Oita×Art

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
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

ゆきまつ しゅんぽ

幸松 春浦「朝凉」〈1955 年頃〉
後には日本的情趣に富んだ作品へと変化して
いきました。

この作品を制作した幸松春浦は、1897年、現

1955年６月、春浦は、大分市内で開催された

在の大分市中央町で生まれました。大道町で

自身の個展に合わせて帰郷し、城島高原を訪れ

少年時代を過ごし、金池小学校を卒業後、地元

ています。この時の印象について、山はまるで

の南画家秦米陽、佐久間竹浦に画を学び、1915

真っ青なじゅうたんを敷きつめているようで、

年、大阪に移り、姫島竹外の指導を受けます。

朝陽をいっぱいに浴びながら、たれこめた雲が

1920年、帝展に初入選、1926年、1927年には

空に散っていく様子は素晴らしい絵画のよう

連続して特選となり、以後鑑査を受けずに出品
できる「無鑑査」や「推薦」、
「委嘱」として官展

であったと振り返っています。
本作は、この時の強い思いやスケッチを基に

や戦後の日展、新日展を中心に活躍しました。

描かれたと思われ、画面は写実性を残しつつす

その画風は、昭和初期には伝統的南画から近代

がすがしい叙情性にあふれたものとなってい

日本画の影響を受けたものとなり、さらに、戦

ます。

高原のすがすがしい風景を
叙情性豊かに描く

第３回

高原のすがすがしい夏の朝が潤い豊かに描

大分市の面積と人口
※（

）は前月比

男

229,926人（－7）

無料

大分市・臼杵市・津久見市・由布市で
就農を検討している人を対象に、生産
現場の見学などができるツアーの参加
者を募集します。
▪日時：10月5日㈮ 午後0時20分～4
時55分
▪内容：津久見市・臼杵市の柑橘・ピー
マンの栽培施設見学など
▪定員：20人(先着順)
▪その他：申込方法など詳しくは、県中部
振興局生産流通部(☎506-5796)へ。

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！
「ひらく、
であう、
めぐる」
がテーマ！
「● ● 劇場」
▪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、
9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、
大分のいちじく
果肉ソースを3人にプレゼントします。
※当選者の発表は、発送をもって代え
させていただきます。
8月1日号「市報クイズ」の答え
大分市の友好都市は中華人民共和国
「 武 漢 市」

○○

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。
市へ
▪明治明野商工振興協同組合

社会福祉協議会へ
篤志寄付

▪戸次んギョーザ一同/宮﨑恵美子(寒田北町)

香典返し寄付

開催中の展覧会

９月24日㈪まで

特別展

明和電機ナンセンスマシーン展 in 大分
日本の中小企業をイメージした制服姿で活動する芸術ユニット「明和
電機」。世の中の常識を超える作品を作り続ける明和電機の芸術世界
をお楽しみください。
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）

９月の休館日

10日㈪・18日㈫・25日㈫～27日㈭
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人

積 502.38㎢

面

中部地域就農バスツアー
参加者募集

数多の芸術作品にふれられる、“アートの源泉”。

き出されています。

【7月末日現在】

▪大分地区 遠山実(明野東)/桑名雄二(勢
家町)/渡邉勝子(王子山の手町)/佐々木美
子(舞鶴町)/松下一行(田中町)/堤頼子(明
野東)/中野眞平(上田町)/秋月京子(羽田)
▪鶴崎地区 幸秀夫(森町)/増田大二郎(横
尾)/佐藤和義(関園)
▪大南地区 德丸一子(下戸次)
▪稙田地区 加藤久志(横瀬)/藤野春美(緑
が丘)/藤井照子(ふじが丘)/小野哲也(寒
田南町)
▪佐賀関地区 渡邉美千子(一尺屋)
▪野津原地区 猪原時廣(福宗)/佐藤友裕
(下原)/齊藤講治(野津原)
以上7月16日受付分まで

〈住民基本台帳人口〉
口 478,897人（＋42）

女

248,971人（＋49）

世帯数 220,093世帯（＋119）

第29回豊の国ねんりんピック
無料
親善交流登山会
▪日時：9月9日㈰ 午前9時出発
（午前8時30分受付開始）
※当日現地受付（雨天決行）
▪集合場所：西寒多神社駐車場
（大字寒田）
▪内容：本宮山登山
▪対象：60歳以上の健康な人
▪その他：登山に適した服装で、弁当・水筒・
雨具・タオル・手袋などを持参してください。
問 県社会福祉協議会（☎553-1150）

みなとのフードフェスタ2018
▪日時：9月16日㈰ 午後4時～8時30分
▪場所：かんたん港園（生石五丁目）
▪内容：世界各国の家庭料理が楽しめる
「ワールドキッチン」
、花火大会など ※
フェスタ開催にあわせ、
かんたん港園～
柞原八幡宮・高崎山自然動物園を結ぶ2
コースの無料シャトルバスを運行しま
す。
詳しくは観光課(☎537-5717)へ。
問

みなとのフードフェスタ実行委員
会事務局（☎535-2444）

おおいた協働ものづくり展2018
ものづくり体験教室
▪月日：10月13日㈯･14日㈰
▪場所：コンパルホール3階
▪内容：木製小家具作り、
万華鏡作りなど
▪対象：小・中学生
▪定員：各15人程度（多数時は抽選）
▪申込み・問 9月6日㈭～25日㈫に市工
業連合会青年部会(☎569-1234)へ。

障がい者福祉センターからのお知らせ

無料

10月から開講するパソコン教室、
文化教
室、
水中運動教室の受講者を募集します。
▪対象：障害者手帳などを持っている人
▪募集期間：9月1日㈯～11日㈫
問 障がい者福祉センター
（☎576-8880）

第6回ノルディックウオーキング教室
▪日時：10月12日･19日、11月9日･30
日、12月14日・21日、31年1月11日・
18日、
2月8日・15日、
3月8日・22日（金
曜日・全12回） 午前9時30分～正午
▪場所：市営陸上競技場ほか
▪対象：50歳以上の人
▪定員：30人（先着順）
▪参加料：6,000円（傷害保険料含む・
全12回分）
▪申込み・問 電話で、
9月1日㈯～20日
㈭に市営陸上競技場
（☎558-0613）
へ。

街の

ホ
ッ
ト

情報

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 よく
方、
新生児の育児講座、
妊婦体験、
沐浴
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・場所：●9月8日㈯…稙田市民行政セ
ンター ●9月22日㈯…大分南部公民館
※①②両教室参加者の交流会あり。
▪申込み：電話で、9月3日㈪から県助
産師会（☎534-0753）
へ。

家電リサイクルプラント見学ツアー
無料
2018参加者募集
▪日時：10月18日㈭ 午前9時30分～
午後6時
▪内容：リサイクル工場での家電解体
現場見学と講座受講
▪定員：40人(先着順)
▪その他：申込方法など詳しくは、九州
経済産業局環境・リサイクル課（☎
092-482-5472)へ。

消防設備士法定
（義務）
講習会
▪月日と種類：●10月19日㈮…消火設
備（1類・2類・3類） ●10月18日㈭…
警報設備（4類・7類） ●10月17日㈬
…避難器具・消火器（5類・6類）
▪場所：県教育会館（下郡）
▪対象：●28年度に消防設備士の免状
を取得した人（2年目講習） ●25年
度に消防設備士法定講習を受けた人
（5年目講習） ● 法定期限内に消防
設備士法定講習を受けていない人
▪申込み・問 （一財）県消防設備安全
協会、消防局予防課、各消防署に備え
付けの受講申請書に記入し、講習手
数料（7,000円の県収入証紙を貼付）
を添えて、9月10日㈪～28日㈮〈必
着〉に同協会（☎537-3125）
へ。
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