
2022年度 (一社)近代 日本美術協会東京支部通信  8月 号
1.「2022公募近美関東美術展』

東京都美術館 1階第2展示室で2022年 7月 1日～8日開,催されました。 "
近美関東美衛震|ま 新鮮なオ倉≧を持った作家鍛作品を紹介すること鍾重点を置き、(―社 ):i星

代日本美術協会 |こ 所属する無鑑査 (準委員以上》作家の意欲的な作品との出会いの中で新た

な萌芽を見出していくことを目標として開催しています。

今展は新型コ曰ナ禍鍛影響で開催が危ぶまれましたが、多くの作家の熱い意欲を受け美衛

インプラとしての公募履縁役害」を果たすべく昨年に続き開催いたしました。

一般公募の出品作品は東京都を主として、関東各県、四国、近畿、中部など全国的な広漆量

りをみせてしヽます。入選点数は 150点、初出品は 19名 (一般公募部門 14点、小品公募部「電

17点)の展示となりました。近代日本美術協会に所属する東京支部、四国支部を中心として

埼玉東部支部、埼玉画部支部、群馬赤城支部、_千葉支部など多くの優れたベテヽラン作家から

の出品があり活気あふれる展覧会となりました。作品勢傾向としては若い方の作品|こ は今ま

でにない独自の表現を追求した作品が多く発表されました。また無鑑査の方々の作品tこ 1ま さ

すがと思わせる作品も多く小品であっても見ごたえがありました。多くの来館者から「すぎ

らしかった」と賛辞をいただきました。

2盤2公募近美関東美衛羅種類別展示点数  1内は2鑢1年度

種類 会 員 一般 計

日本国 4(5) 0(1) 4(0》

油彩画 35(45) 40(30) 75(75)

水彩画 17(9) 15(4) 3盆(13)

水墨画 0(2) 1(1) 1(3)

アクリル画 13(10) 8(5) 21(15)

パステル画 3(2) 1(15i》 4(7)

色鉛筆:鉛摯画 1(11) 電輸) 2(2)

和紙画 2(3》 (1 3(4》

ミクストメディア 8(4) 0総 ) 8(4)

タイメレ画 0(1) 0輸) 0(1)_

計 83(83) 67(52) 150(135)

1



露攀22公募近美関東美術展受賞者一覧
ベス ト作家賞 嘉見 敏明 「石橋」より赤頭

ベスト作家賞 ∫:l鋳 順囲 アムステルダム鍛街角

ベス ト作家賞 菊池 純代 PFay ttOr PeaCe

ベスト作家賞 畠曲 文野 De躍 載me(愛 しいひと時)

ベス ト作家賞 本田 哲也 不可能機関

ベス ト作家賞 持圏 幸啓 真冬鍮散歩道

近美関東美術展大賞 樋闘 奈穂 手紙

近美理事長賞 橋本 敦心 聖アン トニウスの誘惑～神宿る文字 「光」

特選 石井 真曲美 晩秋

特選 野村 幸弘 「生. 麗冥」 C‐22

優秀賞 伊東 保子 静寂の渓

優秀賞 玉谷 ル ミエ 猫ジュジェッ ト

新入優秀賞 岡魏 弘子 知床難春

新入優秀賞 鸞野 泰子 黒岩の黄昏

新入優秀賞 渡部 早也香 生命星 と砂の軸

奨励賞 青本 松子 色、深ま りで

奨励賞 締沼 建夫 五箇曲集落への道

奨励賞 ∫:l鋳 小雪 出航準備

奨励賞 川崎 智美 再 生

奨励賞 北澤 良和 故郷への畦道

奨励賞 宮路 茉奈 Rbs■dence

奨励賞 矢ケ部 昭彦 丹波路五月

奨励賞 吉爾 莉加 農発

彩美堂賞 鈴木 航伊知 弦楽器売り

小品優秀賞 内山 栄二 天使

小品優秀賞 金田 照枝 輸王寺の夜景

小品優秀賞 :河肉 正行 疎水の桜

小品優秀賞 倉片 靖子 ひみつの花園

小品優秀賞 櫻井 光彦 芝公園銀杏並本

小品優秀賞 堀内 優子 新緑の頃

小品優秀賞 目崎 冬比古 .New敬〕rker

賞候補 本村 美穂子 Inochi no Haoto

賞候補 平間 光代 春 うわら

賞候補 右田 正隆 新宿御苑 I日御涼亭

2



4

2.2餞墨公募近美関東美術1震

●会期 12023年 7月 1日 ～8日

会場 :東京都美術館 1階第 2展示室

申込 12盤2年 6月 1日 までに応募申込及び出品料払い込み

応募要項・出品申込書は2盤3年 1月選綸甜亀

3.「第磐 回近代日本美翻脂劉熟 一東京支部の皆様のすばらしい作品を期待します

東京都1美衛館 1階第 1、 第2羅ポ乳で 11月 揚 日～11月 1腱 日聞催されます。

●会難 l令和 4年 11月 18日 ～11月 24甕

会場 :東京都美術館 1階第 1展示室、第 2展示室

資料講救 令和 4年 9月 20爾 まで

申込締癬 I令和 4年 16月 5翼

搬入 :令和 4年 11月 1回

・作品の大きさ :一般公募部門 (会友以上 :20号～100号、

小品公募部門 8号～15号

出品申込書の を書:く 機 に東 :京支部 と書 くのを ないでください曇

研修会

園時 :令和 4年 9月 14翼 (水) 10時～12時

会場 I東京都美術館スタジオ

参加費|:3,000目 (10日 までに下記に払込)

当日は作品または下図、写真などを持参してください 。

希望者は 9月 10日 までに制作意図、質問などを送付してください。

なお当日参加できない方で講評希望される方は9月 10日 までに作品写真、制作意図質問

などをお送り下さい。後日講評を送ります。

連囃鎖証一般社団法人近代日本美術協会東京支部

〒162‐優314;断 1備旧難取Iり :1町6-27-1101
T□E」 103-3267-0039、 FAX1 0 3-3267-0039
援澤社 080--3028-4534
E¶la通 :聾重≧重邊壺曇ム趣|

参加費 :3,000Ⅳ (振込口座は下記)

5。 年会費 納入

2022年度 (2022年 4月 1日 ～2盤3年 3月 募1日 )学会費の納入をお願いします。

年会費 :5,000円 ノ年 注)2022年 4月 以降に入会され入会金を支払った方は 2022年度

会費が免除されます。

期限 :露022年 9月 30日

振:込 口塵::みずほ銀行飯田橋支店、日座名 :

口座番号 :普通 2456720

ぶ

部
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6.ホームページ

近代覇本美術協会東京支部のホームページでは作品紹介→「支部所属会員の紹介」で作

品を紹介しています (無料)。 退会された会員も含まれていることなど刷新をすることにな

りました。12月 を一応の目途としています。作家墓、題名、希望販売価格を記載予定。

映像など詳細については婦壕途お知らせします。今回は希望するか否かをお知らせください。

ハガキを同封しますので

研修会参加

ホームページ掲載希望

につしヽでお知らせください。

4



匿理
溝家夕記予様 (一社近代日本美術機会準委員、東京支部会員)

将来を嘱菫されていた薄本爾家清家夕記子様 (41歳)が急逝されました。

譲んでご冥福をお折りします。

受賞 12020公募近美関東美術展大賞、2021公募近募関東美術晨ベスト作家賞

2022公募近美関東美術展 「天佑神助」 ベス ト作家賞 清家夕記子

元近代日本美術協会東京支部会員 皇甫王子さんが個展をア開催されます。

会期 :8月 29日 ～9月 4要 (初 猥)131●0～ 最終爾1610奪 まで (

会場 :薬 I 横::疑市ナマム翁町 1-3小原ビル lF 04碁Ⅲ6盤1-7255
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