岩手町特産のブルーベリーの木がた
くさん植えられています。
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宇 津 宮 功（うつみや・いさお）
さん
は、盛 岡 市出 身の画 家で、現 在 、
フ
ランスに在住して制作しています。
渡 仏 して 四 十 年 以 上になります
が、二、三年ごとに帰国し、盛 岡市
をはじめ国 内でも個 展を開いてい
ます。
初めて宇 津 宮さんの作 品を見る
方は、
ちょっと日 本人離れしている
絵に驚くかもしれません。宇 津 宮
さんの作 品は、具 象ですが写 実で
はなく、現実を背景にしながら、想
像力を駆使してつくりあげた宇津
宮さん自身の内景といっていいかも
しれません。
宇津宮さんの作品は、
ときに神話
的といった形 容 をされることがあ
り

宇津宮功展

石神の丘美術館屋外展示場には、

際には、ぜひ甘酸っぱい味を楽しんでみてくださいね。（多くの方に楽しんでい
ただくため、お持ち帰りはご遠慮いただいております。たくさんお求めの方は隣接

の産直施設をご利用ください。）また、屋外展示場では、「石神の丘スタンプラ

リー たまなぼうやとブルベリーナを探せ！」を開催しています。屋外展示場に

設置されたスタンプをあつめながらの散策は、こども達に大人気！ ヒントをた

よりに、博覧会キャラクター「たまなぼうや」と「ブルベリーナ」のスタンプを見
つけることができるかな？ あなたもチャレンジしてみませんか。

企画展示室では、隣接する道の駅「石神の丘」が 2002 年 7 月に開業し、

りますが、別の言い方 をすれば寓
意的で非常に詩的でもあるように
思います 。宇 津 宮さんの絵を前に
すると、私は少し難 解な現 代 詩を
読んでいるような気分になります。
そうした宇津宮さんの絵との対峙
は、見るものの想像力を刺激し、
そ
れぞれの 想 像の 世 界へと誘ってく
れるのではないでしょうか。
それほ
ど魅 力 的であるということでしょ
う。
宇津宮功展に合わせて、
ご本人も
帰国し、石 神の丘美 術館での個展
を自ら監修し、来場者と交流する
ことになっております。今回の宇津
宮 展は、彼の初 期から最 近 作まで
を展 示する 初めての個 展であり 、
国 内 外の美 術 関 係 者の 注 目 を集
めるものと思います。
今 展 に 合わ せて 図 録も 発 行 し
ます が 、 その 内 容は 今後 の宇 津
宮展にとって、
あるいは宇津宮さ
んの作品世界を考証するうえで欠
かせない

今年もたくさんの実がつき、青紫色に熟してきました。屋外展示場を散策の

ことを記念して「岩手町博覧会 ～たまなぼうやとブルベリーナの探検～」を

開催中です［～8/26（日）まで］。この展覧会では、岩手町の歴史、スポーツ

や文化活動、道の駅で買ったり、食べたりできる岩手町の美味しいものを紹

介しています。町内の方はもちろん、帰省しているみなさん、道の駅に立ち寄
ったみなさんもぜひ、この機会に岩手町を見つめなおしてみてくださいね。
道の駅「石神の丘」開業・石神の丘美術館リニューアル５周年記念

岩手町博覧会

かせない文献になるものと思いま
す。宇 津 宮さんは、たいへん気さ
くな方です。作 品に関する 質 問
でもかまいませんから、声をかけ
懇親してください。
今後、
岩手町に来られる機会は
そうないと思いますので、多くの
方に来ていただき、鑑賞と同時に
交流していただければ、主催者と
して嬉しく 思います 。図 録 も美
術史的にも貴重な文献になると
思います。重 版はしませんので、
ぜひ購 入しておくことをお勧め
します。
（芸術監督・六岡 康光）

同時に石神の丘美術館がリニューアルオープンしてから今年で 5 周年となる

～たまなぼうやとブルベリーナの探検～
会 期：２００７年６月３０日（土）～８月２６日（日）
開館時間：午前９時～午後５時 会期中休館日はありません
観覧料金：一般２００円/大・高生１００円/中学生以下無料

花火観覧にご利用ください
美術館屋外展示場を無料解放！

２００２年７月に、岩手県で２１番目に登録された道の駅と
して「道の駅石神の丘」が開業し、それに伴い石神の丘
美術館がリニューアルオープンしてから今年で 5 年になり
ます。７月２８日(土)、２９日（日）には、道の駅「石神の丘」を
会場に「５周年記念感謝祭」が行われました。ブルーベリ
ー摘み取り体験ツアーのほか、子どもたちによる郷土芸
能発表、餅まきなど楽しいイベントで盛り上がりました。
美術館にも多くの方が来館され、「岩手町博覧会」をご
覧くださいました。
さて、今回の「岩手町博覧会」では、「岩手町のあゆ
み」、「岩手町のいろいろな顔」、「おいしい岩手町」と大き
く３つのテーマを設け、岩手町の歴史や偉人の紹介、「ホ
ッケーの町」、「彫刻のある町」などと呼ばれる岩手町の
文化やスポーツ活動について、また、道の駅石神の丘の
「産直」、「レストラン」、「パワー工房/茶屋っこ」で販売す
る地場産品の生産現場などを紹介しています。岩手町に
まつわる様々な事象を見つめなおし、立体的に岩手町を
感じることで新しい魅力を発見していただければ幸いで
す。皆様のご来館をお待ちしています。
岩手町民のみなさま！ 町民無料券が全戸配布されています。ぜひ、ご利用ください。

夏休み特別企画

次回の展覧会
９月１日[土]～１０月８日[月・祝]

ホールの小さな展覧会
Ｍ氏コレクション

ガラスの動物園
美術館ホールでは、
8/26（日）まで、可愛らし
いガラスの動物たちを紹
介しています。君に似て
いる動物はいるかな？

渡仏４０年―パリで紡がれる神話世界

宇津宮功展
Le monde mythique d’Utsumiya

１９４５年盛岡市生まれ、
大学卒業と同時にフラ
ンスに渡り、制作を続け
ている宇津宮功の初期
から最近作までを紹介。

工房体験講座

ドライフラワー教室

第 13 回 岩手町夏まつり
８月１４日(火)
会場：道の駅イベント広場

今年度最後の講座では、
「麦のアレンジメント」をつ
くります。初めての方も気
軽にどうぞ。

花火大会 20：00～《雨天時翌日》

日 時：8 月 26 日(日)

毎年恒例の夏まつり。今年も花火大会
の時間、美術館屋外展示場の一部を特
別に無料解放します。《美術館観覧は通
常通り午後５時までとなります。花火観
覧のための入場は、野外劇場側からとな
りますので当日の掲示にご注意くださ
い。懐中電灯などをご持参ください。》

《友の会会員募集》

午前１０時～正午ごろまで

場 所：石神の丘美術館 工房棟
材料代：1,500 円
定 員：１５名（予約優先・先着順）
美術館へお申し込み下さい

指 導：花ちゃ花ちゃ工房
（町内ドライフラワーサークル）

美術館友の会では、１９年度会員を募集しています。一般会員の会費

は２，０００円で、会員証の提示で５名まで観覧無料になるなどの特典があります。新規入会の方に
は、友の会オリジナルボールペンを差し上げます。くわしくは、美術館へお問合せ下さい。

美術館隣接

道の駅・レストラン「石神の丘」情報

このコーナーのお問合せ・ご予約は

道の駅「石神の丘」 TEL0195-61-1600 まで

朝 市
日時：８月１２日（日）朝 6 時から
場所：道の駅イベント広場
お盆の準備は道の駅で！ 道の駅では恒例
の朝市を今年も開催します。朝取りの新
鮮夏野菜（キュウリ、トウモロコシ、ブルーベ
リーなど）、お盆用のお花（トルコキキョウ、
アスター、りんどう、菊など）を朝６時より道
の駅・イベント広場で販売！ 産直コーナー
も朝６時より営業します。

夏のコース料理
〈グラスワイン〉〈オードブル〉
県産地鶏と夏野菜の冷製～
田中栄三さんのバジルでつく
ったソース〈スープ〉伊藤ウメ子さんのねばり芋で
つくったビシソワーズ〈魚料理〉白身魚のポアレ～
パプリカのソース〈肉料理〉やまと豚と春みどりの
ラグー～スパイシーカレー風味〈サラダ〉〈パン or
ライス〉〈デザート〉アップルマンゴーのアイスクリ
ーム〈コーヒーor 紅茶〉￥3,000（税込） コース料理
は予約制となっています。上記番号へご予約くだ

７月に引き続き８月も道の駅産直施設は 営業
時間を延長 いたします。通常より１時間延長
し、 午前９時から午後７時 までとなりますの
で、どうぞごゆっくりご利用ください。

さい。夏のコース料理は 8 月までとなっています。

新メニュー「ブルーベリー
サラダ冷麺」もおすすめ！

