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開館から20年を迎える大分市美術館は、大分ゆかりの作家による

オストメイト医療相談会

数多の芸術作品にふれられる、“アートの源泉”。
その所蔵品の中から、市にゆかりのある作品や芸術家を
シリーズで紹介します。
大分市美術館
の
所蔵品

生野 祥雲斎「波紋」〈1961 年〉
背後からの光をあびて、淡い波紋が浮かび上

文の中の「此君」を引用したものです。祥雲斎

がり、明かりの中に奥行きを感じます。この作

はこの詩文の一行を自宅の石柱にも刻んでい

品を制作したのは、竹工芸の分野で初めて人間

ます。

国宝に認定された日本を代表する工芸家、生野
祥雲斎（1904年～1974年）です。

その「此君亭」の庭には、小川の水を取り込
んだ池が今も残り、鯉がゆったり泳いでいま

別府湾沿いの国道から少し入った大分市白

す。祥雲斎はある雨の日に池に落ちる雨粒に

しくんてい

木に、祥雲斎が暮らした家「此 君亭」がありま

よって生じる波紋を見て、後にこの作品を制作

す。背後が 丘 と な っ て おり、も と は 柞 原 八 幡

しています。スクリーンの前面と後面に竹の輪

宮 の 田 ん ぼ が あ っ た と こ ろ だ そ う で す。
「此

を配置し、背後から光を当てることによって淡

君」とは竹の異名で、東晋の書聖・王 羲之の子

い円を重なるように浮かべ、水の波紋が幾重に

王徽之が、竹の美しさを褒めたたえて読んだ詩

も広がる様子を繊細に表現した作品です。

お う ぎ し

お う き し

自然現象からの
インスピレーションを
繊細に表現

第２回

開催予定の展覧会 ７月７日㈯から

特別展

明和電機ナンセンスマシーン展 in 大分
土佐信道が率いる芸術ユニット「明和電機」。彼らが発表した不思議な製
品「ナンセンスマシーン」は、世界でも注目を集めています。非日常空間
を体感しに、ぜひお越しください。
観覧料

一般

1,200円

☎554-5800
午前10時～午後6時

高校生・大学生

900円

中学生以下

無料

（入館は午後5時30分まで）

７月の休館日

３日㈫・９日㈪・17日㈫
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無料

▪日時：7月14日㈯ 午後1時～3時30分
▪場所：県立病院3階 地域医療室
▪内容：大腸がんの現状と晩期合併症
についての講演など
問 日本オストミー協会大分県支部
迫野（☎0978-42-5621）

市報クイズ
○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
九州と関東を結ぶ3航路、
週11便が運航。
大量の貨物を一度に運べる船は
「● ● ● ● 船」
▪応募方法
はがきに、
答え、
住所、
氏名、
年齢、
電話
番号、市報の感想を記入し、
7月15日㈰
〈消印有効〉までに広聴広報課（〒8708504 荷揚町2-31 ☎537-5713）
へ。
正解者の中から抽選で、
3人に7月7日㈯
から開催の市美術館特別展「明和電機
ナンセンスマシーン展 in 大分」のペア
チケットをプレゼントします。
※当選者の発表は、発送をもって代え
させていただきます。
6月1日号「市報クイズ」の答え
肥後藩の参勤交代に用いられ、
海舟・龍馬が通った街道は
「 肥 後 街道」

○○

善意の泉

敬
称
略

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
社会福祉協議会へ
香典返し寄付

▪大分地区 山本壽見子(長谷町)/安部良
介(新春日町)/平田武利(明野高尾)/平田
章子(明野北)/須賀三千代(新春日町)/利
光健二(萩原)/古川嘉彦(荷揚町)/古賀美
佐子(大道町)/原田キミ子(南生石東)/工
藤重利(金池南)
▪鶴崎地区 谷村徳子(広内)/山中 代(葛
木)/大東敏宏(森町)
▪大在地区 姫野和樹(汐見)/藤澤礼子(城
原)
▪坂ノ市地区 藍澤寛一(坂ノ市中央)/姫
野哲(坂ノ市中央)
▪大南地区 吉田武子(中戸次)/佐藤 子
(ひばりヶ丘）
▪稙田地区 井立常喜(寒田北町)/朝来野
静代(田尻)/麻生久典(鴛野)/大久保和弘
(横瀬)/切石敏子(星和台)
▪佐賀関地区 秦タズ子(佐賀関)
▪市外 朝見陽次(横浜市)
以上5月15日受付分まで

人権・行政困りごと相談所
▪日時：7月19日㈭ 午前10時～午後
3時
▪場所：鶴崎市民行政センター
▪相談員：人権擁護委員、行政相談委員
▪相談内容：差別・セクハラ・パワハラ・い
じめ・体罰などの人権問題、
行政の手続
き・サービスについて困っていること
問 大分地方法務局（☎532-3368）
、
大分行政監視行政相談センター（☎
532-3715）

第110回市民水泳競技大会
▪日時：7月22日㈰ 午前10時～
▪場所：市営温水プール（西浜）
▪対象：市内居住の小学生以上
▪参加料（1種目）
：大学生、一般…800
円 小・中学生、高校生…400円
▪その他：競技種目や申込方法など詳
しくは、市営温水プールに備え付け
の大会要領をご覧ください。
▪申込期間：7月1日㈰～8日㈰
問 市水泳協会事務局 木本（☎0901167-2604）

夏休み子ども温泉教室

無料

温泉の仕組みや、泉質、効能などを、
楽しく学べる教室です。
▪日時：7月26日㈭ 午前10時～正午
▪場所：丹生温泉
▪対象：小学4～6年生の子どもとその
保護者
▪定員：30組(多数時は抽選)
▪その他：参加者は当日の入浴料が無
料(記念品付き)
▪申込み・問 往復はがきに、
住所、
電話
番号、子どもと保護者の氏名(ふりが
な）
、
続柄を記入し、
7月13日㈮
〈必着〉
ま
でに大分市福祉会(〒870-0125 大
字松岡4079 ☎520-0580)へ。

「障がい者アートの祭典
全国障がい者作品展」
作品募集
障がいがある人の絵画、写真、書道、
彫刻、工芸、手芸、文芸（短歌、俳句、川柳
など）の作品を募集します。
▪展示期間：11月9日㈮～18日㈰
▪場所：県立美術館 展示室A
▪募集期限：7月31日㈫
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
県国民文化祭・障害者芸術文化祭局
（☎529-6286）
へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

「九六位山キャンプの夕べ」
無料
綱引き参加者募集
▪日時：7月21日㈯ 午後5時～
▪場所：九六位山キャンプ場
▪部門：●大人の部
（中学生以上） ●子ど
もの部
（小学生以下） ※1チーム6人
▪申込み・問 電話（月・水・金曜日受付）
またははがき、ファクスで、参加部門、
チーム名、代表者の氏名・電話番号を、
7月1日㈰から実行委員会事務局（〒
870-0276 大字宮河内4547-1 川添
校区公民館内 ☎・ 529-2388）
へ。

ハッピーファミリー応援教室

無料

①プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～4時
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし
もく
方、新生児の育児講座、妊婦体験、沐
よく

浴実習など
▪対象：初妊婦とその夫
▪定員：12組（先着順）
▪持参品：母子健康手帳
②親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時30分～4時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
▪定員：17組（先着順）
▪持参品：母子健康手帳、バスタオル、
おむつシート
▪月日：7月21日㈯
▪場所：鶴崎市民行政センター
※①・②の教室参加者の交流会もあり。
▪申込み・問 電 話 で、7月2日 ㈪ か ら
県助産師会（☎534-0753）
へ。

長崎日帰りバスツアー
▪日時：7月28日㈯・29日㈰ 午前7時
30分～午後7時30分
▪内容：ペンギン水族館の見学と長崎
港で行われるペーロン大会の観戦
▪集合場所：要町貸切バス駐車場
▪定員：各49人（先着順） ※最少催行
人数は各35人
▪参加料：①出島ワーフランチコース
…6,900円 ②旬のはも御膳コース
…7,900円（①②とも昼食代込み、小
学生以下は①4,900円 ②5,400円）
▪申込み・問 電話で、7月2日㈪から
長崎国際観光コンベンション協会
（☎095-823-7423）
へ。
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