
　時はまさに芸術の秋。大型連休“シルバー・ウィーク”を含む、9
月22日から24日にかけて、藝術出版社主催の第2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、
防ぐことを目的とした展覧会です。
　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
近くの来場者があり、会場は常に活況
を呈しました。
　前回第1回の大好評を受け行われ
た、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）
との交流懇談会は、実際に自分の作品
を挟んで、評論家と直接意見を交すこ
とのできる絶好の機会。今回もまた「実
践的で的確な指摘が勉強になった」
「次回作へのヒントが見えた」「他の作
家への講評まですぐそばで聞けて非
常にためになった」など、同企画の継続
を望む声が多く上がりました。
　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、2010年2月の第3回展へと続いていきます。

心と地球を救うアートの祭典、
着実な第2歩

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。向かって右は、美術評論家・西村冨彌氏。

美術評論家・ワシオ・トシヒコ氏（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。

美術評論家・藤森耕英氏（向かって左）。

青山昭三 ”新築ヲ賀ス”,  書
石川葦生 ”花の精霊の肖像”,  アクリル
上原さつき ”マイルーム・ムーブ”,  油彩
上野秀一 “風 090401”,  油彩
鵜飼真知子 “風に舞う”,  古布、岩絵具
薄井蕙光 “浦島太郎”,  書
大谷幸子 “神々の国”,  油彩
大竹輝幸 “秋の香嵐渓”,  油彩
大野  録 “プロチーダ島（イタリア）”,  水彩
岡本淳子 “別離”,  油彩
荻久保静子 “富岳投影”,  油彩
奥野五葉 “達磨（静）”,  水墨
おとまるみち “狐の嬶”,  さし絵
甲斐秀人 “晩秋の佐倉”,  油彩,
笠松睦旦 “風と大地と魂”,  油彩,水彩,岩絵具
風岡佳子 “花と蝶”,  フレグランスソープ
片岡久幸 “晩秋の茶畑”,  油彩
片岡静代 “夏の日”,  油彩
片桐アキラ “影絵の中の私の世界”,  水彩,その他
片上  純 “color”,  アクリル
金安章子 “Ｍachine.jp”,  アクリル
鴨志田榮巳子 “おかぐら（羽衣）”,  油彩
粥川みさ ”妖精のビリィス”,  写真
河島真規子 ”フェアリーの森”,  油彩
川上緋民 “十二単衣”,  日本人形
川上緋民 “平安”,  日本人形
北田八重子 ”序章”,  油彩
木村精郎 “空想の街”,  油彩

木村敏子 “草のれん”,  岩絵具
鬼柳次雄 “川岸”,  油彩
工藤洋子 “いとおしき未来に（祈り）”,  金属レリーフ
工藤洋子 “いとおしき未来に（命）”,  金属レリーフ
窪井克英 “お風呂大好き！”,  アクリル
熊谷道子 “潮の音”,  油彩
小泉和子 “響-2009”,  立体造形
小林アサ子 “小川温泉郷,  油彩
小林朋子 “秋景”,  油彩
小山延子 “室のうちそと”,  岩絵具
小山美代子 “黙の時”,  水彩
近藤幸夫 ”樹氷”,  岩絵具
近藤幸夫 “待春”,  岩絵具
坂倉秀典 “樹霊”,  油彩
佐々木妙子 “昔むかし”,  木彫
佐藤史子 “微かな想い”,  油彩
佐藤百二 “花嫁さんは舟で行く”,  写真
塩澤重丸 “桜島”,  写真
志村  勲 “童子像-高山市“,  写真
NobuSyo “るＯ2”,  油彩
瀬戸鈴江 “冬籠”,  書
竹内洋子 “ぎ”,  油彩
田中睦子 “野ばら”,  油彩
段  重喜 “小樽運河の赤煉瓦倉庫”,  水彩
露口喜代子 “国分寺史跡の茜空”,  油彩
戸部義盛 “叩き壺”,  陶芸
豊田昶空 “懐古意無窮し“,  書
内藤路江 “生命”,  水彩

中  英夫 “古道の巨木”,  油彩
中川輝子 “ワープする白い空間”,  水彩
中村  玄 “母の日”,  彫塑
中村  玄 “幼馴染み”,  彫塑
錦木眞葉 “風の行方・ゆくえ”,  油彩,
西下鳳純 “新緑”,  岩絵具,
花岡紀子 “空は光の海”,  油彩
林  弘子 “白椿”,  岩絵具
平山重子 “地”,  書
平川圭章 “カタカタ”,  木工
福島久子 “蒼の宴”,  陶芸
藤原優子 “ドライフラワーリース”,  フラワーリース
古山まき子 “晒されて”,  岩絵具
星野フクエ “白昼夢”,  油彩
堀内噎子 “綿の実”,  水墨
幕田今日子 “山斎の庭”,  水彩
町田惠子 “ひとり遊び”,  色鉛筆
三森  桂 “嵐山渓谷”,  油彩
宮入惠次郎 “新芽匂うころ（妙義山）”,  油彩
森川薫淳 “初夏の山路”,  水墨
森部輝子 “遠い思い出の黄昏”,  油彩
山口  孟 “柿釉抜花瓶”,  陶芸
山口さざ子 “不安“,  油彩
山本次郎 “ゴロネちゃん”,  木工
横山杏子 “ヴェール”,  油彩
吉岡賢一 “無題”,  アクリル
吉成えい子 “HAZAMA”,  タイルモザイク画
晃一WATANABE “空間の中で孤独な山”,  水墨
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