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Able-Art (エイブルアート)をご存知ですか?

字国 正

.Able-Artとは:

知的・身体的障がい者による芸術活動、およびその作品。 文、障がい者の芸術活動を推進する

市民芸術運動。

さて、私は無類に絵が好きで、独身の頃から小銭を貯めては版画や私の懐で手の届くような油絵

を買ってお酒を飲みながら、バッハを聞きながら眺めていると、仕事の事や憂さを忘れることが出

来、ストレス解消に随分と役立ちました。

当時から私はルネッサンス時代の絵や印象派の絵が特に好きでしたが、マイブームはアンドレ・

プラジリエの版画と油絵・パステルではデユフィーばりの飯島一次さんの絵が何とか私の手の届く

作品でした。 夫々数枚ず、つ持っていますが、当時はこの二人の画家の絵を画廊で見ると(病気で

しょうか?)兎に角、欲しくて堪らなくなるのです。 誠に今思うと厄介な事でしたが、結婚し、

みどりと自然を大切に



安月給では絵どころでは無くなり、次第に収集癖は消え去りました。

しかし、絵好きは消えません! カレンダーやポスターの良い絵や写真が有ると、それを切り取

り、安い額縁でもそれに額装すると中々楽しめます。 クリムトやマティスやクレーの様な画家の

絵なら、新聞の切り抜きでも充分でした。 額に入れるとどんな絵でも見違える程に輝き、お客様

が感心してくれるほどに見えます。

因みに、少し値が張ったと言っても可愛いモノですが、私のコレクションの中でポール・アンビー

ユの「パリ・ Jレクサンプール公園」の油絵とルオーの版画「ミゼレーレ集の中からキリスト受難」

の2枚が特に私の自漫でしたが、娘が欲しがるのでやりました。

それにしても、あんなに身の内でたぎっていた収集癖ですが、不思議なモノで歳と共に(色々な

物欲と共に)次第に失せて来ました。

ある時(確か、ミレニアムを少し前にした 7)、伊予銀行川之江支庖のギャラリーコーナーで、

我が町・我が部落の石村弘之 (雅号は心耳)先生の絵手紙の個展が聞かれていました。 母から石

村先生の事は聞いておりましたが、私など素人が言うのも何ですが、とても酒脱で気品が有って美

しい色使いで、絵手紙ですから、絵と書のアンサンプル/ハーモニーもとても素敵で、絵手紙とい

うには勿体ない 71 もはや芸術 1! 

先生の書はわが社の創業者のお一人・高尾尚忠先生が書道の師とされていた出口草露の書にそっ

くりですし、風景画は安野光雅タッチの酒落たモノです。 すっかり好きになり、石村先生をお

訪ねし、先生の絵(作品の)のコレクションを少しからでも会社でさせてもらいたい!とお願いし

て、お許しを得る事が出来たのです。 と言うのもLIVEDOではこれと言った他人様にお見せ出来る

様な書画脅董のコレクションもなく、少しは価値のある芸術作品のようなモノが有っても良いので

は7!と思い始めていたからです。 かと言って過度な賛沢は許されません 1! 

先生はあちこちで絵手紙教室を開かれておられましたので、先生の絵手紙ファンは全国に居られ、

先生は絵手紙の教本を数冊発刊され、近々、"絵と書のアンサンフソレ"i新しい俳画」として、秀作

社出版から出版されると言われます。 ファンから言うと額装された先生の(絵手紙)作品は垂誕

の的で、その作品には結構な値段が付いているように先生のお弟子さんのお一人からお聞きしてお

りました。 別に他意もなく、私は先生の絵が散逸されない様にしてほしい! と申し上げていま

したが、その言葉が先生の心を打たれたのでしょうか71 その言葉を多とされて71 本当に額

装代が出るか出ないかという様な安価な価格で、納得の行かれる作品が完成されるとお持ち下さる

のです。 私は恐れ入りました。

そして、私に私信として下さった素敵な絵手紙の一群を除いても、今や優に 50点は下りません。

四季折々に貞光工場の応接やエントランス、廊下に架け替えさせていただき、お客様や社員の目を

楽しませてくれていますが、皆様からご希望が有れば貸し出させて頂きたい 11 当社の宝物の

様な先生の作品ですが、分けて頂いた先生のご芳志を思いますと、とても当社だけの持ち物として

秘蔵しておくことはできません!

う想いで今や私は一杯なのです。

先生から預からせて頂いている様な、みんなのモノ! とい



当社にもし、これらの先生の遣された作品群をご遺志に沿って、持ち堪える事が出来ない事態が

起こる様だと、先生の作品をご理解下さり、永代大切に維持・管理していただける人(法人)は?

末代の作品群達の落ち着き場所を見つけて差し上げねば、先生に申し訳が立たない! ! 私はそ

う思い、社員にはその様に言っています。

さて、新居浜にメディカル工場を建設する事に成って、工場の加工室は防虫・防塵対策の為、窓

もなく、社員には息苦しい様な防塵服での作業を強いています。 いくら工場が立派に出来ても、

建物だけでは、味気・色気もない、だだっ広い工場・廊下や応接室、会室、食堂、エントランスが

有るだけでは無機的で余計に寂しく哀しい! その工場(の壁)に何か?人間的な息吹を吹き込む!

その様な芸術作品は無いか? そして、社員に寛いでもらい、憩いと安患を与える空間に新居

浜工場をしたい! 欲を言えば、新居浜工場に来られるお客様が私達・ LIVEDOの趣味やテーストか

ら、私達の中にある医療や福祉に貢献するに相応しい理念性や志を飾り展示する絵や掲示物や置物・

モニュメントを通じて感じ取って貰えれば重畳だと考えました。

広いエントランス(お客様を迎える表の & 社員が朝夕出入りする裏の)に兎に角、素敵でイ

ンパクトのあるアート が欲しい! ! それをどう実現しょうか? しかし、それに費やせる予算は

今のLIVEDOには余り無いが?!・・・・・。 そう考えていると、友人から貰ったAble-Artの画家

たちの作品集の凄いエネルギーと私達・凡人が思いっかないような素晴らしい色使い!等が思い出

されて、気になったのです。 早速、 Able-Artの活動をされている、奈良タンポポの家の播磨理事

長先生とその支援者のお一人で日本を代表するFlag作家の福井恵子先生に相談いたしました。

福井先生は広いエントランスに負けない絵を描けるAbleの画家と言うとやはり、 (Ableの中でも

福井先生がご指導されている)山野将志君(1977年生まれ当時35歳)だわ!と仰る。 山野さんの

作品集を見ると私もとっさにこれだと思いました!

私はエントランスには壁画のような大きな作品が欲しいし、壁に直接描くと工場の改装では作品

が遺せないので、壁画ばりの大きな掛物(何枚かを掛けると壁画のように成って取り外しが出来る

モノ)が良い! 画題は『いのち輝く・森! ! Jと決定。 山野君に四国・新居浜での取材依頼と

制作委嘱がなされ、彼は本当に喜び勇んで、創作に取りかかってくれ、海身の作品が完成しました。

*話はまだまだ続きます。続きは次回の週報に掲載させていただきますので、宜しくお願い致し

ます。
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出席報告

1.出席会員(51名中)

2.当日出席率

3.前々回補足修正率

(メイクアップ会員)

39名

76. 47 % 
92. 16 % 

4/20 佐々木敬史会員(坂出東RC)

出席表彰(5月)

石川豊和会員(9年)

会長の時間

・熊本地震の支援についてお願い

委員長の時間

. i友J5月号要点紹介

雑誌委員長土肥義紹会員

・出席報告出席委員長石川隆文会員

会務報告

1.ザ・ロータリアン 2016年5月号

2. 2016年 5月・ 6月 近隣クラブ例会の

お知らせ(出席委員会)

【4月 26日附開催定例理事会報告】

①熊本地震の義指金について

会員 1人 10.000円×会員数 51名

(510. 000円)

ニコニコ会計より (490.000円)

総額 100万円を支援することで決定致しま

した。

牢会員 l人 10.000円を、 5月 17日ω
の例会より集めさせていただきます。

②ポリオ寄付について

今年度、百万ドルの食事を 2回実施し、

57. 000円を寄付させていただきます。

ニコニコニュース

大西宣… 4/29のマス網会には、多くの会

員とご家族が参加され、新鮮な瀬

戸内の魚をおおいに堪能しました。

お世話頂いた、三好会員をはじめ

有志の皆様有難うございました。

尾藤…① 4/29 析網では、お世話にな

りました。お魚が美味しかったで

す。

②弊社から熊本へ、応急危険度判

定のために、応援に行きました。

l日も早く平常にもどってもらい

たいと思います。

石村浩…ヵーパナ一月信に米山報告を書かせ

ていただきました。最初は写真だ

けでしたが、原稿担当が欠席にな

り、後日思い出しながら、書きま

した。写真ばかり多いですが、ご

かんべんを。

内 田…① 4/29ますあみの魚いただきま

して、ありがとうございました。

同級生 30人程で楽しみました。

②東京スカイツリーと富士山の小

旅行を家内といたしました。天候

もよく最高でした。

字 国…お誕生祝い、アリガトウございま

す。

鈴木謙…連休中、京三条から桑名まで(約

120回)旧東海道を 6日間歩きま

した。疲れました。口と道楽をし

ました。

寺ヂt...5月 7日(訪中銀みどり会のゴル

フコンペで優勝できました。が、

真の優勝は、中国銀行の瀧さんで

した。銀行のコンペと言う事で繰

り上げ一位でした。瀧さんおめで

とうございます。

福崎…Bテープル、久々の全員出席です。

山 J1!.. .連休日、女房と二人で、 モネの庭

の庭師・川上裕さんに会いに行っ

てきました。

女房とドライブは何年ぶりか思い

出せません。

横 内…先日のマス網会では、大変お世話

になりました。お世話いただいた

石原さん・三好さんありがとうご

ざいます。さっそく魚のさばき方

教室で教えていただいた事を我が



家で嫁さんと娘が披露してくれま

した。出来映えは別として、おい

しくいただきました。

佐々木…①最近出張続きで休みばかりで申

し訳ありませんでした。

②ムシ暑い今日です! ! 
大変遅くなりましたが、来週より

クールビズ(ノーネクタイ)とさ

せていただきます。

卓話(青少年奉仕委員会担当)

「九州遍路旅」

三宅文雄会員

近隣RCの例会B
5月 19日同新居浜RC

(移動例会)

リーガ新居浜にてメーキャップの受付を

しております。

5月 19日同観音寺RC
(観音寺商工会議所)

5月 20日後)伊予三島RC
(三島商工会館)

5月 24日附観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

5月 24日(刈新居浜南RC
(移動例会)

リーガ新居浜にてメーキャップの受付を

しております。

例会プログラム

5月 24日附

(社会奉仕委員会担当)


	名称未設定 1
	名称未設定 2
	名称未設定 3
	名称未設定 4
	名称未設定 5

