.0 97.0×
雪解け道・ 130.0 97.0×

初雪の里・ 130.0 97.0×

日本水彩展 03 年初入選。14 年会友推挙。内藤秀因記念
水彩画展 08 年記念大賞。15 年緑光会賞。県美展 17 回入
選。緑光会員。米沢水彩画会員。蒼土会員。山形県美術
連盟会員。

白鷹町
1991

絵画

片山　眞尊

抵抗をしないということ・ 72.0 60.0 5.0× ×
緑の壁でそれは起こった・ 70.0 90.0 5.0× ×

その女・ 45.0 53.0 5.0× ×

白鷹町で生まれ育ち、アート、美術に幼少の頃から関心
があったため、多摩美術大学で油画を専攻しました。現
在は高畠町に在ります。うきたむ風土記の丘考古資料館
で職員をしています。

米沢市
1985

絵画／立体

加藤　あさ子

猫のアート・ 20.0 30.0×
ツツジ畑のへこみ道・ 20.0 30.0×

天空の浮島 テュポーン・ 20.0 40.0 20.0× ×

東北芸術工科大学日本画卒業 (2008.3 月 )。個展「ラッキー
･ プランツ展」開催 (2011.11 月 )。ARTS SEED OKITAMA

「鳥のような不思議な植物★ラッキー ･ プランツ展」開
催 (2016.7 月 )　

長井市
1988

平面

金田　愛里

祈りと眠る・ 29.0 24.0 3.0× ×
いとしい子・ 22.6 22.6 2.5× ×

巡る海の中・ 57.0 40.0 4.5× ×

長井市出身・在住。2008 年より切り絵を始め、2014 年
からグループ展やギャラリー主催の企画展を中心に作品
の展示・販売を行っています。

白鷹町
1966

工芸

金田　利之

深山焼 干支ワールド 2017「酉」つる・ 10.0 18.0 10.0× ×
自然釉花器「Y」・ 25.0 40.0 25.0× ×

深山焼 干支ワールド 2017「酉」にわとり・ 10.0 18.0 10.0× ×

白鷹町にて深山焼、深山工房つち団子を主宰。2015 年「登
り窯復活プロジェクト」で窯を再建。代表作「紅花釉の器」

「深山焼干支ワールド」。

米沢市
1971

絵画／平面

亀岡　亜希子

天に愛される小さきものたち・ 75.0 56.0 3.0× ×

2000 年に『ねんにいちどのおきゃくさま』( 文渓堂 = 刊 )
で絵本作家デビュー。絵本・童話を多数出版。アジアで
も翻訳出版される。他に新聞コラム・漫画掲載・童話の
挿し絵・グッズなどを手がける。

米沢市
1936

絵画

亀岡　博

祈念№ 5・ 110.0 140.0 5.0× ×
祈念№ 4・ 100.0 127.0 5.0× ×

日本水彩画展入選 9 回内 1 回受賞。山形水彩画展山形市
長賞 ( 昭 32 年頃 ) 山形県美展委嘱

小国町
1942

その他

木内　茂雄

文平の池と飯豊の最高峰大日岳・ 55.0 42.0 3.0× ×
風の遊び・ 39.0 30.0 3.0× ×

ヒメサユリと飯豊山・ 55.0 42.0 3.0× ×

趣味は登山、山野草の園芸、高山植物の花の写真撮り。
東京池袋生まれ、74 歳。手作り額製作。桔梗を 60 年以
上育てていて、約 20 種類あります。興味のある方は連
絡下さい。

南陽市
1982

平面

菊地　純

2017.4 月はじまりカレンダー見本・ 61.0 69.0 2.5× ×
家禽図・ 53.0 62.0 2.5× ×

ARTS SEED OKITAMA2017 ポスターマップ・ 42.0 59.3×

イラストレーター、白鷹町生まれ、南陽市在住。家族は妻
一人、一姫二太郎、コーギー、猫。2008 年米沢大沼、初個展、
以後年に数回、個展、グループ展など。2011 年からグルー
プ展 Be Here Now 主宰、ARTS SEED OKITAMA 企画、代表。

小国町
1980

立体

けいと屋 itoasobi
( 伊藤紀子)

つながりたい気持ち・ 50.0 200.0 50.0× ×

2013 年糸紡ぎを始める。2015 年けいと屋 itoasobi とし
て活動を始める。小国町のアトリエで制作。

山形市
1978

その他

消しゴムはんこの
クサムラクモ

（伊東加奈子）

あざみ・ 5.0 7.0 2.5× ×
加藤あさ子×クサムラクモ　ボタニカルはんこ「実」・ 4.2 5.4 2.5× ×

模様・ 39.0 57.0 1.0× ×

2010 年結婚のため米沢市へ転居。個人的なプレゼントの
ために似顔絵はんこを作り始める。2011 年各地のクラフ
トイベントなどへ出店開始。2016 年おきたま若手作家展
に出展。

米沢市
1973

デザイン
プロダクト

小関　勲

ココロのバランスボード・ （直径）50.0 2.5×
ひもトレ・ （長さ）230.0

バランストレーナー、ヒモトレ発案者、㈶日本体育協会
認定コーチ、東海大学医学部客員研究員、共同研究者、
H12 ～ 25 オリンピック強化委員委嘱。
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南陽市
1940

工芸

後藤　元男

彩泥掻き落し偏壺 ( さいでいかきおとしへんこ )・ 35.0 55.0×
叩き窯変壺 ( たたぎようへんつぼ )・ 21.0 20.0×

櫛目窯変大壺 ( くしめようへんおうつぼ )・ 36.0 40.0×

県美術展 10 回入選内 3 回奨励賞受賞。また東京上野美
術館で開催される全陶展に 7 回入選、会友になってます。
その他県福祉展 3 回受賞。

飯豊町
1958

立体

ことりこ陶房
（細渕里久子）

家Ⅱ・ 6.0 17.0 3.5× ×
あの日の月・ 3.5 13.5 3.5× ×

家Ⅰ・ 6.0 17.0 3.5× ×

2013 年に福島から飯豊町小屋地区に移住しました。以前
は自宅の窯での焼き物をしていましたが、今はまだ準備
中です。これを機にここ飯豊の自然からのインスピレー
ションを受けた作品作りをしていきたいと思います。

南陽市
1980

絵画

小林　親寛

"carnival"・ 50.0 60.0×
無題・ 120.0 120.0×

O shishi-sama( 赤湯 )NO.01・ 60.0 60.0×

1980 年、福島県生まれ、須賀川市出身。ファインアーティス
トとして作品を制作する傍ら、日本各地を旅する。小学生への
アートレクチャーからクラブイベントでのライブペインティン
グまで活動の範囲は多岐に渡る。2009 年には NYa-forestgallery
での個展も開催し、国内外で作品を発表し続けている。

米沢市
1947

絵画

小林　裕子

初夏の一隅・ 103.0 132.0 5.0× ×
日々成長・ 93.0 110.0 6.0× ×

1992 年「ミシガン湖からの風」スケッチ展。2015 年「水
彩画二人展」( 花 )。主に県美展、米沢水彩画展に出品。

米沢市
1969

書道

近野　響神

鳥・ 40.0 52.0 2.5× ×
廻る・ 32.0 35.0 2.0× ×

鮮・ 93.0 47.0 2.0× ×

宮城野書人会同人（本部仙台）。毎日書道展、河北書道展
に出品。現代書に魅せられて 20 年が経ちました。明る
いさわやかな作品を目指しています。アートステーショ
ンにも出品しています。

東京都狛江市
1977

絵画

齋藤　清絵

SNOW・ 24.0 32.0 1.2× ×
snow・ 24.0 32.0 1.2× ×

鶏・ 24.0 32.0 1.2× ×

小学 5 年生まで米沢市で育ち、東京で生活をしています
が、人生の体養の為、米沢にて老人へのぬり絵作成など
をしています。絵画の指導を受けたことはありませんが、
一つ一つの作品に想いと心を込めております。

米沢市
1942

絵画

佐々　邦子

ゆめ・ 40.0 30.0×
あたたかい調べ・ 40.0 52.0×

いろどり・ 52.0 40.0×

１年前より水彩画を教えていただいております。囲りの
多くの方々のお力添えで今回あることを感謝しておりま
す。

米沢市
1949

絵画

佐藤　久美子

花言葉・ 40.0 38.0×
青薔薇の詩・ 40.0 38.0×

アトリエ風景・ 130.0 100.0×

日美展入賞。2003 年から 2016 年、県美展連続入選。カフェ
等で個展。

米沢市
1943

工芸

佐藤　興平

サンタマリア号 (1/45 スケール )・ 75.0 65.0 35.0× ×
ヴィクトリー号 (1/90 スケール )・ 110.0 77.0 32.0× ×

2010 年 4 月から、趣味で独学により帆船模型の制作を
行っている。プラモデルとは異なり部品も自身で作る。
設計図を読み解くことから始め、板や棒を設計図どおり
カットすることでスタートとなる。

米沢市
1958

工芸

佐藤　静子

複葉折本豆屏風 -KENZI-・ 65.0 25.0 35.0× ×
種の物語 - チューリップー・ 45.0 40.0 40.0× ×

野辺送り・ 75.0 45.0 25.0× ×

イラスト・デザイン・ペーパークラフト・製本・カルト
ナージュ・和紙人形 ( 丹野恵美子氏に師事 ) 等多種制作。
近年は未染和紙での立体造形が主。言葉とあわせ物語を
表現するのが本領。入選・入賞：山形県美展工芸部門・
二本松和紙アートコンクール・他。

高畠町
1974

平面

佐藤　純子

Sun Flower・ 20.0 20.0×
横顔・ 20.0 20.0×

Moon Flower・ 20.0 20.0×

山形県立米沢東高等学校卒業。東京デザイナー学院ス
ペースデザイン科環境デザイン科卒業。2013 年 5 月 NH
Ｋ山形切り絵講座にて切り絵を始める。出展歴：2013 年
8 月山寺、2015 年 2 月仙台市泉区、2015 年 11 月銀座、
2016 年ベラドンナ ･ アート展。

米沢市
1950

絵画

佐藤　富士雄

クールに…趙雲子龍・ 61.0 68.0×
ホットに…アラブの王様・ 63.0 70.0×

深く…見つめる少女・ 63.0 70.0×

油絵サークル研美会代表。米沢芸文協展示部門委員。

米沢市
1944

工芸

佐藤　玲子

奥山の春・ 56.0 47.0 5.0× ×
さくら・ 55.0 70.0 5.0× ×

2007 年 7 月から鷹山大学「押花講座」を受講後、万世
押花愛好会に入会し梅津廣子氏に師事。これまで地区文
化祭、総合工芸展、まちなかギャラリーに出品。2016 年
10 月「ふしぎな花倶楽部」インストラクターとなる。

米沢市
1980

その他

菅原　百合

ワンピース～色留袖から～・ 約 50 130~160 約 40× ×
クラッチバック～袋帯から～・

和ドレス～袋帯から～・ 約 50 130~160 約 40× ×

趣味で始めたダンスを機に、独学で洋裁をはじめ、服、
ドレス、小物等の制作をしています。帯や着物などのリ
メイクも取り入れています。

南陽市
1979

工芸

鈴木　公人

ラクガキつぼ・
リバーシブルな器・

南陽市在住。ぷろぺら商店として、陶器・雑貨・ワーク
ショップなどをしています。

南陽市
1986

彫刻／立体

鈴木　登希雄

タイトルなし・ 35.0 30.0 10.0× ×
タイトルなし・ 20.0 40.0 10.0× ×

ベガの像・ 30.0 40.0 10.0× ×

金属造形作家。様々な金属に接し、学んでいます。現在
帰郷中。

米沢市
1944

写真

鈴木　宏

ダイヤモンド･リヴァー（平成28年10月20日昼 ﾌｨﾙﾑｶﾒﾗ使用）・ 64.0 53.0×
初競演（平成 28 年 11 月 10 日 ﾌｨﾙﾑｶﾒﾗ使用）・ 64.0 53.0×

三春の滝桜（平成 14 年頃 ﾌｨﾙﾑｶﾒﾗ使用）・ 64.0 53.0×

20 代の頃米沢在住の日本画家滑川聖二先生（故人）の手
ほどきを受ける。米沢市で行われた第 15 回鷹山大学の
写真教室を受講したのち写真撮影を始める。山形県写真
展において多数入選。

長井市
1962

工芸／立体

孫田　勝弘

工作文化・ 8.0 8.0 8.0× ×
酉年・ 14.0 10.0 3.0× ×

発想、確認、均衡・ 42.0 30.0 42.0× ×

2015 年 2 月に 1 枚の紙から文字を作る方法を考案し、英
字や数字等の設計図を作成。2015 年 7 月、実用折紙とし
て本を出版。2016 年 10 月、SAY の “やまがたチョイス”
でも紹介されました。
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静岡県伊東市
1953

彫刻
インスタレーション

髙橋　朗

シリーズ " 生きもの語り "2017・ 400.0 270.0 350.0× ×

個展：南陽市えくぼプラザ、浜田広介記念館、大沼デパー
ト山形店。設置事例：( 南陽市 ) えくぼプラザ、赤湯幼稚園、
宮内認定こども園、つばめ幼稚園、吉野森林交流センター、
吉野石膏の森、JX 日鉱里山龍樹の森、宮内中学統合記念碑、
赤湯中学統合記念碑。( 長井 ) 長井駅西親水公園、長井高
校 48 年卒記念碑。( 高畠町 ) 浜田広介記念館、他。

米沢市
1943

絵画

髙橋　丈夫

朝日のあたる家・ 91.0 79.0 5.0× ×
窓・ 56.0 65.0 7.0× ×

ネコとおばあさん・ 108.0 90.0 7.0× ×

定年退職後、趣味の一つにでもと、誰に師事することも
なく、全くの自己流で油絵を描き始めました。基礎・基
本ができてないだけに上達せず、描き終えた自分の作品
の完成度の低さにあ然としています。雪の美展・緑光会
展・えくぼ絵画展 ( 南陽市 ) で奨励賞、県美展入選 8 回。

米沢市

書道

髙橋　如水

山頭火の句・ 15.0 20.0×
夕焼・ 34.0 34.0×

毎日書道展審査会員。白峰社副理事長。県書道連盟理事。
米沢市総合書道会会長。煌遊会理事長。志遊会代表。

米沢市
1950

絵画

髙山　ゆり子

一緒に散歩したね・ 52.0 40.0×
なごやかな時・ 40.0 52.0×

愛犬けんたが居た場所・ 95.0 77.0×

あいべに来るようになり絵を描きたいと話をしたら大竹
勝美さんと石川澄子さんに出逢い教えていただき二年た
ちました。感謝しております。楽しいです。

高畠町
1944

絵画

竹田　正一

花鶏頭・ 60.6 72.7×
月光の飯豊山・ 72.7 60.6×

大樹・ 72.7 91.0×

高畠町北虹会員、宮内絵画会員、原田絵画教室会員。

埼玉県川越市
1989

絵画

タドリ

milk・ 22.0 27.3 1.8× ×
black・ 22.0 27.3 1.8× ×

sugar・ 22.0 27.3 1.8× ×

南陽市出身イラストレーター。2011 年より活動中。オリ
ジナルキャラクター美脚うさぎを中心にイラストを制作
している。

米沢市
1984

絵画／立体

DECOZUKA

魔女の鏡　＃ 1・ 22.0 40.0 5.0× ×
デコヨリ日和・ 45.0 45.0 10.0× ×

デ・コケコッコー・ 23.0 30.0 5.0× ×

2007 年東北芸術工科大学卒業。'09 年京都造形芸術大学大学院修了。【個
展】'15 年 DECOZUKA コレクション !( 寒河江市美術館 )、DECO 図鑑 !
展 ( 小国町旧小玉川小学校 studio こぐま )。【コンクール・グループ等】
'06 年トーキョーワンダーウォール '06 公募 ( 東京 )、'08 年第 7 回全国
公募西脇市サムホール大賞展 ( 兵庫 )、'12 年第 2 回リサイクルアート
最優秀賞受賞 ( 米沢市 )。その他、多数グループ展等参加。

南陽市
1987

立体

手塚　真世

ひつじのヤーンホルダー・ 35.0 30.0 20.0× ×

南陽市出身。10 年以上前から似顔絵屋として活動してい
ます。8 年前に陶芸をはじめ、5 年前に「ぷろぺら商店」
の名前で独立しました。県内を中心に活動しています。

白鷹町
1987

絵画

照井　博恵

父の夢・ 42.0 30.0×

1987 年、白鷹町生まれ。2010 年頃から作家活動を始める。
人の暮らしや自然をテーマにしたイラストや絵本を制作
しています。

米沢市
1949

絵画

戸田　令子

謎のヴェール「イスラム」・ 24.3 33.4 4.5× ×
百合・ 17.9 13.7 4.5× ×

アリスの「好奇心」・ 130.3 97.0 6.5× ×

2012 年 10 月より鷹山大学絵画教室において泉谷先生に
より指導以来 4 年余の経歴。2014 年県美展に初出品以来
3 年連続入選。2015 年米沢水彩画展にて奨励賞。2016 年
同じく水彩画展にて奨励賞。緑光会展にて近野教育振興
会賞受賞。

南陽市
1966

イラストレーション

トリプルロケッツ

Play tag!・ 45.0 30.0 1.5× ×
待ち人来たる・ 45.0 30.0 1.5× ×

Likeness  Since2007 ～ 2017・ 78.0 57.0 1.5× ×

1966 年 7 月生まれ。南陽市在住。各地イベント・個別注
文等で似顔絵作成、出版物用イラスト制作等を手掛けて
おります。

米沢市
1957

工芸／平面

中村　しげ子

甦布Ⅱ・ 150.0 140.0×
甦布Ⅰ・ 150.0 125.0×

数年間、米織に従事し、その後自宅にて制作を始める。
米沢で数回の展示会に参加。現在は、裂織を中心に小物
なども製作中です。

米沢市
1954

絵画

新野　裕美

託サレタモノ -botai-・ 204.0 172.0 5.0× ×
託サレタモノ -harakara-・ 172.0 204.0 5.0× ×

存在シタモノ -botai-・ 204.0 172.0 5.0× ×

国画展入選。日本版画協会展入選。県美展入選。西会津
国際芸術村公募展入賞。ケニヤ画廊新人展入賞。緑光会
展入賞。

米沢市
1959

絵画

橋爪　彰

紫陽花寺・ 116.7 91.0×
水に遊ぶ・ 144.5 112.0×

9 歳の時、目を傘で突かれ視力が下がり、55 歳に手術を
して、人並みの視力を取り戻すまでは活躍はありません。
55 歳以降、喜多方展、会津展に連続入選、入賞。

白鷹町
1935

絵画

橋本　滿弘

老いる・ 96.5 121.0 6.5× ×
休日の釣り堀・ 121.0 115.0 6.5× ×

貯水槽の林檎・ 121.0 86.0 6.5× ×

1935 年白鷹町生まれ。65 年県美展初入選。99 年現代洋
画精鋭選抜展佳作賞。03 年国民文化祭実行委員会会長賞。
04 年一水会展初入選、新人賞他 3 回受賞。08 年日展初
入選。13 年損保ジャパン美術賞。16 年全国絵画公募展
IZUBI 佳作賞。現在：県美展委嘱、一水会会員。

山形市
1986

絵画

原田　聖

知る由もない・ 87.0 180.0×

1986 年北海道生まれ。現在、山形市を中心に活動中。女
性をモチーフに制作しています。

高畠町
1935

彫刻

引地　兼二

宇宙の風・ 55.0 40.0 26.0× ×
風の記憶・ 62.0 75.0 22.0× ×

県美展無監査。

長井市
1940

絵画

平吹　信彦

あしがたシリーズ 2016.1・ 130.0 96.0×

県美展 25 回入選 ( 現在無監査 )　
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米沢市
1957

絵画

平山　弥一郎

保呂羽堂餅つきー搗唄・ 89.0 107.0 7.0× ×
保呂羽堂餅つきー揚唄・ 89.0 107.0 7.0× ×

保呂羽堂餅つきー練唄・ 89.0 107.0 7.0× ×

1957 年：米沢に生まれる。1993 年：人物デッサンを始める。
2008 年：第 1 回個展。2012 年：第 2 回個展。2016 年：
第 3 回個展。日美展、優秀賞受賞 etc。

奈良県奈良市
1982

絵画

福崎　翼

ちちんぷいぷい・ 165.0 165.0 5.0× ×
Dr.SLUMP・ 84.0 59.3 5.0× ×

THE FOUNTAIN OF MACOND( マコンドの泉 )・ 100.0 100.0 5.0× ×

米沢市出身。筑波大学大学院芸術研究科美術専攻修了。
2015 年「ヨシダ ･ スクール」よねざわ市民ギャラリー。
2013 年 第 2 回宮本三郎記念デッサン大賞展 大賞。（小松市）
2004 年「酔いどれ天国」よねざわ市民ギャラリー。

米沢市
1936

写真

船山　一廣

夜明け・ 65.0 53.0×
渓谷の秋・ 65.0 53.0×

湖畔の桜・ 65.0 53.0×

二科会写真部展入選 1 回。山形県写真展入選 4 回。二科
会山形支部支部員。フォト集団花の会会員。米沢ハッセ
ルブラットクラブ員。

米沢市
1954

絵画

古河　重吉

白川緑映・ 60.0 50.0 5.0× ×
磐梯色づく頃・ 71.0 63.0 5.0× ×

定年退職後、パステル・油絵を始める。2016 年県美展入
選・南陽市えくぼ絵画展入賞。現在、緑光会、絵夢会員。

米沢市
1951

絵画

細谷　信義

山に向ひてⅡ・ 72.7 50.0×
山に向ひてⅢ・ 72.7 50.0×

山に向ひてⅠ・ 72.7 50.0×

グループ展 (「いろっこ」後に「白亜」)、米沢アンデ
パンダン展、山形県美展、河北美術展などで作品発表。
山形県美展で 1996 年奨励賞。1997 年最高賞の県展賞。
2002 年・2005 年にも受賞。2006 年から県美展無監査。
1997 年芸文協奨励賞。2011 年から米沢美術家会議会長。

米沢市
1953

絵画

松本　久男

晩秋の蓮池・ 90.0 80.0×

山形県美術連盟会員。デッサンの会「絵夢」会員。山形
県美展入選 (7 回 )。南陽えくぼ展奨励賞 2 回。

米沢市
1948

写真

松本　正光

ポートレイトⅡ・ 59.7 84.5×
ポートレイトⅢ・ 84.5 59.7×

ポートレイトⅠ・ 59.7 84.5×

1948 年米沢生まれ。1985 年よりプロの写真家として活動。

米沢市
1977

イラスト

mizutama

お絵かきコースター・ 200.0 200.0×

消しゴムはんこ作家、イラストレーター。米沢出身。

茨城県常陸大宮市
1973

立体

水野　宗

女子武者 ( おなごむしゃ )・ 15.0 35.0 15.0× ×
風の又三郎・ 12.0 30.0 15.0× ×

米沢出身。現在は茨城県で作陶。武者人形や子供、犬や
猫などをモチーフに陶人形を楽しみながら作っている。

米沢市
1969

絵画／立体

MEGUMI

紅葉の屏風・ 50.0 26.0 12.0× ×
カボチャ・ 20.0 10.0 20.0× ×

満開の桜の大木・ 34.0 27.5 12.0× ×

臨床美術士 3 級 (2012 年～ )。活動 = 地域活動 ( グループ
ホームなどで活動しています )。

南陽市
1941

絵画

山口　富士男

新緑の三重塔・ 112.0 94.0 7.0× ×
夕暮れの古峯堤 < 通称：コバハラツツミ >・ 112.0 94.0 7.0× ×

工場現場の一隅・ 112.0 94.0 7.0× ×

※入選・受賞歴：日本水彩展入選、米沢水彩画会賞、緑
光会賞、内藤秀因水彩画公募展記念大賞、えくぼ絵画展
奨励賞。

米沢市
1951

絵画

吉田　久

ニンニク・ 33.5 26.7×
座す人・ 48.5 39.5×

2017 年の詩・ 88.5 76.5×

米沢市生まれ。高校時代より本格的に油絵・デッサンを
始める。1977 年米沢美術家会議結成に参加し米沢アンデ
パンダン展にとりくむ。主に人物・群像画を制作し、個
展中心に発表。

小国町
1992

絵画

吉田　真理

キジたち・ 115.0 90.3×
冬の飯豊山・ 115.0 90.3×

見つめる・ 165.2 77.0×

埼玉県生まれ。2015 年東北芸術工科大学洋画コース卒業。
現在小国町 studio こぐまで活動中。山や動植物など目に
映るすべてのものをモチーフに、アクリル絵の具やクレ
ヨン、鉛筆等様々な画材を使って、ずっと眺めていたく
なるようなドローイング作品をつくる。

南陽市
1986

立体

late flower
（小川麻美）

遅咲きの花・ 6.0 12.5 5.0× ×
再生・ 25.0 30.0 3.5× ×

花の日・ 35.0 30.0 3.8× ×

高畠町生まれ、南陽市在住。服飾の専門学校を卒業後ア
クセサリー作家「late flower」として活動。主な出展歴　
南陽てづくり市、長井御殿市、七日町クラフト天国、ク
ラフトナイト、杜の都のアート展など。

長井市
1957

工芸

和久井　修

葆光彩磁暈繝文輪花大鉢・ 44.0 9.0 44.0× ×

青白磁櫻花文四方瓶
（せいはくじおうかもんしほうへい）

（ほこうさいじうんげんもんりんかおおばち）

・ 20.0 41.0 20.0× ×

（公社）日本工芸会正会員。やまがた工芸の会会長。成
島焼和久井窯代表。

白鷹町
1975

絵画

渡辺　久美

夕秋・ 94.0 75.0 3.0× ×
花菖蒲・ 63.0 75.0×

古木の春・ 75.0 63.0 3.0× ×

1993 年 山形県立荒砥高等学校卒業。1999 年東北芸術工
科大学日本画コース大学院卒業。子どものアトリエ教室
勤務 ( 東京 )。2011 年白鷹町に戻り活動中。あゆーむアー
トキッズ団講師　日本画家

高畠町
1990

絵画

渡部　貴士

郷愁 ～高畠駅～・ 42.7 54.8 1.0× ×

1990 年生まれ、高畠町在住。仕事のかたわら、趣味で作
品を制作。画材はデジタルイラストが中心。ノスタルジッ
クな雰囲気の作風を好む。

米沢市
1968

工芸

ローズウィンドウ
「MÖte art」
（髙橋修子）

バラの花園・ 30.0 30.0 10.0× ×
聖ヤコブ大聖堂の薔薇窓

※図案 中山真季　制作 髙橋修子
・ 30.0 30.0 10.0× ×

螺鈿細工のジュエリー BOX・ 30.0 30.0 10.0× ×

日本で第一人者である日本ローズウィンドウ協会代表理
事中山真季先生より師事。東京セミナーを受講し、東北で
唯一認定講師となる。現在、教室・講座・イベント等を開催。
一般社団法人日本ローズウィンドウ協会認定講師。
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山形市
1978

立体

渡邉　渡

お福・ 25.0 20.0 15.0× ×

1997 山形デザイン専門学校卒。2009 から上山、山形、
米沢等で個展、グループ展に参加。上山市生まれ。

米沢市
1954

書道

我彦　芳柳

春よこい・ 19.0 60.0×

故太田清柳先生に師事。書道団体、白峰社運営理事。毎
日書道展会員。山形県書道連盟理事。

展示案内

Exhibition 
Information

■ 絵画／平面／デザイン

■書／写真　■特別企画 コラボ 80's

■工芸／立体／彫刻／プロダクト／インスタレーション
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2017 .3 .18  ㊏ - 2 6  ㊐ 1 0 :00 -18 :00 ／会期中無休

ナセＢＡ／よねざわ市民ギャラリー全フロア／入場無料／購入可能

販売／展示作品を購入することができます。つくる、観る、買う、飾る、アートの様々な面をお楽しみください
　　　会期中、ギャラリーショップもオープンします

大賞／来場者の投票により大賞を選出。受賞者は、よねざわ市民ギャラリーで個展を開催することができます

特別企画 コラボ 80's ／ 1980 年代生まれの作家と、80 歳台の作家のコラボレーション展示

主催／置賜文化フォーラム・米沢市芸術文化協会・よねざわ市民ギャラリー

主管／ ARTS MEET OKITAMA 2017 プロジェクト

お問合せ／〒 992-0045　山形県米沢市中央 1-10-6  よねざわ市民ギャラリー（受付時間 9：00 ～ 20：00）

電話／ 0238-22-6400　FAX ／ 0238-26-0036　E-mail ／ naseba@library.yonezawa.yamagata.jp

ARTS MEET OKITAMA 2017 の情報は
Facebook（QR コード）、Twitter、instagram でもご覧ください

ご感想、ご意見などハッシュタグ #ARTSMEET2017  
を付けて、ぜひご投稿ください。シャアさせて頂く場合があります

OKITAMA のアートを問う

ARTS MEET OKITAMA2017 プロジェクトリーダー　佐藤 嘉一

（置賜文化フォーラム会長）

　置賜３市５町。総面積約２５００㎢、合わせて約２１万余の人た

ちが住んでいます。しかしながら、置賜に住んで OKITAMA を意識す

ることはあまりないように思います。置賜に住む人たちは OKITAMA

にどのような思いを巡らし暮らしているのでしょうか。住む市や町

は違っても２１万余の人たちに共通し大きくひと括りにできること

は、置賜を囲い込む変わらぬ自然であり、経て来た歴史であり、培わ

れてきた風土・文化です。今回のプロジェクトはこうした共通性を

「OKITAMA」としてとらえ、置賜文化フォーラム（３市５町の芸術文

ARTS MEET OKITAMA 2017 について

　この展覧会は、アートを通し、世代・性別・地域といったものを考

えていただくことを目的に開催します。このため、置賜地域で活動す

る作家や作家を志す人、また置賜で生まれ県外や他の地域で活躍する

人からも広く作品を募集し、幅広い世代とジャンルが集いました。世

代間の交流の場や、生涯学習としての芸術、商業としての芸術など異

なる文化芸術活動への理解の場となれば幸いです。

　特徴として、作品は鑑賞するだけではなく、購入することもできま

す。展覧会を通して、つくる、観る、買う、飾る、といったアートの

さまざまな面をお楽しみ頂けるのではないでしょうか。

　また、来場者の投票により大賞を選出します。大賞受賞者は、よね

ざわ市民ギャラリーで個展を開催することができます。

　「わたしたちのアート、地域、未来は、わたしたちの作品にかかっ

ています。」とは、つくる人だけではなく、作品を観る人、買う人、

飾る人、楽しむ人である「わたしたち」のことです。作品を観る、買

う、飾る、楽しむといった行為は、それだけで、アート、文化を育む

ことです。なぜなら、それは選ぶからです。わたしたちの何げない一

つひとつが未来の置賜をつくります。

ARTS

MEET

OKITAMA

2017

化協会、文化行政担当及び置賜総合支庁で組織）、米沢市芸術文化協会、

よねざわ市民ギャラリーの 3 者が協力して展覧会を企画・運営するも

のです。

　私たちは置賜に生き、置賜を気骨とした作家、そして置賜と縁ある

域外の作家に呼び掛け、OKITAMA のアートの “ 今 ” を問います。多彩

なアートが出会います。置賜の風土性に根ざした、またそれを踏まえ

それを超えた作家たちの精神や魂の多彩な色合いが響き合い、表現す

る側もそれを見、味わう側もきっと薫り高い美の空間のただなかに在

ることの喜びにひたることができるでしょう。

　この展覧会が、作家たちの精進と作品を楽しみ、味わう人たちの共

感が広がる一助となることを期待し、回を重ねていきたいと思ってい

ます。


