平成 27 年 11 月 10 日
茅ヶ崎市美術館企画展「―まぼろしの翼― 島谷晃展」
2015 年 12 月 6 日(日)～2016 年 1 月 31 日(日)
アクリル画、リトグラフ、銅版画等の平面作品にとどまらず立体造形や壁画、天井画などさまざまな
作品を手がけたアーティスト・島谷 晃（しまや・あきら/1943～2010）
。
画風もまた多様ですが、多くの作品には鳥(特にふくろう)が登場し、あるときは女性の顔と結び合い、
またあるときは取り込まれて不思議な幻想の世界を醸し出します。
藤沢市片瀬に生まれ育った島谷は、創造という翼を広げて国内だけでなくオランダやアメリカ、南米・
スリナムなど各地で制作、発表をおこないました。
歿後５年にあたり、ここ湘南から世界にはばたいたアーティストが生みだした多彩な島谷ワールドを
ご紹介します。
[主な展示作品]
1.〈The shadow of my bicycle(自転車)〉
1980(昭和 55)年 アクリル・キャンバス 130.4×97.0(cm) 茅ヶ崎市美術館蔵
2.〈The memory of wave city(波都市の記憶)〉
1992(平成 4)年 アクリル・板 170.0×178.0×5.0(cm) 個人蔵
3.〈For your green eye(みどりの瞳)〉
1993(平成 5)年 アクリル・キャンバス 65.0×65.0(cm) 個人蔵
4.〈The dream of Surinam(スリナムの夢)〉
1999(平成 18)年 アクリル・板 130.0×250.0(cm) 西念寺蔵
5.〈My green earth(私の生命)〉
制作年不詳 アクリル・キャンバス 径 200.0(cm) 個人蔵
展覧会概要
[会場]
茅ヶ崎市美術館 展示室 2・3
[開館時間]
午前 10 時～午後 5 時
(入館は午後 4 時 30 分まで)
[休館日]
12 月 7 日(月)，14 日(月)，21 日(月)，24 日(木)，28 日(月)～1 月 4 日(月)，
1 月 12 日(火)，13 日(水)，18 日(月)，25 日(月)
[観覧料]
一般 300 円(250 円) 大学生 200 円(150 円)
高校生以下、市内在住 65 歳以上の方・市内在住障害者およびその介護者は無料
(

)内は 20 名以上の団体料金

[主催]
公益財団法人 茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

＜会期中の催事＞
◆講演会「島谷晃、夢宇宙にはばたく」
たかし

講師 早見 堯 (美術評論家・早稲田大学美術研究会OB)
日時 2016 年 1 月 10 日(日) 14:00～15:30
会場 茅ヶ崎市美術館 2 階 アトリエ
定員 50 名(先着順／申込制※)
料金 無料
◆ゆか―Bossa ミニコンサート「柿木有加子＋露木達也 Duo♪concert」
演奏 柿木 有加子(ギター，ボーカル) 露木 達也(ギター)
日時 2016 年 1 月 17 日(日) 14:00～15:00
会場 茅ヶ崎市美術館 1 階 エントランスホール
定員 座席数約 50 席(事前受付不要／当日先着順)
料金 無料
◆0 歳からの家族鑑賞会「ふしぎな絵の中さがしてみよう」
講師 冨田 めぐみ(NPO 赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会代表理事)
日時 ①2015 年 12 月 22 日(火)／②2016 年 1 月 24 日(日)
両日とも 10:30～11:30
会場 茅ヶ崎市美術館 地階 展示室 2・3，2 階 アトリエ
定員 各 30 名(先着順／申込制※)
対象 ①0 歳以上（おもに未就学児）とその保護者
②0 歳以上（おもに園児・小学生）とその保護者
料金 無料(ただし保護者は要観覧券)
◆ギャラリートーク
（美術館スタッフによる展示作品解説）
日時 ①2015 年 12 月 19 日(土)／②2016 年 1 月 11 日(月・祝)
両日とも 14:00～15:00
会場 茅ヶ崎市美術館 地階 展示室 2・3
料金 無料(要観覧券)
※申込方法＝2015 年 12 月 6 日(日)午前 10 時より美術館受付又は電話にて
【同時開催】
藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町美術展「絵はがきになった湘南の風景」

[会場] 茅ヶ崎市美術館 展示室 1 《観覧無料》

公益財団法人 茅ヶ崎市文化･スポーツ振興財団
茅ヶ崎市美術館
〒253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北 1-4-45
TEL.0467-88-1177／FAX.0467-88-1201
mailto: bijutsukan@chigasaki-arts.jp
(担当) 学芸員
西内 裕詞
広報
池田 香子
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島谷晃略年譜
１９４３（昭和１８）年

７月１日、藤沢市片瀬に生まれる。

１９６３（昭和３８）年

早稲田大学第一文学部文学科美術専修に入学。美術研究会に所属。

１９６６（昭和４１）年

夢土画廊（東京・銀座）にて個展開催、以降、個展多数。

１９６７（昭和４２）年

早稲田大学を卒業。

１９７６（昭和５１）年

５月より翌年４月までオランダ、アムステルダムに留学。

１９７７（昭和５２）年

詩人・壁淑子（画家・田澤茂の妻）の第一詩集『ふりるのどれすでこんに
ちは』（私家版）のカバーイラストおよびカットを手がける。

１９７８（昭和５３）年

東京都美術館（上野）での現代童画会第１回展にて佳作賞を受賞。

１９８０（昭和５５）年

横浜詩人会と画家集団による展覧会「詩人と画家の散歩」に参加する。

１９８５（昭和６０）年

宮沢賢治の童話に絵を添えた『おきなぐさ』（サンブライト出版）が出版さ
れる。カバー前袖の文章は澁澤龍彦。

１９８８（昭和６３）年

９月より翌年８月まで文化庁芸術家在外研修員、日米芸術家交換計画
日本側派遣芸術家としてニューヨークにて研修。

１９９０（平成２）年

第６回カナダ青年画家シンポジウム‘９０に招待され、ケベックにて壁画制
作。

１９９６（平成８）年

神奈川県民ホールギャラリーにて現代作家シリーズ‘９６「島谷晃展 夢幻
の世界・リアルな眼差し」が開催される。
西念寺（鎌倉・岩瀬）の壁画、天井画「鳳凰飛翔図」など三部作を手がけ
る。西念寺は島谷家の菩提寺であり、住職は片瀬中学校での島谷の恩
師。

１９９９（平成１１）年

スリナム国立博物館（南米・スリナム共和国）にて個展が開催される。

２００１（平成１３）年

池田２０世紀美術館（静岡・伊東）にて「島谷晃の世界 鳥になった画家」
が開催される。

２００２（平成１４）年

損保ジャパン東郷青児美術館（東京・新宿）での文化庁芸術家在外研修
制度３５周年記念「『DOMANI・明日』展２００２―文化庁芸術家在外研修
の成果」に出品。

２００３（平成１５）年

南フロリダ美術センター（アメリカ・フロリダ州）にて制作・個展。

２００７（平成１９）年

国立新美術館（東京・六本木）での「文化庁芸術家在外研修制度４０周
年記念 『旅』展―異文化との出会い、そして対話」に出品。

２００９（平成２１）年

ロイヤルギャラリー（オランダ・アムステルダム）にて個展が開催される。

２０１０（平成２２）年

５月２１日、脳溢血のため逝去。

２０１５（平成２７）年

茅ヶ崎市美術館にて企画展「―まぼろしの翼― 島谷晃展」が開催され
る。

