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種の神秘主義の影響を受け､また､社会的関心が強く､主に農民や労働者な

れない階級の人々を主題にしていましたが､

キリスト教的精神と無政府主義の元に絵を描いていきま

《夜》は彼の制作のなかでも象徴主義が際立っている作品です｡二

は朝と夕べを象徴し､生命そのものであり､傷つきやすい存在として表さ

＼ます｡子を抱く女性は母性を表し､

ようです.星で飾られたベールをかぶり､ まるで人工的な垂れ幕の前

､るかのようなピラミッド構図は芝居が汚､った感じを強調

を生み出していますが､その表現がこの女性を神聖
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者はこの絵
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から多くの
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匠の絵を思い出すような安定した構図で描かれているのですが､他の画

が多く描いてきた聖母子像とは何か違う空気を感じませんか?見慣れた

図､見慣れた題材なのに､何かが違う､何が違うのか?

4月15日から開かれる｢ゲント美術館名

光と影で表現する影絵を芸術とし

鏡を飾った影絵ですo切り目をいれ､紙やフィルターを貼

合わせた藤城氏の作品はじつに繊細で､線も切り絵とは思えないような細

技術自体は誰にも真似できない､まさに神わざです｡しかし､こ

小学校の図工の時間に､黒い画用紙を切

ごちそうの好きなこびと》 (1978年)はフィンランドの昔話にもとづく

す｡心優しい料理番はお腹をすかせたこびとに招待され､何

てくる箱をもらいますo一方､こびとに乱暴をした欲深い主人

から箱を苦ったものの､中から大勢のこびとたちが棒を持っ

れ主人をポカポカにたたいた-･というお話です｡日本の昔

こも似たようなお話がありますねoこの作品に登場する｢こびと｣は､

城の他の多くの作中に登場しています｡ある時は主役として､また

時は脇役や案内役として｡ 50年にわたり､藤城氏の作品に登場

きた彼らにあなたもどこかで出会っているはずで

真ではその魅力を充分に味わえない､光と影カ



にこう言います｡パンは私があなたがたに与える私の体である｡ワインは私が多くの人のために流す契約の血である｣と｡

パンとワインと魚料理へ二千年前は非常に劇的な
シーンに登場していた訳ですが､今では三種とも健康

修復技術が向上した事により､これまで〝　謎　″といわれていた部分が徐々に解明され始めています｡最近の調査によると､そこには｢パンとワイン｣そして｢魚の切り身｣等が並んでいるそうです｡

そしてこの場面､
イエスは弟子達

青い魚類に多く含まれるDHA(脂肪酸)の効能をうたっているのです｡DHAは人間の脳の記憶や学習中枢を構成している物質のひとつです｡そのため記憶力や集中力など､脳や神経組織の発育に重要な役割を果たす大切なもので､痴呆症や眼精疲労の改善にも効果が期待されているそうです｡しかしこのDHA､残念ながら体の中で作り出すことはできません｡ですから
｢魚｣を食べることで､摂取するしかないのです｡

イエスの時代と今とでは素材や調理法､食事の意味
合いまでも違ってきているでしょうけど､献立のみを現代風に分析するとへこんなお話になりました｡

何かとストレスの多い現代の生活､その緩和にピッ

タリのメニューでしたねoいかがですか､お家でも｢《最後の晩餐》を偲びつつ､ヘルシーな組み合わせでこのメニューを召し上がるというのはつでもその際｢あれっ魚料理には赤ワインだっけ?｣なんて野暮は言わないで…ねo　　　　　　　　　　　　[大津宏敏]

が良くなる～｣ということです

が､これはマグロやイワシ､サバなど

化による傷みが激しく､それを知るのは極めて困難とされていました｡
ところが近年､

歌にもありました｡｢♪さ
かな'さかな､さかな～さか

な～を食べ-ると～｣､｢♪頭

ヴインチがサンタ･マリア･デレ･グラーツイエ聖堂に描いた《最後の晩餐》は特に有名です｡

さてその晩餐､

卓上のメニューは一体何だったのでしょうか?この作品は風

リラックス効果がもたらさ
れるのはご承知のとおりです｡

メインディッシュはr魚｣o

ルコール分は血行を良くして､

最後の晩餐(ぽんさん)とはイエス･キリストが喋刑

の前夜に､その弟子十二人と共にした晩餐の事です｡キリスト教徒にとっては後に｢聖餐(せいさん)｣として尊崇(そんすう)される出来事で､その時の様子を芸術作品にしたものは世界中に数多く残されています｡

中でも巨匠

レオナルド･ダ.

的な食品として大変見直されていますo今回は､そのヘルシーな効能をご紹介しようと思います｡

まず｢パン｣に含まれる栄養素(糖質･ビタミン類･

カルシウム･鉄分など)は､日本人の主食であるごはんや麺類よりも種類､量ともに豊富です｡特にミネラルはごはんの数倍もあります｡また最近では血糖値を下げる(?)ライ麦や､殺菌作用のあるビール酵母､整腸効果に欠かせない食物繊維たっぷりの全粒粉なども材料に取り入れられ'ますますヴァリエーションを増やし続けています｡
一方｢ワイン｣ですが､赤ワインの渋味と色の成分で

あるポリフェノールは､抗酸化作用があり､肌のシミ･シワの増大を防ぐなど､老化防止に最適です｡

白ワインは殺菌効果に優れへ食中毒菌に有効｡また､

カリウムの利尿作用で新陳代謝を活発にし､血圧降下

にも役立ちます｡そして､適度なア

al鑑賞旅行神戸編｢栄光のオランダ･フランドル絵画展｣こ.,,IuO4 9 Li]

秋雨の空模様を気にしながら､神戸市立博物館に行って

来ました｡朝早くから高速バスで開館時刻に合わせて行っ

たのですが､既に館内は興奮した人々の波､ルーベンス､

レンブラント日と名立たる作家の力作にため息をつきな

がらも､多くの人の目当てはやはりフェルメールの一枚

にあるようでしたoその作品は一番奥の特別に仕立てら

れた展示室に置かれ､まさに｢画家のアトリエ｣をカーテ

ン越しにそっと覗き見るような演出がなされ､絵の素晴

らしさもさることながら､博物館側の見せる(魅せる)技

にも感心させられましたo絵を楽しんだ後､神戸市立博物館

学芸員､岡泰正氏の講演会があり､絵画から読める歴史の

背景や､この展覧会自体が｢画家のアトリエ｣と｢自画像｣

をテーマに構成されていることなど興味深い謎解きをし

て〈ださり､フェルメールの絵は画家のアトリエという

意味だけでなく､誇りを背負った後ろ向きの自画像であり､

寓意画であり､ネーデルラントの歴史を映す重要な一枚

であることを説明されましたo頂いた資料にはさらに､あ

の絵がたどった数奇な運命.=ついても記されていましたC

フェルメールが最後まで手元に置いていたあの絵は画家

の死後､妻の抵抗も空しく借金のかたに競売に掛けられ､

I｢ミュシャ財団秘蔵　ミュシャ展｣ギャラリートークを終えて　川3-1212]

図録を開くなり華やかなアールヌーヴォーのポスター

が並び､準備段階から楽しみな展覧会でしたが､調べてい

くほどにミュシャの育った土地(現在のチェコ共和国)の

複雑な社会背景､民族問題に踏み込んでいかざるを得ず､

最初の明るいおしゃれな印象とはかけ離れた､深刻な状

況の中で民族結集を訴えたミュシャの熱い思いが伝わり､

思わぬ歴史の勉強をすることとなりました｡それにして

も今回のトークの強い味方は､なんとアルフオンス･ミュ

シャのお孫さんであるジョン･ミュシャご夫妻が来館さ

れたことo生前の画家ミュシャの話や家に置かれていた

大作｢百合の聖母｣にまつわるエピソードなど色々教えて

襲インディゴフルーの世界　二子供のアトリエ叛)!.ii

｢手づくり大好き写私だけの作品(講師藤川春子)｣のアシスタントをして[12 5]

藤川先生指導のもと4回通しで行われた｢子供のアトリ

エVol 4｣oその最終回はインド藍染でした｡私たちcIVEは

そのお手伝いをしたのですが､その手順を簡単にご説明し

ますと･･･まず､白い布地を好きな形に折り込み､輪ゴムで

止めます｡次に､子供たちが試行錯誤して折った布をイン

ド藍の溶液につけ､最後に､薬液にもつけます｡

子供たちはいくつもの輪ゴムをほどくのに悪戦苦闘し

ながら､その瞬間を待ちきれずそわそわと落ち着きません｡

やっとのことで輪ゴムをほどき､布を広げたときの彼らは
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驚きと喜びにあふれ､瞳を輝かせていました｡

あとで私も子供たちに混じりチャレンジしました｡自分

用なので手を抜いてしまったのでしょうか､液につけた時

間が短かく､ちょっともの足りない薄い水色にoでも先生

は｢色が濃ければいいというものでないし､十人十色の色

合いが出ていいのよ｣とおっしゃったので､まあ､よしとし

ましょう!

｢アートの晩こはん｣といえば- ｡みんなが知ってるあの名画-･
もう､これしかないでしょう｡rEa.,:I: I.I :I.:i. :;I,.I.......L...

なんと当時有名であった別の画家のサインが加えられ､

その画家デ･ホーホの作品として安く売られたそうです｡

200年後の19世紀中頃になって研究が進み､ようやくフェ

ルメールの傑作と認められて価値が上がり､後にヒトラ
ーが高額で引き取り大事にしていたのですが､戦後岩塩

坑に隠されていたのをアメリカ軍によって発見され､そ

の後ウィーン美術史美術館に収蔵されたそうです｡そん

な経緯と今の扱いを当のフェルメールが知ったらり日.

と思いを馳せながら帰路につきました｡　[池田幸子]

頂きましたが､会場にはジョン氏の父と伯母に当たるミ

ュシャの子供の写真や肖像画がたくさん並んでおり､不

思議な思いで話を伺いました｡お二人とも大変気さくな

お人柄で､しかも日本びいき､息子さんが日本に留学され

ていたと聞き､とても嬉しい気持ちがしました｡小学生を

招いての会場でのトークにもご夫妻で立ち会われました

が､子供たちの無邪気な質問にも優しく笑顔で答えてく

ださり､人間と平和をこよなく愛したアルフオンス･ミュ

シャの面影が伝わる印象深い展覧会となりました｡

[池田幸子]

も大切な

のだそう

ですo長年

にわたり

藍染にた

ずさわる藤川先生も､つくづく奥深い世界だと思う､とお

っしゃっていました｡余談ですが､ワークショップ後､先

『………･….…･…………

'''"'+.44.''‥''-…''84...'4-'''.[唱..'+.''

布の折り方ひとつで様々な模様が浮き出て､つけ込む時　生の許可を得て､cIVrの先輩と再チャレンジ｡こちらは満　8

間で色もさまざまに変化する藍染o染料のインド藍の品質　足のいく､深い藍色に仕上がりました｡　[浦上日菓子]　芸
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形に強く引かれて､以来川を描くようになったと言う事です｡

画面をよく見ますと､オレンジ色の川の姿が

見えてきます､川は大きく蛇行しながら右上方から下方に向かい､一旦画面から消え､再度､

__●　●　◆_●●t一■　●　●　●■_■　●●_●●　■　●●　●●▲　●●　●　●▲　■　●l

う時の姿勢なのだと感動を覚えました｡

最近の依田さんの作品は､本作品のようなレ･:

リーフ的なものからより立体造形へと､変化し　…つつあるようですo新しい作品が楽しみですo 8

[石原ミエ子]　…

.　.　　　1

=軒　.　　　　.　..　｣

が伝わるでしょうか0

203cmX457･5cm

という大きな画面いっぱいに､色付けされた和紙を､切ったり､よじったり､結んだりしたものが､三層にも重ねて貼り合わせられたコラージュ作品です｡依田さんは徳島に生まれ､中学のころ香川に移り住み､25歳の時､画家である依田寿久氏と結婚しニューヨークに渡りますo最初2年の滞在のつもりが､アーティストの独創性を優しく受け容れてくれるニューヨークに魅せられそのまま36年間､ニューヨークをその活動の拠点としているわけですが'この作品は'大好きなニューヨークを流れるサスケハナ川を描いています｡依田さんは､大きく蛇行を繰り返す魅力溢れるこの川の
依田順子さんのこの作品は､ぜひ､実物を間

近で見ていただきたいものです｡写真では､どれだけこの作品の雄大さ､重厚さ

けれどなくてはならないというぎりぎりのところで仕上がった｣また､｢長い流域を持ち蛇行した川を描く為にこれほど大きな画面が必要でした､画面上の､和紙を三本づつ結ぶことで出来たつぶつぶの形が､川をよりゆったりと､大地をより広大に見せる働きをしていることを気付いて頂けるとうれしい｣との依田さんの言葉は､鑑賞の導きとなるものです｡

それにしてもなんと細か

い作業でしょう､これだけの大作､準備から完成まで､エネルギーを維持させるのは大変な事なのでは?また制作時間は一体どのくらい?というのが私の素朴な疑問でしたが､その質問に対して心のこもったお返事をいただく事が出来ました｡
｢特別に大きな作品ですの

で大仕事でしたが､途中で息切れするような事は無く､約4ケ月の間､一日の大半を作業に費やし､出だしは興奮気味に､中間は黙々と､終わりは緊張感で震えるほどでした｡｣これが､芸術家が作品に向か

嵩

琳

tj茎盲

詔

2005年2月19日(土)アートで遊ぼう!

体験! ｢アクションペインティングと㌘

シルクスクリーン｣･　金串静二

参加者は5期常設展｢20世紀美術の流れ｣を鑑賞し鱗､品出品作で用

いられている2つの技法､アクションペイかテイングとシルクスクリーン

を体験しましたo前者は絵具が飛び散るのを防ぐため箱の中で絵具をし
Ay71

たたらせて制作してもらい､後者はプリ

ンぼらコでリキテンスタイン《泣く女》

留めイメ｢ジを刷ってもらい(といっても

宅､ヨガチャンとプレスするだけですが)､彩色

もしてもらいましたo技法を体験するこ

とで彼らは現代美術をどのように感じた

のでしょうか?現代美術はやはりムズカ

しいりそれとも楽勝? !　　[牧野裕二]

瀞civi 3期生申1年の活動を振り返って!尊

浦上　作品を感じ､子供たちを知り､そして新しい仲間たちとの出会いを与えてくれ
たcIVlに感謝しますo

大津　cIVは上､初の男性会員ですo子供達からr"ァニキ"マルナカで見かけたでえ｣

などと慕われ?嬉し恥ずかし早や-年o

川田　約10ケ月の冬眠生活を終え､遅ればせながら皆様の仲間入りです｡これから先
にわくわく､ドキドキo

高木　初トーク直前の館内アナウンスに心拍数は倍!知ることで作品への愛がより

深まるのを体感しました｡

堀本　世のため､人のためと､奉仕精神のつもりで始めたボランティア｡なのに自分が
一番楽しんでいますoこれからも精進o

三好.私はドラ工もんが描けないo私は皆の前でコラージュの説明ができないo体力

さえあれば出来ると始めたけど､あかん｡知力も要るo

森糸　めでたくciv壬の-員となり､晴れのGTデビュ-.が､不安とプレッシャーの雨

あられ｡あーした天気になあれ!

上背]

Jl･　　　･　　　　　　　　･

左端にその姿を見せています｡｢川を描きながら途中ではっきりとした川の形が邪魔になり､

高松市美術館コレクション
C･･-･が顔見た!　‖
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主な活動

:,

94 ｢フェルメール『画家のアトリエ』栄光のオランダ･

フランドル絵画展｣ (神戸市立博物館)鑑賞/講演会

同泰正学芸係長　閤

11 1　しびの-と10号発行

11 2　ジョン･ミュシャ氏(ミュシャ財団理事長､

アルフオンス･ミュシャの孫)に質問　因

ll 3-12 12 ｢ミュシャ財団秘蔵ミュシャ展｣ギャラリートーク

(会期中毎日曜･祝日､各日午前･午後､開催回数

のべ1 6回､参加者数のべ720名)

11 17 ｢ミュシャ財団秘蔵　ミュシャ展｣団体鑑賞

ギャラリートーク(多肥小学校2年生87人､

学芸員とともに)

▲小学生へのギャラリートーク

11 20 ｢ミュシャ財団秘蔵　ミュシャ展｣アートで遊ぼう.

アシスタント､｢ミュシャ財団秘蔵ミュシャ展｣

団体鑑賞ギャラリートーク(老人クラブ)

11 27　姫路市立美術館友の会(ボランティア)と交流会

103/10.24/子どものアトリエVol 4 ｢手づくり大好き■

ll 14/125　私だけの作品(講師藤川春子)｣アシスタント　国

手雄畑
1.23/2 6/子どものアトリエVol 5 ｢自由な組み合わせで

2 20/3 6　アートしよう(講師山端篤史)｣アシスタント

A._..,...,................._.._..........._...



ました｡また､｢ローマ古美術展｣､｢日本伝統工芸展｣等'当時四国で見ることが難しかった展覧会も開催しています｡

また､教育普及活動にも早くから力を入れており､美術館発足

の翌年には小中学生への絵画指導が行われています｡昭和31年には講堂が完成し､子供のための図画講座をはじめ､洋画･彫塑･日本画講座が本格的に開かれ'館主催の講座受講者は延べ35万人にのぼりました｡市民の創作の場にもなっていたのです｡洋画･日本画講座は､現在にも引き継がれています｡

しかし､年数を重ねるにつれ､施設の老朽化がすすみ､新しい

美術館建設の声が高まっていきます｡そして､昭和62年11月30日､38年の歴史に幕を閉じました｡戦後､人々の心の糧､文化の中心となってきた美術館には'その間延べ420万人もの人々が訪れました｡翌年8月6日､現在の地に場所を移して､
｢高松市美術館｣がオープンしました｡

晩年の旧美術館を知る学芸員さんにお話を伺ったところ､

栗林公園の中という環境はすぼらしく､緑もいっぱいで､休憩時には園内を散歩することもあったそうです｡夜遅い時は､園内にあった動物園からの鳴き声が妙に怖かったり-｡そんな思い出話もおききしましたoIJれから桜の季節…栗林公園に足を運ばれる方､その一角に美術館があったことを思い出して頂けると幸いです｡[和泉悦子･植松紀子】

高松市美術館が､以前栗林公園内にあったことをご存知ですか?

公園正面から入ってすぐ右手､今は建物も残っていませんが､高松のみならず香川の文化の中心的存在として役割を果たしていた旧美術館｡今回は､その知られざる歴史にスポットを当てたいと思います｡
｢高松市立美術館｣(現美術館の前身)は､戦後まもない昭和2

4年11月3日､文化の日にオープンしました｡戦中､美術は人々の生活から忘れられた存在になっていましたが､戦後､県下の美術活動は活発になり､地元の美術家等の間から美術館をつくろうという気運が盛り上がりました｡そして､昭和24年3月に開催された高松観光大博覧会で科学館として使用された建物が､美術館として生まれ変わったのです｡白い外壁のモダンな姿は､栗林公園の松の緑と調和し､美しい景観となっていました｡また､戦後初の公立美術館として誕生したこともあり､全国各地から注目され､多くの方が視察に訪れていたようです｡

記念すべき最初の展覧会は｢第14回香川県美術展覧会(県

展)｣でした｡この時､洋画部門の審査員･須円国太郎氏も招待されています｡その後も｢日展｣､新人の登龍門である｢安井賞展｣の他､各美術団体展を誘致するだけでなく､国内外を問わず時代に即応した幅広い現代美術品の展示を積極的に企画してい

簸つと7i,等鼻

旧高松市立美術館の巻
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美術館の今後の予定(4-9月)

● ●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●● ●● ●●●●● ●

軒

編●集●後●記
■　スポーツなどで｢守りに入る｣と言うと､逃げの姿勢で消極的な行為

の様に思われがちですが､自分の大事なものを守ろうとすることは､
大変能動的で強い行為なのだと思います｡子を守る母が､実は子ど
もから勇気を与えられ支えられているのだと､プレデリックの母子
像を観ながらそんなことを思いました｡　　　　　　[池田幸子コ

■忙しい日常の中で､時間をつくっては色々な作品を観に行くのが楽
しみな今日この頃｡今年はどんな作品に出会えるかなり[石床亜希]

■郷土の作家である｢俵田順子さんJご本人から､作品についてのお請

を伺う事が出来大感激でした.言葉の一言一言から､さらに､その作
品から､誠実で率直そしてホットなお人柄を感じています.この次
ご来館の折には是非お目にかかりたいものです｡　　[石原ミエ子]

■　春恋しい季節･この号が出る頃には､すっかり暖かくなっていること

でしょうo春は､色々な展覧会にも足を運びたいものです. [和泉悦子]

■ cIVlに入って早l年近くが経過しようとしています｡興味を持ってい

たcIVlノートの編集が1年目の最終作業となりました｡身を置いてみ
たかった美術ワールドを通し受身ではなく､1歩前進しじっくり吸

収していける2年目を送りたいなと希望しています. [浦上日菓子]書

■ C.V.に加えていただき2年がたちます.何も知らなかった私が､先輩､ミ

仲間たちに助けられて､ムーア､ドニ､デュシャン､ミュシャ=何と　…

多くの作家たちに出会うことができたか-やってて良かったワl　｡
[植松紀子]冨

■何といっても美術館の｢匂い｣が大好きですl毎回玄関をくぐった時､
一瞬だけ味わえるあの説明不明の心地よい｢匂い｣が｡そういえば昔､

栗林公園内にあった旧市立美術館は床拭きのワックスの匂いでし
たな｡つで`匂いマニア''か俺はり　　　　　　　　　　[大津宏敏]

■ clVlのメンバーが増え､新しい風が爽やか｡　　　　　　[鎌倉瞳]

T何もかもが手探り状態｡周りの人のアドバイスに助けられ感謝の-
言です.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[川EEl久美]

■ 『NEWボランティア用語辞典』(学習研究社､2005年)の｢美術館ボラン

ティア｣解説欄にシヴィのギャラリートーク風景の写真が採用され
ました｡シヴイのみなさんをお手伝いする者として､嬉しいかぎり
です｡　　　　　　　　　　　[高松市美術館学芸員　牧野裕二]

■　山端篤史さんを講師に迎えた｢子どものアトリエvo1 5｣も楽しく終

え､今回特に感慨深く思うのは､子どものワークショップすべてに
参加してくれた皆勤賞もののチカヨちゃんが小学校を卒業したこ

【特別展】
ゲント美術館名品展-西洋近代美術のなかのベルギー

4. 15(金)～5.29(日)

都市の美術高松市美術館コレクション展Ⅰ
6 10(金)～ 6.26(日)

藤城清治の世界展～光と影のシンフォニー
722(金)～ 9 4(日)

【常設展】

現代美術と工芸
第1期　4 2(土)～6.5(日)

(丑記憶の封印

②彫漆の系譜

第2期　6 ll(土)-8 14(日)

第3期　8 20(土)～10_30(日)

巧

▲ゲント美術館名品展より　ヤン-フランス･ヴェルネス《お絵かき上手》1877年

｢叫･････T.･･･-･･･.. ･

∴

今回､突撃アートの晩ごはんで取　　徳島県鳴門市にある｢陶板名画美　日本に居ながらにして世界の美術

り上げられた｢最後の晩餐｣を身近　術館｣です｡西洋名画1000点余りを　舘が体験できます｡高松から車で

で見られる場所｢大塚国際美術館｣　特殊技術によってオリジナル作品　たった60分で出会える世界の名画｡

をご紹介しますC　　　　　　　　　と同じ大きさに再現していますo　どうぞ一度ご賞味下さいC[川田久美]

J1. -....I . f-- .--. . +--..I. -.--I..1--.J . I. 4.. .- . ..---I- .I.-I-.. --...... ..lI-I... .I.-.

､

◆ボランティア通信｢しぴの-と｣､シヴィのギャラリートクに関するご意見･ご感想三【開館時間】

◆本紙記事｢知っとったり美術館｣で取り上げてほしいもの　　　　　　　　:火～金: 9時3 0分- 1 9時

◆美術に関する素朴な疑問'`'etc　　　　　　　　　　　　　　　:土･日･祝日･ 9時3 0分- 1

などがありましたら､郵送.ファックス･美術館内のアンケート等でお知らせください｡

シヴィの活動および､しぴの-との紙面作りの貴重な参考にさせていただきますo

7時

(展示室の入室はいずれも閉館3 0分前まで)

高松市美術館ボランティア係　　　　　　　　　　　　　　　　　　三【休館EI】

〒760-0027香川県高松市紺屋町10-4 TELO87-823-1711 FAXO87185ト7250　蔓　月曜El (ただし､休日と重なる場合はその翌日)
とですo彼女の新しい中学生活に美術が少しでも介在することを祈　三　高松市美術館ホームページhttp //脚C.ty takamatsu k8脚a ｣P/ky.U.ku伽kabu/b'｣yutu佃ex html :

って.その成長に心からおめでとうを伝えたいです｡

､.‥…∴∴ ∴11:.::-I.:I 1∴11:.:'∴∴二∴∴＼∴∴∵ ∴ ∴ -I::.
発行高松市美術館　編集cIVl　デザイン徳野ユリカ(高松市美術館)

年末年始(12月29日～1月3日) :
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