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Exhibits

企画展示のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため、感染拡大予防ガイド
ラインを踏まえ十分な措置を講じた上で開催いたします。
ご来場の際にはあらかじめ右記をご確認の上、マスク着用をお願いいたします。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以下のお客様につきましては、ご来場をお控えいただきますようお願いいたします。
＊37.5度以上の発熱や咳、くしゃみ、鼻水などの風邪の症状がある方。
＊体調がすぐれない方。
＊過去2週間以内に発熱や風邪の症状等で受診や服薬等をした方。
＊感染拡大している地域や国への渡航歴が14日以内にある方。

■2023第100回展記念企画

第100回記念春陽展を創る
「春陽会初期会員と出版物との関わり」

３F・展 示室

駒井哲郎と春陽会

２F・チャリティーコーナー
春陽会初期会員は、創立以前から当時興隆し
た文芸雑誌に深く関わり、創立後も多くの著
作を残しています。また、創立趣意書には美
術雑誌に匹敵する『美術年報』の発行も記さ
れるなど出版物に対する意気込みの高さが感
じられます。会所有の雑誌、書籍、会誌、発
行計画案などを中心に展示します。初期会員
と出版物との関わりをご高覧ください。

■チャリティー展示

２F・チャリティーコーナー

昨年の駒井哲郎生誕100年によせて駒井哲郎
Book Work、挿画、春陽会初出品の頃の手
記、手紙、春陽帖への記事等、駒井哲郎と春
陽会の関わりを示す資料を展示します。

■春陽会研究会の紹介

２F・休憩室

春陽会では全国に研究会を設置し、絵画と版画の啓蒙及び研究活動を
行っています。
このコーナーではそれぞれの地方研究会をご紹介します。

会員有志による作品の展示、チャリティー販売を行います。
収益は社会福祉法人NHK厚生文化事業団、日本赤十字社を通じて、
社会福祉事業、自然災害復興支援のために寄付します。

■春陽会資料室

2 F・休憩室
私のアトリエ 〜創作の現場から〜 沓間宏 檜垣友見子 松島治基 関野洋作
春陽会会員のアトリエ風景や道具、インスピレーションの元となる資料・下絵等をご紹介します。

■「春陽会を大いに語るⅡ
〜春陽会版画の歩みと周辺の人々〜」
入江観 丹阿弥丹波子 幸田美枝子（音声出演）

ビデオ配信講演
聞き手

土方明司

平塚市美術館館長代理

新型コロナ感染拡大予防のため、講演会は無観客ビデオ配信といたします。配信日時についてはホームページをご確認ください。

春陽会の歴史
春陽会は1922年(大正11年)、小杉未醒、足立源一郎、倉田白羊、長谷川昇、森田恒友、山本鼎、
梅原龍三郎、さらに客員として石井鶴三、今関啓司、岸田劉生、木村荘八、中川一政、萬鉄五郎が参加
して、院展洋画部と草土社が合流した団体として創立されました。
翌 1923年(大正12年)に第１回展が開催され、その後、加山四郎、岡鹿之助、三雲祥之助、高田力蔵等
フランス帰朝組に続いて、中谷泰、南大路一、また版画部には長谷川潔、駒井哲郎、清宮質文等、日本
美術史に名を刻む多くの画家たちが参加しています。
本会は、戦時中は展覧会の一時中断を余儀なくされましたが、日本の風土と伝統に根差した個性尊重
の「各人主義」に基づく創設以来の理念を確実に受け継ぎながら藤井令太郎、田中岑、五味秀夫等新し
い才能や感性を受け入れてきました。
現在は絵画部約200名、版画部約70名の会員を擁し、全会員による審査、運営により、新しい美術の可
能性を模索するべく研鑽を重ねています。また、次世代育成のために、創立以来の伝統である研究会活
動の拡充にも取り組み、更なる美術の発展と文化への貢献を目指しています。
春陽会発会当日の記念写真（1922年1月14日）

第2回展ポスター

Shun-yo-kai was established in 1922 as a society where the department of Western-style painting of Nihon Bijutsuin (The Japan
Art Institute) and Sodosha, an artistic community, joined together. The original members of the society were Misui Kosugi,
Gen-ichiro Adachi, Hakuyo Kurata, Noboru Hasegawa, Tsunetomo Morita, Kanae Yamamoto, and Ryuzaburo Umehara. They were
joined by special members including Tsuruzo Ishii, Keiji Imazeki, Ryusei Kishida, Shohachi Kimura, Kazumasa Nakagawa, and
Tetsugoro Yorozu.
After the ﬁrst exhibition in 1923, many artists who had made an imprint in Japanese art history became members. Following the
group of returnees from France (like Shiro Kayama, Shikanosuke Oka, Shonosuke Migumo, and Rikizo Takada), Tai Nakatani and
Hajime Minamioji became members. Also in the department of print art, Kiyoshi Hasegawa, Tetsuro Komai, and Naobumi Seimiya
participated.
Although Shun-yo-kai had to stop sponsoring exhibitions during the war, it consistently handed down its philosophy since its
establishment based on mutual individualism, which means respecting each otherʼs individuality, in Japanese culture and
traditions. At the same time, our society has accepted new artists with talent and artistic sensibility, such as Reitaro Fujii, Takashi
Tanaka, and Hideo Gomi.
Currently, we have about 200 members in the department of painting and 70 in the department of print art. We are striving to
seek the possibility of new art through judging the submitted artworks and operating the exhibitions by all the members. Also,
eﬀorts are being made to expand the activities of the study group, which is a tradition since the establishment, to train future
generations with an intent to contribute toward further development of art and culture.

会場入口にて下記入場料から２００円割引致します
■一般当日券 700 円 ※学生・70 歳以上 無料
※障がい者の方と付き添いの方 1 名 無料

〒102-0085
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