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クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」
（JR 九州）
十四代酒井田柿右衛門作の洗面鉢

校友会支部活動「第
11

回九州地区多摩美術大学校友会展」

青木龍山／森正洋／
酒井田柿右衛門

十四代

多 摩 美 が 生 ん だ佐 賀 の 三 陶 人 展

特別企画

大分県立美術館（坂茂建築設計）

多摩美校友会主催による「第11回九

森正洋氏の言葉に「日常の生活で使

州地区校友会展」
（福岡支部、大分支

う器を考え、形を創り工場で生産する

部、 佐 賀支部）の3支部の合同による

ことにより、多くの人々とともに共有し

展覧会と「佐賀の三陶人展」が大分県

生活することに、デザインの喜びを感

る合同の「第11回九州地区校友会展」

立美術館にて同時開催され好評を博し

じる」とあります。
「 佐 賀の三陶人」は、

は連綿と息づく多摩美の DNA が文化

ました。

戦前から戦 後、日本の高度経済成長

となって広がっていることを改めて実感

大分県立美術館は2015年 4月に開館

期にかけて「もの」が不足していた時代

できた展覧会となりました。展覧会自

し、 世界 的に知られる建 築 家、 坂 茂

から「ものの豊かさ」へと変化した時代

体は日本画、油画、彫刻、インスタレー

氏による設計で、外観は竹工芸をイメー

を生きています。彼らの作品は、日本

ション、写真、テキスタイル、セラミッ

ジさせ、伝 統と現代がうまく響き合う

の伝統工芸や工業デザインとともに発

ク等による多様な世界観を私たちに示

美術館です。
「佐賀の三陶人展」もまた、

展してきた時代を私たちに語ってくれま

唆し、地域で活躍する多くの校友会会

天目技法の有田焼陶芸家で文化勲章

す。 青木龍山氏と十四代酒井田柿 右

員の励みにもなっています。本展は九

受章者の青木龍山氏、醤 油さし等で

衛門氏は日本画を学び、森正洋氏は工

州地区からだけでなく福岡出身で東京

知られる陶磁器デザイナーの森正洋氏、

芸図案科を卒業し、 1961年には第1回

在住の磯邉美香氏（ 09 院デ ）をはじ

そして人間国宝として知られる重要無

グッドデザイン賞を受賞。 1987年にポ

め、他県からも展示に参加しています。

形文化 財「 色 絵 磁器」の十四代 酒井

ンピドゥー・センターでの「日本の前衛

校友会はこうした支部の取り組みを以

田柿 右衛門氏の作品が一堂に会した、

芸術」展でも紹介されています。柿右衛

前より発展的に捉えて支援をしてきまし

伝統と現代の交差する大分県立美術館

門釜の歴史は古く、驚くことに1647年

たが、本展は1つの結実した成果として

に相応しい展覧会となりました。

から引き継がれていると十五代酒井田

の展覧会となったのではないでしょうか。

《染錦「激浪」》佐賀県立九州陶磁文化館蔵

てくれました。
また、 九州地区の校 友会 44 名によ

《濁手 蓼文 鉢》 1992 年

青木龍山●あおき りゅうざん：

森 正 洋 ● もり まさひろ：1927

十四代酒井田柿右衛門●じゅう

1926年 生 まれ。1951年 多 摩 造

年 生まれ。1952年多摩 造 形 芸

よんだい さかいだ かきえもん：

形芸術専門学校（多摩美術大学

術専門学校（多摩美術大学の前

1934年 生まれ。1958年多 摩 美

の前身）日本画科卒業。日本現

身）工芸図案科卒業。白山陶器

術 大学絵画 科日本画専 攻卒業。

代 工 芸 展、 日展 等入 選 をかさ

に勤務。第1回グッドデザイン賞

日本伝統工芸展入選（以後連続

ね、1971年日 展 特 選 受 賞。 日

受賞、通産省グッドデザイン選

入選）。1982年十四代柿右衛門

展 の常 務 理 事 等を 務 める。日

定111点。デザインコミッティー

襲 名。日本工芸会 奨 励賞 受 賞。

本芸 術 院会員。佐 賀 大学 客員

委員。第1回国井喜太郎産業工

日本伝 統 工芸 展 監 査 委 員。そ

教 授。1999年文化 功労者表彰。

芸賞、毎日産業デザイン賞、勝

の他日本各地、世界の各地で個

2005年文化勲章受章。2008年

見勝賞を受賞。2005年死去。

展多 数。重 要 無 形文化 財保 持

死去。叙従三位。
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《平茶碗》 1992 年 白山陶器

柿右衛門氏（ 91 日本画中退）が語っ

者認定。2013年死去。叙従五位。
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恒例のホームカミングデーが「第23
回定期総会」
「スペシャルトークイベ
ント」
「ガーデン同窓会」の3部構成に
よって八王子キャンパスのレクチャー
ホールにて開催されました。
本年度で4回目を迎えた「スペシャ
ルトークイベント」では、
「多摩美とも
の派」と題し、
「1968 年、多摩美に何
が起きたのか？」をサブタイトルに多摩
美学長の建畠晢氏、アーティストの関
根 伸夫 氏、 美 術 評 論 家の秋 丸 知貴
氏、そして司会の校友会副会長上田
雄三氏が白熱したトークを展開しまし
た。関根氏は体調不良のため来日が

ホームカミングデー 2017

叶わず、急遽ロサンゼルスからインター
ネット回線によってトークに参加されま
した。
「もの派」は日本の戦後の美術

2017年6月11日 ( 日 )、八王子キャンパスに於いて開催

史にとって重要な動向で、
《位相 ‐ 大
地》は1968年「第1回野外彫刻展」
（須

スペシャルトークイベント

磨離宮公園）に関根氏が出品した作品

「多摩美ともの派」

です。地面に直径 2.2m 深さ2.7m の

第23回定期総会

ガーデン同窓会

穴を掘り、その横に掘り出した同サイ

建畠晢＋関 根 伸 夫＋秋 丸 知 貴

ズの土塊の円柱を設置するという位相
幾何学的な空間認識に基づいたこの
実 験的な作品は、それまでの日本の
美術史にはなかった東洋の老荘思想
や哲学を結びつけたことで国際的な
評 価を得ました。関根氏本人による

《位相 ‐ 大地》
Phase ̶Mother_Earth 1968
撮影：村井修

建畠 晢（たてはた あきら）写真左
1947 年生まれ。1972 年早稲田大学文学部仏文学科卒業。詩人、美術評論家。
国立国際美術館長などを経て、2015 年より多摩美術大学学長。
詩集に『死語のレッスン』など。

作品解説など貴重なトークに、学内外
からの多くの来場者が耳を傾けました。
「第23回定期総会」では、昨年度の

関根 伸夫（せきね のぶお）写真中央
1942 年生まれ。1968 年多摩美術大学大学院油画研究科修了。美術家。
1968 年「第 1 回野外彫刻展」で《位相 - 大地》を発表。
1973 年環境美術研究所を設立。

校友会事業を報告し、今年度の事業

秋丸 知貴（あきまる ともき）写真右
1975 年生まれ。1997 年多摩美術大学芸術学科卒業。
2012 年京都造形芸術大学大学院芸術研究科より博士号授与。

認をいただきました。詳しくは本誌14

美学者、美術評論家。滋賀医科大学、上智大学非常勤教師。

計画等について正会員の皆さまに承

ページの議事録をご覧ください。
「ガーデン同窓会」には、藤谷理事
長、建畠学長もご出席くださいました。
天候にも恵まれ、約120 名の幅広い年
代の卒業生が集まり、軽食を囲みな
がら語らいに花を咲かせました。
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左から秋丸氏、関根氏、上田氏、建畠氏
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【支部長 星野健藏（ '67 油画）】
●第10回新潟多摩美展 出展者

し不安を抱えながらも制作をする若手、人

◎藤巻秀正◎池山阿有◎鳥山晃雄◎星野健藏◎

生の節目にぶつかり制作に悩む世代、それ

小柳幹夫◎渡邉久意◎兵庫哲郎◎山田祐二◎大
黒ゆう子◎田村敏宏◎松川滋子◎笠原琢麻◎松
本泰典◎鈴木千歳◎星野宏喜

場になれたらと考えます。
髙宮洋子（'86 院彫）】

● Birthplace Art 2017-Tama Art University
in Kanagawa 出展者
◎青戸英子◎飯田千晶◎飯田浩丈◎石橋美由紀

部があり、それぞれ独自の活動を通し

◎伊藤昭仁◎稲垣博◎井上洋介◎宇治晶◎宇野

て会員相互の親睦を深めながら、芸術

大阪支部
9月23日（土祝）に奈良・大阪支部 交流
会・見学会「【第1部】キトラ古墳見学・他【第

2部】奈良古美術セミナーハウスにて交流会
（泊）」を催しました。若い方からの要望も
あり今回実現する運びとなりました。交流の
場をどの様に提供できるかが支部の役割と
思います。
【支部長 名取久子（'65 図平）】

務◎大岩新子◎小渕俊夫◎河東桃枝◎君塚裕美

多摩美信濃会（長野支部）では、会員の

佐賀両支部に多大なご負担をおかけしてい
ます。この素晴らしい企画展に多くの鑑賞
者が来館するよう努力する所存です。
【支部長

合田習一（'63 彫刻）】

●第11回九州地区校友会展

出展者

◎藤丸國彦◎松尾武彦◎花村智二◎岩崎治良◎
髙木岑生◎車香澄◎合田習一◎杉本弘子◎廣末
勝己◎新名隆男◎柳井洌◎中野紀三朗◎柴田泰
雲◎守屋任人◎出田紘子◎井島守◎大庭香代子
◎山﨑芳行◎檜垣檀◎陶山昌生◎森洋一◎小川

【支部長 越光桂子（'81 油画）】
● NY支部展「Home Away From Home ⅩⅢ」出展者
◎ Aaron Lee ◎ Aiko Kurebayashi
◎ Akiko Matsuo ◎ Chie Ogura
◎ Eiji Matsukubo ◎ Hyangsook Park
◎ Keico Watanabe ◎ Keiko Koshimitsu
◎ Kunio Suzuki ◎ Kyung Han Kim
◎ Mi Jung Kim ◎ Miki Nagano
◎ Rokhyun Beak ◎ Sakura Nagamine
◎ Seungjin Lee ◎ Hitoshi Nakazato
◎ Tama Kubota ◎ Tomoko Hayakawa
◎ Toshiko ◎ Yoshie Abe
◎ Yukie Yasui ◎ Yuko Ueda ◎ Toki Ozaki

生◎長尾浩介◎税田和利◎小笠原博◎山下智樹

レイ◎道源綾香◎中島勉◎延岡毅一◎平田由布

長 野支 部

めて実質的に主催に加わりましたが、福岡、

幸一◎窪田和則◎中川ちえみ◎井上裕◎中川龍

◎志佐美登里◎渋谷淳一郎◎タケイチユリ◎竹内

文化の発展に寄与しています。
務局までお気軽にご連絡ください。

ぞれの立場の人々がお互いに刺激しあえる
【事務局

校友会には国内・海外あわせて25の支

支部活動にご興味のある方は校友会事

きた諸先輩と、大学という保護下から卒業

◎三枝孝司◎川野千寿◎田代耕一◎酒井田柿右

◎山村助成◎田中美智子◎依藤奈奈◎大嶋仁美

衛門◎八坂圭◎南聡◎園田ゆかり◎本田宗一郎

◎明定由香里◎杉戸裕隆◎高梨麻世◎大橋一仁

◎磯邉美香◎吉原永昴◎井上公之◎今村堅一

◎海老塚耕一◎髙宮洋子

市川宗（'78 油画）、千坂経 悦（ '74 油画）
両 君の活 動を後 援してきました。 会 全 体

北海道支部
夏のビール会（今年度は都合により中止）、

の活動としては、停滞から脱すべく展覧会
す。ついては、事務局・県内4 地区代表者

年末の忘年会、 1月の版画科 OB 展との交

との会を開きたいと考えております。平成10

流会を行っています。昨年は多摩美国際版

年以降の卒業生の方、多摩美信濃会事務局

画展等にも参加しました。会員の高齢化な

（〒381-1231長野市松代町松代 601）へご

どもあり、若い会員の方の参加がしにくいの

連絡頂ければ幸いです。

かと苦慮しています。もっと人的な交流があ

【事務局 松川幸寛（ '75 院油）】

り、仕事等にも貢献でき、作家活動にも応
援できる支部で在りたいと考えています。
【支部長 杉山宗英（ '69 ID）】

長）が大活躍をされました。

千葉支部
6月13日（火）より千葉県立美術館におい
て、第20 回千葉多摩美会展を開催しました。

今年の支部展は、より多くの市民の皆様

今年は41名の出品があり、また20 回記念賞

にもご覧いただきたく東北電力プラザギャ

として、会員の投票により選ばれた作品の

ラリーに申込みましたが、残念ながら抽選

作者には記念品が贈呈されました。千葉多

にもれ、また例年開催していた会場のサー

摩美会では 30 〜 80 歳代までの会員がおり、

プは来年3月まで使用できないとのこと。や
むをえず本年度の開催はお休みとし、来年

2018年、またお元気でお会いしましょう。

新会員を随時募集しております。お気軽に
お問い合わせください。
【支部長 深山護之助（ '67 ID）】

【支部長 大亀進（'57 図案）】

本 年度で創設 23年を迎えます。毎年①
総会②新潟多摩美展③懇親会を同時開催
しています。今年も6月17日（土）〜 25日（日）
に「第10 回新潟多摩美展」を新潟市美術館
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愛知支部

神 奈川支部

多摩 教 育の 会

待事業を行い、 15名に利用して頂きました。

7月1日 ( 土 ) にギャラリータマミジアムに

また、8月4日（金）には「桂林」にて9 名の参

8月3日 ( 木 ) 、4日（金）、多摩美術大学

て、支部総会並びに第12回多摩美愛知の

加により総会・懇親会を開催しました。今

八王子キャンパスにて、実技等研修講座を

会展のオープニング・パーティーを開催しま

回は若い方の参加もあり、年代を超えた交

実施しました。初日は新しい図画工作・美

した。また、同日より7月9日 ( 日 ) まで開催

流をすることができました。来年は展覧会

術の教育内容についての講演及びシンポジ

された第12 回多摩美愛知の会展では、首

を開催する予定です。

ウムを行い、 2日目は多摩美の先生方と4 講

【支部長 森長俊六（ '79 彫刻）】

の展示を同時開催する事となり、福岡支部・

ご参加ください。

大分支部との協同作業で進めました。

御囲章（ '99 院版）】

●第12回多摩美愛知の会展

6月5日（月）福岡支部スケッチ旅行に佐

出展者

合◎黄鉄鉱◎御囲章◎尾崎慎◎尾崎真実◎加藤

大 分支 部

鉦次◎河村豊◎久野喜義◎小宮山幸恵◎斎藤吾

大分支部も組織はありますがこの十数年

朗◎坂口晶子◎佐治直魅◎七里和子◎下山貴弘

は休眠状 態です。 20 年前から福岡支部を

◎杉本徹夫◎祖父江弘幸◎銅谷祐子◎楢原みき

座の実技研修を実施し、 100 名ほどの参加
がありました。8月には教員採用選考の面接
練習のお手伝いも行いました。教育に携わ
る皆さん、これから教育を目指す皆さんの
参加をお待ちしています。
【会長 中村一哉（'77 油画）】

賀支部より2 名参加。7月17日（ 月）福岡支

◎石川裕◎石川芳子◎一瀬憲章◎伊藤栄◎伊藤
裕◎稲垣敏彦◎稲垣真知子◎井上泰◎岩田小百

10月24日（火）〜 11月4日（土）に大分県
開催しました。特に今回は佐賀の三陶芸家

方の作品も広く募集しておりますので、是非
【支部長

佐賀支部
立美術 館にて第11回九州地区校友会展を

ました。愛知県在住に限らず、同県出身の

◎野田龍二◎平田節子◎松永知久◎水野本光◎

中心に多摩美術大学校友会九州地区校友

村田彩◎森武文◎森彬子◎安田敦夫◎山口温之

会展が隔年で開催され、一昨年、福岡市

◎山田良知◎渡辺達正

美術館で第10 回展が催されました。福岡支
部、佐賀支部が中心ですが、大分支部も福

新潟支部

で実施しました。現在「新潟支部会報紙第

県内の正会員に対して、ひろしま美術館
で行われた「ピーターラビット展」の無料招

出品3名を含む37名の会員が力作を出品し

7月31日（月）の第 41回全国高等学校総合
鈴木 琢也さん（ '83油画 / 宮城 県角田高校

広 島支 部

都圏や海外で活躍する卒業生も参加し、初

東北支部
文化祭にて、美術・工芸部門の会長として

宿泊組の５名は時を忘れて深夜まで語り明かしました。

（会員の集い）を呼びかけたいと思っていま

部 総 会に佐 賀 支 部より2 名参加。 8月11日
（金）佐賀支部総会、懇 親会（井島宅）に
福岡支部より5名参加しました。
【支部長 井島守（ '67 PD）】

ニューヨーク支 部
5月25日（ 木 ）に第2 回 理 事 会 を 開 催し、

《その他の支部》

岡の友人からの誘いなどで毎回数名が出品

今後の活動について協議しました。9月18

しています。

日（ 月） 〜 30日（ 土）には TENRI ギャラ

・京都支部・兵庫支部・和歌山支部
・滋賀支部・愛媛支部・福岡支部

ポンピドゥー・メスの設計を手がけた坂

リーにて NY 支部展「Home Away From

茂設計の国内初の美術館である大分県立美

Home ⅩⅢ」を開催しました。会員 23名が

術館（OPAM）が開館し、当館で第11回展

出 品、 内18 名 は NY、5 名 は 日 本 在 住 の

を開催する事が決まりました。加えて、多

卒業生です。また、新しい試みとして、在

4号」の発行を計画しています。和気藹々が

主に展覧会の開催です。一昨年より新規

摩美卒という共通点を持つ佐賀の三陶人展

ニューヨーク日本国総領事館にてサポート

自慢の新潟タマビ集団です。
（入会資料請

若手参入が増え、益々活気ある会となりまし

を同じ会場で開催することになり、県立美

メンバーを交えた支部展の開催実現に向け

求は0258-28-9807へ）

た。今後も更に、長い間制作活動を続けて

術館の共催も確定しました。大分支部も初

ても奮闘中です。

・群馬支部・栃木支部・静岡支部

・台湾支部・韓国支部

第17回ぐんたまオープンキャンパスバスツアー2017
（ 群馬支部 ）
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四美大親睦交歓会
第19回四美大校友会・同窓会親睦交歓会
日時：2017年3月16日（木）18:00 〜 20:30
会場：二子玉川「MARKT」

女子美術大学同窓会、東京造形大学校友会、武蔵
野美術大学校友会、多摩美術大学校友会は年に一度
親睦交歓会を開催しています。
19回目となった今回の親睦交歓会では、この四美大

最小使用サイズは
5mmです

校友会アイデンティティカラー
PANTONE 1655

C：0

M：63

Y：91

K：0

の同窓会組織の集まりを「四美大校友会同窓会連合」
とし、協力して「美術の日」プロジェクトを立ち上げるこ

校友会では毎年子どもたちにアー

とが確認されました。多摩美術大学の建畠晢学長によ

トやデザインを通して表現の楽しさ

る乾杯の後は、各会提供の映像やスライドショーが流

を提供するため、出張型授業「出前

れ、お互いの取り組みを知る良い機会になりました。

アート大学」を企画しています。
記念すべき50回目は、3日間にわ
たり神奈川県茅ヶ崎市にある緑が浜

四美大アラムナイ（四美大校友会同窓会連合）

小学校の5年生の子どもたちと「デ

ロゴデザイン募集

ザイナーの職業体験」の授業を行い
ました。
プロのデザイナーさんや現役学生

4つの大学それぞれの校友会同窓会活動とは別に、四校が連動した校友会同窓会として「四美大校友会同窓

といっしょにチームに分かれ、みん

会連合（愛称：四美大アラムナイ）」を発足致しました。この四美大アラムナイの様々な制作物、ホームページ、

なでできた内容を発表し合いました。

イベント等に使用するロゴデザインを公募します。四美大の新たな発展を願い、後世に残るデザインを、みなさ

子ど もたち はこの 授 業 を 通して、
ものをつくる楽しさはもちろんのこ

2016年度

と、他者の意見を受け入れることで

第50回出前アート大学
「海辺のデザイン事務所」

アイデアが広がることや、何回もアイ
デアを練り直してつくりだされるもの
づくりの世界に触れ、デザインの仕
事の役割の大きさや、魅力を感じて

2016年11月2日
（水）
・18日
（金）
・28日
（月）
神奈川県茅ヶ崎市
緑が浜小学校 5年生51名

くれたようです。

「出前アート大学」では今後も小学校へ授業をお届
けします。実施校の募集については校 友会の HP
（http://www.tamabi.ac.jp/alt/）等でお知らせし
ますので、是非チェックしてみてください。

んの手で実現してみませんか。多数の応募をお待ちしています。
● 応募資格
多摩美術大学校友会の会員ならびに多摩美術大学在校生
● 応募方法

2017年度

第51回出前アート大学
「見て、感じて、楽しい名前を
つけてみよう！」
【鑑賞】
2017年10月30日（月）
大分県別府市 別府中央小学校 5年生46名
会場：大分県立美術館

第52回出前アート大学
「タイトル / 未定」
【デザイン体験】
2018年2月〜 3月
神奈川県湯河原町
東台福浦小学校 6年生20名

A4用紙1枚に、以下の A. もしくは B. いずれかの形式で表現してください。
A.「四美大アラムナイ」の文字デザイン
B. オリジナルのシンボルマークと「四美大アラムナイ」
（文字）を組み合わせたデザイン
＊シンボルマークのみのデザインは不可
＊「四美大アラムナイ」はそのまま日本語で表記（英語表記等に変換しないでください）
コンセプト、趣旨等を表面に明記してください。
用紙裏面に必要事項を記入した「ロゴデザイン応募用紙」
（※校友会 HP からダウンロードできます）を貼付して
ください。
用紙表面には氏名等、応募者を特定する表記はしないでください。
＊電子媒体での応募は出来ません。ただし、採用の場合は、データでの提示を求めることがあります。
＊応募点数に制限はありません。ただし、A4用紙1枚につき1点とします。その際、それぞれに「応募用紙」を貼
付してください。
＊ロゴデザインの配色は自由ですが、モノクロで印刷されることも考慮してください。
＊応募作品は返却致しません。

今 年 度 は 授 業 を2 回 実 施しま す。
10月に 開 催 さ れ た 第51回 で は、 九
州地区の支部主催の「多摩美が生ん
だ 佐賀の三陶人展 青木龍山 森正洋
十四代酒井田柿右衛門」に合わせた

＊応募作品は、未発表のオリジナル作品で、著作権、商標等に抵触しないよう注意してください。
● 応募締切
2018年2月28日（水）多摩美術大学校友会事務局必着
● 提出・問合せ
多摩美術大学校友会事務局
詳しくは多摩美術大学校友会 HP をご覧ください。http://www.tamabi.ac.jp/alt/

特別企画として、展示会場で「鑑賞」
photo by bozzo
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の授業をおこないました。
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チャリティ展覧会 小 品展

グループ 活動 助成

多摩美術大学の卒業生が出品する、販売を目的としたチャリティ展覧会です。

卒業後も意欲的に芸術活動に励んでいる校友会員を応援するプログラムです。
グループ展などを企画している皆様、ぜひご利用ください。

収益の一部は「奨学金基金」と「アートの分野における東日本大震災
義援金寄付」へ充てられます。皆様のご来場をお待ちしております。

申請資格 : 多摩美術大学校友会会員が5名以上所属するグループ（代表は正会員に限る）
助成対象 : 広く社会に向けて「芸術文化の振興 ･ 発展」に寄与する 活動 ･ 企画

第20回チャリティ展覧会「多摩美術大学校友会小品展2017」
会期：2017年12月3日（日）〜 9日（土）
会場：文房堂ギャラリー（神田神保町）

チャレンジ賞2017

第20回「小品展2017」の出品者リスト（50音順）

若手クリエイターの発表活動を支援する「チャレンジ賞」は

青木志子（’08 日画）

栗本佳典（’87 院油）

名取加奈子（’17 院日）

来場者の投票結果をもとに選考されます。今年度応募者19

青栁絵美（’15 院版）

黒米真理子（’09 TD）

鍋島典子（’04 造形）

秋津屋（’85 GD）

小泉貴子（’95 院油）

野崎優里（’16 院版）

秋山佳奈子（’10 院版）

河野帆那（’14 版画）

登里萌（’16 TD）

浅野新二（’71 GD）

小澤睦美（’17 造デ）

乗松直子（’98 油画）

あないまみ（’16 院工）

小杉朋子（’77 PD）

長谷川彩織（’16 院油）

天野純治（’77 院油）

小林清志（’80 油画）

濵田路子（’12 院版）

粟田ちひろ（’14 院油）

小林大悟（’14 日画）

林朝子（’08 院版）

石井優子（’93 ID）

小林光男（’84 院デ）

林玲（’14 日画）

石倉豊（’62 油画）

小林由恵（’93 日画）

平澤みどり（’14 院版）

石橋佑一郎（’12 院版）

小宮山和真（’11 院油）

平田良雄（’62 図平）

石橋美由紀（’94 油画）

近藤晴夏（’15 日画）

平町公（’86 院油）

伊藤あかね（’02 院日）

齋藤麗（’05 院デ）

福田紀子（’92 油画）

伊藤あずさ（’00 院版）

坂口啓子（’77 院油）

淵脇真理子（’16 院版）

いわもとちぐさ（’16 TD）

坂巻裕一（’03 情報）

古川ゆめの（’15 院版）

宇治晶（’76 GD）

坂本一樹（’91 日画）

保坂洋平（’04 版画）

東京都の島嶼部で開催される現代美術展

氏江樹穂（’17 院油）

桜井貴（’05 院油）

細田恭子（’07 院版）

会期：2017年8月29日（火）〜 9月17日（日）

江川和世（’84 油画）

笹目舞（’17 院油）

bozzo (’91 GD)

会場：大島旧波浮小学校・新島住民センターほか（東京都）

江波戸陽子（’13 院油）

三瓶光夫（’99 版画）

ホリグチシンゴ（’16 日画）

圓田奈都美（’11 日画）

芝田美樹（’11 院工）

本澤夕佳（’04 油画）

助成額：1万円

遠藤小夜（’10 造形）

柴田容子（’83 映画）

本田明菜（’06 造形）

遠藤真純（’03 工芸）

島田北斗（’95 院油）

松井公士郎（’73 油画）

黄鉄鉱（’02 院版）

清水満久（’71 GD）

松尾彩加（’14 油画）

大石文（’04 彫刻）

JEONG HA RAM（’16 版画）

松野佳奈（’01 日画）

大隅敏男（’74 GD）

白井裕子（’10 院日）

まつばらあつし（’82 映画）

大橋玄（’01 油画）

杉本羽衣（’11 院油）

松原麻衣（’16 院日）

大室圭子（’07 GD）

洲崎永世（’12 造形）

松村淳（’11 工芸）

大矢雅章（’16 博士）

鈴木ケイ（’66 図平）

マツモトタマゴ（’04 GD）

小笠原博（’82 D）

鈴木珠美（’17 工芸）

丸勝美（’85 GD）

岡田育美（’14 院版）

須藤晋平（’17 院油）

丸山浩司（’77 油画）

岡田雅志（’14 造形）

Seiei Jack with Mar Marmar（’87 芸術）

万代進（’68 油画）

岡田美紀（’05 GD）

清野和正（’06 造形）

見谷カラス（’99 二日）

長雪恵（’04 造形）

瀬尾孝子（’70 油画）

三津木陽介（’14 院油）

海里（’17 造形）

相馬千賀（’82 染織）

峯野布祐子（’16 院工）

加々美萌（’14 工芸）

そうみ（’05 造デ）

村上あずさ（’17 油画）

昭和33年に図案科を卒業した有志による展覧会

梶谷令（’16 院版）

髙橋顕介（’08 造デ）

村上佳苗（’11 院油）

会期：2017年12月18日（月）〜 12月24日（日）

柏木弘（’81 染織）

高橋邑木（’15 工芸）

守岡歩（’91 油画）

片岡紗貴子（’09 院デ）

田口悠菜（’11 院油）

森博美（’76 GD）

会場：ギャラリーくぼた（東京都）

Katsunori（ ’07 造形）

竹邑理子（’16 油画）

山崎昭（’10 油画）

加藤美穂（’17 油画）

田中利幸（’74 GD）

山﨑幸子（’04 造形）

家弓朋子（’06 造形）

玉城久也（’13 院版）

山根弘典（’06 造形）

カワヲワタル（’12 造形）

タマキマサコ（’14 院油）

弓場律子（’86 ID）

管野位津子（’76 GD）

陳希（’17 院デ）

有美子（’14 院油）

神戸沙織（’12 造形）

土屋節得（’70 油画）

横田達郎（’09 院彫）

KIUI（ ’16 工芸）

出来恵美（’05 版画）

吉岡末子（’70 染織）

Keith Suzuki（ ’87 芸美）

手綱笹乃（’16 院日）

吉城弘（’55 油画）

菊地順子（’03 油画）

TETSUYA FUKUI（ ’87 芸術）

菊地武彦（’84 院油）

トウカイリンメグミ（’04 油画）

北村奈津子（’06 油画）

戸田熹美（’65 図平）

LORENA HAMAGUCHI（’09 博士）

北本晶子（’17 版画）

冨澤佳純（’17 油画）

渡辺達正（’70 油画）

清永茉季（’17 院油）

中川ハシル（’65 図平）

渡部吉之（’07 院版）

JIN LONG（’17 院彫）

仲ニシマサ（’84 染織）

渡部直也（’07 TD）

久後育大（’07 院版）

仲山佳菜（’13 日画）

名の中から会場で応援したい作家にご投票ください。
●チャレンジ賞概要
【応募資格】
○「小品展」に出品する正会員
○来年3月末日時点で40歳未満
○指定期間に個展開催を予定している方
【賞の内容】
○個展開催時の DM 印刷・郵送費として5万円を授与
○ DM を個展開催地付近在住の卒業生へ事務局から送付

第19回「小品展2016」のご報告
出品者：163名 来場者：約450名 購入者：72名
期間中売上：90万2,030円
＊上記売上のうち、50% を作家への画料、25% ずつを「奨学金基金」
「東
日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド（GB ファンド）」
（公益
社団法人 企業メセナ協議会）への支援金としました。
チャレンジ賞受賞者：崔恩知（’16 院版） 梶谷令（’16 院版） ももせあ
ずさ（’05 GD） いわもとちぐさ（’16 TD） 原裕子（’13 院工） 須藤晋
平（’16 油画）以上6名（応募者：13名 投票者：316名）

photo by bozzo
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助成金額 : 総額50万円（1グループあたりの助成金額上限：15万円）

平成29年度「グループ活動助成金」助成グループ
Super Open Studio NETWORK
代表者：井出賢嗣（’06 院油）
「042 art area project 2017 SUPER OPEN STUDIO」

ちゃかほい会
代表者：釜石征弘（’66 図案）
「第8回ちゃかほい展の開催 特別講演会 ” 三澤覚蔵の世界 ” 図録作成」

相模原市近郊の20数軒のアトリエを公開するアートイベント

寮友会・賛同作家による展覧会および講演会の開催、図録作成

会期：2017年10月14日（土）〜 11月5日（日）

会期：2017年12月18日（月）〜 12月24日（日）

会場：アートラボはしもと・アトリエ23 ヶ所（神奈川県・東京都）

会場：文化総合センター大和田 ギャラリー大和田（東京都）

助成額：15万円

助成額：7万5,000円
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会
代表者：油井瑞樹（’05 院油）
「アートアイランズ TOKYO 2017 第7回 国際現代美術展」

STANZA
代表者：黒岩綾子（’06 造形）
「STANZA vol.3」

ときごよみ
代表者：寺嶋さと子（’06 造形院日）
「ときごよみ」

東京を中心に活動する日本画家6名の展覧会

2004年造形表現学部卒業生による日本画のグループ展

会期：2017年11月28日（火）〜 12月3日（日）

会期：2017年10月9日（月）〜 10月14日（土）

会場：アーツ千代田3331（東京都）

会場：ギャラリー Q（東京都）

助成額：2万5,000円

助成額：3万円

多摩美33会
代表者：文殊義博（’58 図案）
「第26回 33会展」

助成額：2万5,000円
多摩美術大学版画 OB 展実行委員会
代表者：三瓶光夫（’99 版画）
「第21回多摩美術大学版画 OB 展2018」
版画卒業生を中心とした作品発表やワークショップの実施

room312+
代表者：西川量美（’11 造形）
「Reformation」

会期：2018年1月23日（火）〜 1月28日（日）

上野毛2号館312号室のルームメイト中心のグループ展

吉田仁美（’13 院版）

会場：さいとうギャラリー（北海道札幌市）

会期：2018年2月12日（月）〜 2月18日（日）

よんぎょん（’09 博士）

助成額：15万円

会場：月光荘 画室2（東京都）
助成額：3万5,000円
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校 友 会

校友会には「校友会奨学金」と「校友会私費留学生奨学金」の2つの奨学金制度があり
奨学金給付を通して意欲のある学生（準会員）を支援しています。

奨 学 金

校 友 会 奨 学 金 制 度の 概 要
奨学金の種類

対象学年

給付金額（1人あたり）

募集形式

校友会奨学金

全学年

25万円

公募（6月）

校友会私費留学生奨学金

3・4年・大学院

10万円

研究室推薦（輪番制）

平成 28 年 度 校 友 会 奨 学 生
● 小瀬 真由子 日本画 3年

● 佐藤 健太郎

大学院日本画 2年

● 高橋 星一（PD 4年）

● 櫻井 遥

● 川内 理香子

大学院油画 2年

日本の結び

● 高橋 星一
● 和嶋 玲美

活 動

● 呉 守珍

PD 4年
PD 4年

●金 龍

PD 4年

● 櫻井 隆平

大学院彫刻 2年

● 桝本 雪路

映像演劇 4年

大学院 PD 2年

大学院彫刻 2年
● 和嶋 玲美（PD 4年）
認知症女性に向けた化粧品の提案

※採用当時の学年を掲載しています
● 櫻井 隆平（大学院彫刻 2年）
「都市と自然のリズム」について

● 櫻井 遥（PD 4年）
道案内サインとなる点字ブロック
● 佐藤 健太郎（大学院日本画 2年）
「自然」や「水」における
研究発表としての個展開催

● 小瀬 真由子（日本画 3年）
諸行無常の姿による日本画の新しい表現の模索

● 川内 理香子（大学院油画 2年）

● 桝本 雪路（映像演劇 4年）

● 呉 守珍（大学院 PD 2年）

● 金 龍（大学院彫刻 2年）

線

映像作品「クジラの足跡」

焼成しない土プロダクトの領域を広げる研究

現代彫刻における磁性の方法論

平成 28 年 度 校 友 会 奨 学 金 奨 学 生 成 果 報 告 会

平成 2 9 年 度 校 友 会 奨 学 生

平成 2 9 年 度 校 友 会 私 費 留学 奨 学 生

日程：2017年3月20日（月）

● 青田 茉美

● 李 昇燮（韓国）彫刻 3年

会場：八王子キャンパス レクチャー C ホール

● 宮園 あさ子

3月に昨年度校友会奨学生によるプレゼンテーション形式の成果報告会が

● 白駒 多央

油画 3年

● PIMPISUT SIRIAKSORNSARD（タイ）大学院情報1年

開催されました。

● 柏木 一花

工芸 4年

● 陳 麗先（台湾）統合 4年

日本画 3年

● 中山 阿莉沙
● 片野 莉乃
今年度も 3 月に八王子キャンパスにて「平成 29 年
度校友会奨学生成果報告会」が予定されています。

12

情報 4年

● 李 熙道（韓国）芸術 4年

● Low Ken Ho（マレーシア）演劇舞踊 3年

大学院日本画 1年

● 坂本 久美子
● 矢島 智美

日本画 3年

大学院油画 1年
大学院油画 1年

どなたでもお越しいただけますので、校友会奨学生

● 石森 晴菜

による 1 年間の成果を是非ご覧ください。詳細が決

● 梶谷 令

大学院 TD 2年

定し次第ホームページでお知らせいたします。

※平成29年度校友会奨学金応募総数：計44名

大学院博士後期 2年

平成 29 年度 校 友会奨 学 金 選 考委員会
武田州左（日本画）、菊地武彦（油画）、古谷博子（ 版画）、水 上嘉久（ 彫刻）、小 林光男（工芸）、山本博子（GD）、
武正秀治（PD）、弥永保子（TD）、岸本章（環境）、矢野英樹（情報）、米山貴久（統合）、加納豊美（演劇舞踊）
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第23回

多摩 美 術 大学 校 友会

定期 総会 議事録
第136回理事会

2月24日

第27回支部長懇談会

3月

第52回出前アート大学開催（首都圏）

日時：2017年6月11日（日）11:00 〜 12:00

3月21日

平成29年度多摩美術大学校友会奨学生成果報告会（八王子キャンパス）

場所：多摩美術大学 八王子キャンパス レクチャー C ホール

3月23日

美術学部・大学院 学位授与式祝辞（八王子キャンパス）
＊新卒業生へスケッチブック贈呈

3月24日

第137回理事会

【開会の挨拶】 司会・進行：丸山浩司（'77 油画）
【議長の選出】 議長：齋藤敦子（'91 ID）
【書記の選出】 書記：植村博（'71 彫刻）
●議長より総会成立条件の報告

特別事業（「三陶人展」助成）

【議案第1号 平成28年度事業報告 / 平成29年度事業計画〈案〉】

●丸山浩司事務局長より説明（下表・右表参照）

◎拍手多数により承認

●監査報告を監査担当の古結信良理事より説明

4月 6日
5月18日

学内幹事会（八王子キャンパス）

5月28日

第126回理事会
私費留学生奨学金授与（5名）

6月11日
6月12日

学内幹事会（八王子キャンパス）

7月23日

第127回理事会（第8期1年目スタート）
平成28年度校友会奨学金授与（10名）

9月24日

第128回理事会

4,226

支出

6,757

6,155

4,055

28年度予算
小品展収入
基本準備金取崩収入

その他

3月20日

平成28年度校友会奨学生成果報告会（八王子キャンパス）

3月23日

美術学部・大学院 学位授与式祝辞（八王子キャンパス） ＊新卒業生へ

3月25日

造形表現学部 学位授与式祝辞（上野毛キャンパス）

3月26日

第131回理事会

スケッチブック贈呈

●その他の事業報告
データベース管理 / 正会員カード発行 / ホームページ更新 / セミナーハウス利用受付
小品展チャレンジ賞受賞者支援 / 支部助成 / 企画助成 おとなの奨学金
周年事業（大学への寄付）/ 特別事業（「出前アート大学のご案内」作成）
〈平成29年度 事業計画〈案〉〉

2017年（平成29年）
美術学部・大学院 入学式祝辞：成田久氏（‘97 TD）
＊新入生へスケッチブック贈呈
第132回理事会
私費留学生奨学金授与（5名）

6月10日
6月11日

第26回支部長懇談会（八王子キャンパス）
「校友会ホームカミングデー 2017」第23回定期総会 / トークイベント / ガーデン
同窓会（八王子キャンパス）

7月22日

第133回理事会（第8期2年目スタート）
平成29年度校友会奨学金授与（10名）

9月23日

第134回理事会

10月

学内幹事会（八王子キャンパス）

11月

芸術祭への助成（八王子キャンパス）
第51回出前アート大学開催（大分県立美術館）
会報『alT』No.23発行

11月 1日

設立記念日

11月18日

第135回理事会

12月 3日

100
250

333

310

336

28年度決算

29年度予算

350

28年度決算

349

28年度予算

378

収入

支出

うち「終身会費予納制度」
による
納付は3,555万円となりました
基本準備金取崩収入は、
周年事業や特別事業に使用
されています

内訳はホームカミングデーの
ご案内印刷・発送、当日の
設営費等です

第20回チャリティ展覧会「多摩美術大学校友会小品展2017」開催
（12/3 〜 9 文房堂ギャラリー）

11月、皆様にお送りしています

29年度予算

282

28年度決算

14

356

29年度予算

11

13

新卒業生の皆様に個人情報を
登録していただいたり「正会員
カード」
の発行をしています

企画運営
28年度予算

2017年（平成29年）

5年27日

90
3,000

28年度予算

『alT』
発行費

28年度決算

29年度予算

小品展

182

181

185

出前
アート大学

174

127

165

奨学金選考会
成果報告会

11

8

10

367

317

360

合計
助成活動１

28年度予算

28年度決算

29年度予算

120

おとなの奨学金

50

46

50

小品展
チャレンジ賞

36

28

36

合計

206

195

206

120

35,570,000

35,360,000

210,000

35,400,000

名簿収入

0

0

0

0

1,000,000

902,030

97,970

1,000,000
0

奨学金基金

0

0

0

寄付金

0

0

0

0

100,000

80,000

20,000

100,000

0

0

0

0

大学助成金
雑収入
利子収入

30,000

6,444

23,556

20,000

200,000

16,788

183,212

240,000

30,000,000

30,000,000

0

2,500,000

3,000,000

3,000,000

0

3,000,000

前期仮払金収入

0

0

0

0

前期未収入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

〈前年度繰越支払資金〉
収入合計

・会員によるチャリティ展覧会
・小学校への出前授業
・校友会奨学生の選考会や報告会

・全国25支部への助成
・卒業生による
グループ企画への助成
・40歳未満の若手作家への助成

0

0

0

(3,268,771)

(0)

(8,121,863)

73,168,771

72,634,033

534,738

50,381,863

●支出の部

●支出の部

（単位：円）

科目
〈経費支出〉
広報費
卒業生名簿管理費

28年度予算

28年度決算

29年度予算

250

250

250

私費留学生
奨学金

50

50

50

芸術祭助成

30

30

30

新入生 /
卒業生お祝い

150

141

150

その他（造形
表現学部助成）
合計

10
490

10
481

0
480

寄付活動
小品展収入
寄付金

28年度予算
25

28年度決算
24

29年度予算
25

周年事業
大学への
寄付

28年度予算
3,000

28年度決算
3,000

29年度予算
0

特別事業
28年度予算
出前ご案内
「三陶人展」
助成

28年度決算

・25万円を選考会で
選抜された10名に
・10万円を研究室推薦の
留学生5名に
・八王子キャンパス芸術祭
への助成
・校友会スケッチブックを贈呈

29年度予算

150

11

0

0

0

250

150

11

250

毎年、小品展売上の25％を
東日本大震災義援金基金に
寄付しています

大学創立80周年・校友会設立
20周年記念 周年事業
・大学へ3,000万円を寄付
・28年度：
「出前アート大学のご案内」
制作事業
・29年度：
「三陶人展」
助成事業

事業細則 役員の選出 第12条の細則 - 理事・幹事・幹
事選出の基数
以上
◎拍手多数により承認

【議案第4号 平成28年度役員改選】
●丸山浩司事務局長より説明
○新副会長

矢野英樹（‘94 二デ）

○退任理事

青木榮二（‘80 GD）、川越三郎（‘84 院彫）

○新任理事

中村一哉（‘77 油画）、丸山浩司（‘77 油画）
宇野務（‘81 彫刻）、阿原乃里子（‘82 GD）

◎拍手多数により承認
◎以上で議長が全議案の可決成立を報告し、第23回定
期総会の終了を宣言した

【校友会からのお知らせ】
●丸山浩司事務局長より説明
○ 住所変更 / 展示・イベント等の情報募集 /

予算額

決算額

差異

予算額

(67,570,000)

(61,559,151)

(6,010,849)

(40,559,000)

3,810,000

3,032,085

777,915

3,813,000

正会員カード / 名簿リスト・宛名シール提供 /
大学セミナーハウス利用等のお知らせ
○新副会長、新任理事より挨拶
○〈第2部〉スペシャルトークイベント「多摩美ともの派

140,000

116,068

23,932

135,000

3,670,000

3,178,813

491,187

3,609,000

周年事業費

30,000,000

30,000,000

0

0

特別事業費

1,500,000

114,760

1,385,240

2,500,000

総会費

3,400,000

3,503,134

△103,134

3,781,000

時間：13:30 〜 15:00 場所：レクチャーホールホワイエ

助成活動費

3,960,000

3,769,697

190,303

3,930,000

以上

210,000

392,651

△182,651

476,000

会議費

380,000

332,050

47,950

380,000

4,150,000

3,183,904

966,096

3,695,000

会合費 ( 渉外費 )

350,000

266,530

83,470

260,000

備品 ･ 消耗品費

800,000

616,997

183,003

970,000

通信費

700,000

339,387

360,613

450,000

交通費

振替手数料

240,000

163,676

76,324

200,000

10,660,000

9,278,182

1,381,818

12,760,000

奨学金

3,000,000

3,000,000

0

3,000,000

寄付金

250,000

245,382

4,618

250,000

50,000

25,835

24,165

50,000

(300,000)

ー

300,000

300,000
(3,000,000)

事務局員給与

雑費
予備費
〈各種引当金〉

(3,000,000)

(3,000,000)

(0)

基本準備金引当金

0

0

0

0

奨学金基金引当金

3,000,000

3,000,000

0

3,000,000

(1,045,214)

(1,045,214)

(0)

( △1,092,195)

982,398

982.398

0

△1,022,036

62,816

62,816

0

△70,159

〈調整勘定〉

0

( △1,092,195)

(1,092,195)

0

期末未払金

0

△1,022,036

1,022,036

0

預り金

0

△70,159

70,159

0

(1,553,557)

(8,121,863)

( △6,568,306)

(7,915,058)

73,168,771

72,634,033

534,738

50,381,863

前期預り金支出

〈次期繰越支払資金〉
支出合計

在学生（準会員）
へ4つの
助成活動をおこなっています

会則 第1章 - 第7条、第3章 - 第11・12・14条、

企画運営費

〈その他の支出〉
卒業生（正会員、会員）へ3つの
助成活動をおこなっています

0
(3,268,771)

在学生（準会員）
へ

校友会奨学金

合計

会費収入

前期未払金

120

助成活動２

校友会では
3つの企画を運営しています

卒業生（正会員、会員）
へ

校友会支部活動

(42,260,000)

理事活動費

データベース
管理費

学内幹事会（八王子キャンパス）

4,055

会報『alT』発行

第19回チャリティ展覧会「多摩美術大学校友会小品展2016」開催
（12/4 〜 10 文房堂ギャラリー）

5月17日

3,540

100

340

第129回理事会

4月 5日

29年度予算

3,000

28年度予算

校友会
ホームカミングデー
運営費

データベース管理

第25回支部長懇談会（上野毛キャンパス）

3,536

校友会ホームカミングデー開催

学内幹事会（八王子キャンパス）

2月25日

28年度決算

3,557

11月16日

第130回理事会

0

4,226

３. 支出の内訳ー「終身会費」を主とした収入は様々な校友会の事業に使用されています

芸術祭への助成（八王子キャンパス）
会報『alT』No.22発行
第50回出前アート大学「海辺のデザイン事務所」開催
（11/2,18,28 茅ヶ崎市立緑が浜小学校）

1月28日

平成29年度予算
4,000

29年度予算

6,936

設立記念日

12月 4日

28年度決算

6,990

11月 1日
11月26日

（単位：万円）

２. 収入の内訳ー校友会の主な収入は皆様からの「終身会費」
です

第24回支部長懇談会（八王子キャンパス）

7月19日

11月

28年度予算

「校友会ホームカミングデー 2016」第22回定期総会 / ガーデン同窓会
（八王子キャンパス）

(534,738)

〈調整勘定〉

収入

会費収入

(69,365,262)

期末未収入金

１. 収入と支出ー全体の収支

美術学部・大学院 入学式祝辞：飯田志保子氏（‘98 芸学）
＊新入生へスケッチブック贈呈

(69,900,000)

奨学金積立金取崩収入

◎拍手多数により承認

2016年（平成28年）

予算額

基本準備金取崩収入

【議案第2号 平成28年度決算報告 / 平成29年度予算〈案〉
】

●丸山浩司事務局長より説明（下表参照）

〈平成28年度 事業内容の報告〉

差異

懇親会費

小品展チャレンジ賞受賞者支援 / 支部助成 / グループ活動助成（旧 おとなの奨学金）

（議決権所有者19,575名中、出席者51名、委任状862名、合計913名） ※195名で成立

決算額

小品展収入

データベース管理 / 正会員カード発行 / ホームページ更新 / セミナーハウス利用受付

○変更（追加、削除、文言修正）箇所一覧

予算額

〈当期収入合計〉

【議案第3号 会則・規則の改正について】
●丸山浩司事務局長より説明

●収入の部

（単位：円）

科目

●その他の事業計画

【監査の選出】 古結信良（'72 GD） 米山貴久（'88 PD)
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●収入の部

1月27日
photo by bozzo

平成29年度予算〈案〉

平成28年度決算報告（平成28年４月１日〜平成29年３月31日）

2018年（平成30年）

基金積立（平成７年11月３日〜平成29年３月31日）
科目

基本準備金

（単位：円）

奨学金基金

名簿出版準備金 特別事業費積立金

全基金積立額

累計

平成28年度 積立

0

3,000,000

0

0

3,000,000

平成28年度 取崩

△30,000,000

△3,000,000

0

0

△33,000,000

229,175,464

215,500,000

11,175,464

0

0

226,675,464

226,675,464

合計

建畠晢 + 関根伸夫 + 秋丸知貴」のご案内
時間：12:30 〜 13:30 場所：レクチャーホール A ホール
○〈第3部〉ガーデン同窓会のご案内

2017 年度校友会理事
第 8 期 2 年目
【名誉会長】

森長俊六

（’79 彫刻）

村岡淳一

（’79 建築）

小林清志

（’80 油画）

東海林隆

今泉善雄

（’81 日画）

鶴見雅夫

阿原乃里子 ☆（’82 GD）

建畠

晢

【顧問】

【会長】
寺内

隆

（’72 ID）

【副会長】

●訃報

●ご逝去された会員の方々

松下宣廉 教授

（造形）

深澤幸雄 名誉教授

小林克哉

（’60 写真）

田中康夫 教授

（造形）

元

加藤之敏

（’81 GD）

吉村政仁

（’82 日画）

小笠原登志子 教授 （デザイン）

絵画学科版画専攻教授

2017年1月2日

（’82 PD）

相馬千賀

（’82 染織）

宇野務 ☆

（’83 院彫）

上田雄三

（’76 GD）

菊地武彦 ※ （’84 院油）

齋藤敦子

（’91 ID）

小林光男 ※ （’84 院デ）

矢野英樹 ※ （’94 二デ）
●退職された先生方

税田和利

【事務局長】
丸山浩司※☆（’77 油画）
【理事】

武田州左 ※ （’85 日画）
水上嘉久 ※ （’85 院彫）
小野範子

（’86 院油）

米山貴久 ※ （’88 PD）

津田祥夫

（’64 図平）

萩原朔美 教授

（映像演劇）

尾西要一郎 （’87 芸術）

庄山

晃

（’69 演劇）

星野章 教授

（映像演劇）

太田大八

（’44 図案）

植村

博

（’71 彫刻）

石井茂 教授

（映像演劇）

北野浩司

（’63 油画）

古結信良

庄山晃 准教授

（映像演劇）

北野章子

（’63 油画）

山本博子 ※ （’74 GD）

青木榮二

（’80 GD）

檜山茂雄 准教授

（映像演劇）

田口耕之助 （’64 写真）

岡田真智子 （’75 GD）

川越三郎

（’84 院彫）

原田

（’69 GD）

碓井義忠

岡本健彦

（’57 油画）

中村一哉 ☆ （’77 油画）

※印：学内教職員

中村英昭

（’81 建築）

天野純治

☆印：新任理事

佐東利穂子 准教授 （演劇舞踊）

治

2016年10月から2017年9月までにお知らせのあった方の掲載です（敬称略）

（’72 GD）

米山建壱 ※ （’98 芸術）

【退任理事】

（’76 油画）
（’77 院油）
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校友会事務局からのお知らせ
新しくなったセミナーハウスのご利用について

正会員カード
「正会員」には「正会員カード」を発行しています。宿泊施設利

新築された「富士山麓セミナーハウス（純林苑）」と「奈良古美術

用料・美術館観覧料・画廊使 用料・制作に役 立つ材料等の割

セミナーハウス（飛鳥寮）」は、卒業生とそのご家族のご利用が

引や大学付属図書館の利用など、カードを提示することで受け

可能です。詳しくは大学ホームページ【セミナーハウス】、校友

られる数々の特典があります。
「正会員カード」をご希望の方は

会ホームページ【セミナーハウス利用】をご覧ください。

事務局までお問合せください。また、校友会では「正会員カー

山中湖・純林苑

ド」の特典をひろく募集しています。美術やデザイン関係に限ら
ず、レストラン、カフェ、ショップ等、ご賛同くださる方をご紹
介ください！
正会員カード特典先
● 宿泊施設利用料割引
奈良・飛鳥寮

ヒュッテニポポ、石和びゅーほてるグループ
● 観覧料割引
世田谷美術館、横須賀美術館、神奈川県立近代美術館（葉
山館 / 鎌倉別館）、ひろしま美術館、ポーラ美術館、米子市
美術館、島根県立石見美術館、福井市美術館、秋山孝ポスター
美術館長岡、おぶせ藤岡牧夫美術館、日本フィルハーモニー
交響楽団演奏会
● 画廊使用料割引
柴田悦子画廊、ギャラリー Q、画廊るたん、ギャラリー風、

校友会ホームページをご活用ください

平八ギャラリー、gallery&cafe みるめ、FILESPACE、ギャラリー

http://www.tamabi.ac.jp/alt

フォンテーヌ、ギャラリー T

● 個人情報の変更
フォームに入力するだけで、個人情報の変更手続きができます。

● レンタルスペース使用料割引

● 展覧会・イベント情報

Pangea solarium、SEIWA ギャラリー

校友会ホームページで、会員の展示・イベント情報を掲載して

● 材料割引
株式会社世界堂（世界堂スチューデント ST カードを希望者に

います。フォームから皆様の展示・イベント情報をお知らせくだ

配付）、SEIWA

さい。
● 各種書類のダウンロード

● 内部特典
大学内へ入構する際の身分証明、大学図書館（八王子・上
野毛）の利用、多摩美術大学美術館入館料無料
※大学セミナーハウス ･ 生涯学習センター受講料補助制度は全

「グループ活動助成金」
「小品展」等の募集要項や各種書類も
ホームページにて閲覧、ダウンロードすることができます。
● ホームページをご覧になれない方
個人情報の変更や展覧会・イベント情報提供、各種書類請求は、

卒業生が利用可能です。

ハガキ、電話、E メールでも受け付けております。
名簿リスト・宛名シール提供
校友会では、同窓会やグループ展など有志活動の際に名簿リス

多摩美術大学校友会事務局は八王子キャンパス共通教育セン

ト、宛名シールを無料にて提供しております。なお、個人情報

ター 1階にあります。お気軽にお問合せください。

保護方針に基づき、個人的な使用目的には対応しておりません。

退職 記 念展のご案内

今年度をもって退職される 3 名の教授の退職記念展が開催されます

●渡辺達正教授（版画）

●室越健美教授（油画）

●米谷清和教授（日本画）

室越健美 2EPOCHS 展

米谷清和展 Day by Day

会期：2017年10月21日（土）〜 11月5日（日）

会期：2017年11月13日（月）〜 11月25日（土）

会期：2017年11月15日（水）〜 30日（木）

場所：多摩美術大学美術館

場所：多摩美術大学八王子キャンパス アートテーク104,105

場所：多摩美術大学美術館

「あおの韻律」- さまざまな銅版画による表現1969-2017-
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表紙

豪華列車「ななつ星 in 九州」には、十四代
酒井田柿右衛門の遺作となった洗面鉢が設
置されています。
「濁手（にごしで）」と呼ば
れる柿右衛門独特の乳白色が美しい洗面鉢
は、客室によって様々な意匠が施され、九
州を巡る旅に彩りを添えています。

