
                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

  

平成 26年度 岩手町小中学校・高校 

絵画コンクール作品展 
 

 

 

 

 

各部門最優秀賞／上段左から 

小沢朱莉（北山形小２年） 

庄子冬夜（一方井小４年） 

岩﨑大門（岩瀬張小６年） 

乙茂内茉衣（沼宮内中３年） 

阿部愛海（沼宮内高１年） 

会  期：平成 27年 1月 6 日（火）～25日（日） *観覧無料* 

休館日：1月 13日（火）、19 日（月） 

時  間：午前 9時から午後 5時まで（入場は午後 4時 30分まで） 
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明けましておめでとうございます。 

昨年は突然に春がやってきたと思ったら、今度は突然に夏になり、秋の

到来も突然でした。それぞれの季節を結ぶ中間がなくなったような感じが

したものです。そして、やはり冬も突然にやってきました。 

冬の間はオートバイにもロードバイク（長距離レースの競技用自転車）

にも乗れないため、これまで私はまるで冬眠をしているような状態で過ご

してきたものですが、体がなまってしまうので、スキーを再開しました。 

再開といっても 40 年近いブランクがありますから、ほぼ初心者同然で

す。 

それでも、昔とった杵柄というのでしょうか。ゲレンデを恐る恐る滑り

下りていくあいだに、体が自然に反応していくのがわかりました。自転車

と同じで、スキーはいったん身についたら忘れないのだそうです。 

とはいえ、私がスキーに熱中していた十代半ばのころとはスキー道具も

テクニックも異なります。スキースクールで一から学んでいますが、やは

り「初心者同然」だと痛感させられます。 

おもしろいことに、私が受講しているスキーレッスンのコーチは、ロー

ドバイクの仲間なのです。これはスキー場で出会って初めてわかったこと

で、まったくの偶然でした。 

スキー板を通して伝わってくる雪面の質感やゲレンデならではの冷気に

猛烈な懐かしさを覚えました。それだけでもスキーを再開してよかったと

思いました。 

実は自転車もギター（バンド活動）も、20年ほどのブランクがあって 40

歳を過ぎてから再開しているのです。いろいろ遠回りをして、結局、原点

に戻っているような気がしないでもありません。 

原点といえば、私のすべての原点は映画（それも洋画）に求めることが

できます。天候が悪くてスキーに行けない休日は、1960 年代から 70 年代

初頭にかけて公開された映画をＤＶＤで楽しんでいます。産業としての映

画は現在のほうが盛んだと思いますが、映画が持つ力はあのころのほうが

遥かに強いと感じます。 

あるいは、映画に限らず、絵画だろうと小説だろうとジャズだろうと「力

を持っていた時期」が過去にあり、そのおかげで今があるということがで

きるのかもしれません。美術館はそういったことを伝えていく使命も持っ

ていると私は思っています。 

岩手町立石神の丘美術館を今年もどうぞよろしくお願いします。 

《同時開催》 ホールの小さな展覧会 

グルジア（ジョージア）の子どもたちの絵 
会  期：平成 27年 1月 6 日（火）～25日（日） *観覧無料* 

休館日：1月 13日（火）、19 日（月） 

時  間：午前 9時から午後 5時まで（入場は午後 4時 30分まで） 

［主催］ 日本ユーラシア協会岩手県連合会・岩手町立石神の丘美術館 



   

  

  

    

    

   

 

 

 

   

  

  

    

 

 

 

 

 

   

 

 

岩手町小中学校・高校 絵画コンクール 入賞者 

■小学校低学年（1・2年生）の部  応募点数 108 点 

《最優秀賞》 小沢朱莉（北山形 2） 

《優 秀 賞》 畠山來夢（沼宮内 2）、山口叶香（沼宮内 2） 

《佳    作》 大村冬吾（北山形 2）、木戸口楓（沼宮内 2）、谷地倫歌（沼宮内 2） 

 

■小学校高学年（3・4年生）の部  応募点数 68 点 

《最優秀賞》 庄子冬夜（一方井 4） 

《優 秀 賞》 川上慎（久保 4）、国枝愛友（一方井 4） 

《佳    作》 渡優翔（川口 3）、松本由綺（浮島 4）、民部田大志（水堀 4） 

 

■小学校高学年（5・6年生）の部  応募点数 33 点 

《最優秀賞》 岩﨑大門（岩瀬張 6） 

《優 秀 賞》 岩崎尚旺（岩瀬張 5）、松本奈々（浮島 6） 

《佳    作》 鷹觜航希（水堀 5）、三浦慶太（浮島 5）、中居洸太（水堀 6） 

 

■中学校の部  応募点数 87 点 

《最優秀賞》 乙茂内茉衣（沼宮内 3） 

《優 秀 賞》 千葉優菜（一方井 1）、松澤侑希乃（沼宮内 1） 

《佳    作》 大欠歩香（沼宮内 1）、奥寺菜音（沼宮内 1）、瀨川奈津樹（川口 1） 

小澤聖良（沼宮内 2）、早坂璃子（沼宮内 2）、大坊啓介（沼宮内 3） 

松本詩歩（一方井 3）、山中義大（東部 3） 

 

■高等学校の部  応募点数 48 点 

《最優秀賞》 阿部愛海（沼宮内 1） 

《優 秀 賞》 田中太成（沼宮内 1）、田村祐喜（沼宮内 3） 

《佳    作》 川上葵（沼宮内 1）、今松光栄（沼宮内 2）、伊藤和希（沼宮内 3） 

※（  ）は学校名と学年 

美術館隣接 道の駅 石神の丘／レストラン石神の丘情報 
道の駅 石神の丘 TEL0195-61-1600／レストラン石神の丘  ＴＥＬ0195-61-1602 

産直組合員・戸埜村正さんが２００４年から 

制作を続けてきた干支の木工品。 

今年の「未」で１２体すべてそろいました！ 

産直入口でみなさまをお迎えしております。 

【次回の展覧会】 
平成２６年度 岩手県立沼宮内高等学校  

美術部・書道部合同展  

会期：平成２７年 ２月１４日〔土〕―２７日〔金〕  ＊観覧無料＊ 
＊休館日：２/１６（月）、２３（月）／時間：午前９時から午後５時まで＊ 

沼宮内高校と石神の丘美術館が共催で行

うこの展覧会も今年で１２回目を迎えます。 

本展では、学芸員のアドバイスを受けなが

ら、生徒自身が展示作業を行います。 

（写真は昨年度の会場風景です） 

【ホール展示】 「平成２７年 岩手町書初めコンクール 入選作品展」 
会期：平成２７年２月７日（土）～３月１日（日） 午前９時から午後５時まで 

休館日：２/９（月）、１６（月）、２３（月） 主催：岩手町教育委員会、岩手町学校教育研究会 

イタリアンの鉄人 

神戸勝彦シェフ 監修 

 

 

 

 

 
～Don de Sitae～ 

「大地からの贈り物」 

イタリアンフルコース 

１月３１日（土）までの期間限定販売 

価格５,０００円（要予約） 

詳しくはレストラン石神の丘へお問い合わせください 

平成２6年度 岩手町立石神の丘美術館 

岩手町小中学校・高校 絵画コンクール作品展
 会  期：平成 27年 1月 6日（火）～25日（日） *観覧無料* 

休館日：1/13（火）、19（月） 

時  間：午前 9時から午後 5時まで（入場は午後 4時 30分まで） 
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新年会・各種パーティー 

ご予約承ります 

レストラン石神の丘／０１９５-６１-１６０２ 


