
　初春のうららかな気配の兆す2月28日から3月3日にかけて、藝術
出版社主催の第1回〈ECOスマイルアート展〉が開催されました。
　本展は、「アートは心と地球を救います！」をキャッチフレーズ
に、芸術を通じて現代社会に“笑顔”を取り戻し、失いつつあるモ
ラリズムを提唱して多くの人々に地球温暖化の危機意識を広め、
温暖化を防ぐすることを目的とした展覧会。
　会場となった東京芸術劇場の5F展示ギャラリー（天井約4ｍ、
総面積約400平方メートルの大ホール）には、全国から精選され
た様々なジャンル、絵画、彫塑、工芸、書、写真などの美術作品が
ズラリ。東京都の芸術文化施設の殿堂らしく、総合芸術を志向す
る“目利き”たちを先頭とする1,000人以上の来場者があり、会場
は常に活況を呈しました。
　今回は新しい試みとして、展覧会初
日のオープニングパーティにて出品作
家への社会貢献感謝状の授与式（そ
の入れ物としてのエコバッグの進呈）が
行われ、さらに弊社が誇る美術評論家
陣（ワシオ・トシヒコ、藤森耕英、西村冨
彌の3氏）との交流懇談会が開催され
ました。実際に自分の作品を挟んで、評
論家と直接意見を交すことのできる機
会を終えて、「貴重かつ有意義な時間
だった」「思わぬことに気づかされた」
「勉強になった」と、大好評だったのと
同時に、早くも次回展にも同じ機会をと望む声が上がりました。
　地球温暖化は、「自己さえ良ければ、他のことは考えない」という利便性のみを追及してき
た人間の傲慢さの累積にほかなりません。人類のひとりひとりが「（地球環境を含んだ）他を
思いやる」心を持ちえたならば、地球温暖化は現在に至るまで深刻化しなかったといえます。
　しかし、優れたアート作品には、人々の心を癒し、満たしていく大きな力が備わっていま
す。その大きな力が「他を思いやる」心のゆとりを生み出していきます。アートに触れること
によって人々が心のゆとりを持ち、延いてはこの全人類最大の課題を解決へと導く糸口に
なる、この〈ECO スマイル アート展〉は、社会貢献への一端を担う大いに意義のある試み
として、9月の第2回展へと続いていきます。

エコとアートが融合した試みに、
早くも次回展への期待の声

モダンな照明と天井の高さが印象的な5F展示ギャラリーは、連日賑わいを見せた。

出品作家との交流懇談会の様子。向かって左は、美術評論家・ワシオ・トシヒコ氏。

美術評論家・西村富彌氏（向かって右）。

オープニングパーティでの社会貢献感謝状の授与式。

交流懇親会は「他者の作品評を聞く機会」。
右から2人目は、美術評論家・藤森耕英氏。

安西華衣 "クルリンタンより　かくれたつもり",  
　　　　　油彩
今田裕介 "irony",  油彩,水彩
祝  園美 "無題",  ガラス
大岩成吉 "田植えの頃",  油彩
大塚タケ "秋日和",  油彩
小川猛志 "京都議定書",  立体
奥野五葉 "達磨画「知足」",  水墨
小澤  力 "アテネのキオスク",  油彩
小田光代 "レインボーワールド㈼",  アクリル
甲斐秀人 "地球の涙",  油彩
柿崎  覚 "上野公園で説教をする神父とそれを聞く
　　　　  人達の居る風景",  油彩
片上  純 "夢",  アクリル
加藤莎雁 "榛名神社",  水墨
鴨志田榮巳子 "夏の朝",  油彩
木下四郎  "オンフルール",  油彩
木下四郎  "シュノンソー城",  油彩
倉本美由紀 "ゆめ",  油彩
栗田良二 "うたた寝",  油彩
栗﨑進一 "崩れゆく形態（温暖化）",  油彩
小石川宥子  "車輪の下Ⅰ",  油彩
小石川宥子  "車輪の下Ⅱ",  油彩
小西淳子 "La Pastorale牧歌",  油彩､ﾃﾝﾍﾟﾗ
小林朋子 "早春",  油彩
小山延子  "アンコールの女神様めぐり",  岩絵具
小山延子  "刻",  岩絵具
近藤幸夫  "樹在「クマザサ」",  版画
近藤幸夫  "樹在「独眼エゾシカ」",  版画
近藤幸夫  "樹在「キタキツネ」",  版画

斎藤二良 "雪山と集落",  岩絵具
齋藤君子 "牡丹",  岩絵具
佐伯道子 "悠久",  染織
酒井文子 "Tomorrow",  油彩
志村  勲 "西街道",  写真
鈴木  旭 "黄昏のセーヌ川",  油彩
鈴木妙子  "憩",  油彩
鈴木妙子  "夜空",  油彩
瀬間髙角  "手放してはいけない",  油彩
瀬間髙角  "未熟な頃",  油彩
タカ山久美子 "まめ雛  思い",  ひな人形（粘土）
髙山知也 "我々はありとてあらゆるすべての存在
　　　　　である",  アクリル
髙松央子  "さくら",  書
髙松央子  "つばき",  書
髙栁頴子 "古の端切れ達",  水彩
谷口和正 "霧のはれゆく",  油彩
筑間洞石 "漢詩五言二句",  書
寺谷煌嶺 "論語より",  書
内藤路江 "今日の空",  水彩
中山三郎 "幻",  油彩
中村  玄  "惜春",  彫塑
中村  玄  "晩秋",  彫塑
Nancy "O",  水彩（photoshop）
橋本清一 "丘からの眺め",  油彩
長谷川光枝 "浄土ヶ浜",  油彩
長谷川玲子 "昼下り",  油彩
畠山孝一 "三陸の譜",  油彩
花岡紀子 "アラスカにて",  油彩
林  弘子  "キシツツジ",  岩絵具

林  弘子  "シクラメン",  岩絵具
稗田妙子 "賦",  油彩
平山重子 "花",  書
福田美智子 "睡蓮",  油彩
藤岡作太郎  "チェコ・プラハ  カレル橋のほとり",  
　　　　　　岩絵具
藤岡作太郎  "春の姫路城（白鷺城）",  岩絵具
藤岡作太郎  "奈良の浮見堂",  岩絵具
細貝惣治 "毬",  油彩
堀  郁子 "花の散歩道",  油彩
堀内噎子 "ボソン氷河",  水墨
町田惠子 "音楽を撒く天使",  水彩,色鉛筆
水島栄子  "A.ログハウスのひととき",  油彩
水島栄子  "B.ログハウスのひととき",  油彩
皆川美保子 "祭",  油彩
村田敏明 "風待ち港",  油彩
森井州悦 "のうぜんかずら",  水墨
森下和生 "チャイナドレスの女性",  油性
森部輝子 "一番星みつけた！",  油彩
柳田兼次 "ガード下",  油彩
山形八郎 "川面",  油彩
山口  孟 "地釉 草文耳付彫文壺",  陶芸
山口さざ子 "不安",  油彩
山本幸男 "月夜の甲斐駒ケ岳",  油彩
吉成えい子 "花紋（四季）",  タイル（モザイク画）
吉田大葉 "奈良法隆寺金剛力士像",  水墨
晃一watanabe "私を見つめている私",  水墨,紙
晃一watanabe "-宇宙の中心-地球から270万光年",
  　　　　　　　水墨,ユニグラバス
渡辺賢治 "現在過去未来",  油彩
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