
2023(一社 )近代日本美術協会東京支部通信 4月 号

1.「 2023公募近美関東美術展」

作品の出品は支部員の必須活動となっています。皆様の素晴らしい作品を展

示しましょう。

応募申込内容変更などは下記近美東京支部 (080-3028-4534)ま でご連絡下さい。

・直接搬入・搬出の方は東京都美術館搬入口より入ること。

駐車は搬入日前の駐車場で搬入 2時間、搬出4時間可能です。

2.受賞者

(1)「第 50回記念近代日本美術協会春季展」

4月 3日 ～8日 東京交通会館で開催されました。近美東京支部からは次の方が

受賞されました。おめでとうございます。

賞 受賞者 作品題名

第 50回記念賞 金田照枝 森と仲間たちのひととき

奨励賞 目崎冬比古 縁 日

推賞 羽田勉 おひるね

(2)「第 30回全国サムホール公募展」

2月 13日 ～16日東京交通会館で開催されました。近美東京支部からは次の方

が受賞されました。おめでとうございます。

賞 受賞者 作品題名

優秀賞 川上則子 春本番 !

3.支部会員の活動

●2023年 第6回 大重都 個展

日時 :4月 7日 (金)～12日 (水) 10日 は休館

10時～16時 (最終日は 14時)

場所 :千葉県南総文化ホール ギャラリー 館山市北条 740-1
4.新入会 櫻井光彦氏

画暦 12年。第 49回近代日本美術協会展小品公募部門出品。

(一社)企業データ解析ラボ 自営

5.IPリ ニューアル

ⅡPが リニューアルされました。ww醜懸議続‐‡⑬菫。避璽

会  場

会  期

申込鮮切

搬  入

搬  出

表彰式

:東京都美術館 1階第 2展示室

:年 7月 1日 (土)～ 8日 (土 )

:2023年 6月 1日 (止むを得ない場合 15日 頃まではお待ちします)

16月 18日 (日 ) 午前 10時～午後 2時

:7月 9日 (日 )午前 10時～午後 3時
:日 時 :7月 2日 (日 )午後 2時～ 3時

会場 :東京都美術館スタジオ
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昔 故郷を後にし パリ 東京 埼玉:こ住み

贔0年余  館曲:こ裏りました

今回は最近の作と 館山の風景も震示しました

穏やかな時を 感じて頂けたら嬉しいです

大重都 画歴
1960年 頃より爾家吉村三芳氏より識輪を教わる
1969年 より画家深沢省三・深沢紅子繭氏 :こ議事

1977年  第 1回個展 (東京 新宿住友ビル)

1999年  第 2回個展 (東京 銀座ステージ21)
2003年  第 3園個展 (東京 銀座ステージ21)
2011年  第 4回個展 (千葉県南総文化ホール)

2016年  第 5回個展 (東京青山コンセプ ト21)
2023年  第 6回個展 (千葉県南総文化ホール)

その他グループ展を開催
1994年 より近美展 (東京上野 都美衛館)に基晶

現在、近代日本美術協会 参与
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一般社団法人近代日本美術協会東京支部

各位

一般社団法人近代日本美術協会東京支部

支部長 高梨敬子

2023年度 (令和 5年度)東京支部総会の開催について

美しい季節となり、皆さまにはますます制作に励まれていることと存じます。

「2023年度 (令和 5年度)東京支部総会」を下記の通り開催します。ご出席くださいま

すようお願い申し上げます。

記

１
ェ

（′
“
　

ｎ
ｊ

日時 :2023年 (例話 5年)4月 29日 (祝 日)

場所 :東京都美術館スタジオ

議題 :第一号議案 2022年 度 (令和 4年度)

第二号議案 2022年 度 (令和4年度)

第二号議案 2022年 度 (令和 4年度)

第四号議案 2023年 度 (令和 5年度)

第五号議案 2023年 度 (令和 5年度)

午前 11時～12時

事業報告

決算報告

会計監査報告

事業計画

事業予算

4.出欠について

同封の葉書にご記入の上、4月 20日 (木)ま でにご返送下さい。ご欠席の場合は委

任状の欄にもご記入下さい。

―現財量劃去人遇計ヽ 日劇卜美静貯屁摯蟄1蘇奉贅メざ椰

〒162-0814新宿区新イリIl町6-27-1101
■lL:03-3267-0039、 F麗【:03-3267-0039

苦馴請:080-3・028-4534
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