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日府展洋画部からのお知らせ 

                               洋画部長 塚田 稔 

今年もおしつまってきましたが、皆様にはご健勝にて第 66 回日府展に向けて鋭意制作中のことと

存じます。9 月には秋季洋画部展、10 月末にスケッチ旅行が行われました。設営にご努力いただ

いた方々、参加していただいた方々に感謝します。 

 

秋季洋画部展が 2018年 9 月 17日～23 日 ギャラリくぼたで開催されました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋画部秋の写生旅行が、2018年 10月 28日～30日白馬村で開催されました 

 

 

日府展洋画部だより No.8 2018.12.23  佐藤、服部 

出品者：44 名 61 点。 

一人 2 点出される方が多く、意欲作品が並ぶ充実した展覧会となりました。オープニン

グパーティーでは招待者の方々との交流も行うことができました。 

（担当：橋口美子、宮澤賢一、大野雅生） 

 

 

参加者：飯島、石井、大野、小川明・佳子、佐藤、塚田、橋口、服部、増田、松林、

村岡、山本、Luuka、和知 (15 名) ＋長野支部 土屋、太田 

3 日の日程 参加者はそれぞれ、妙高風景のスケッチを楽しみました。 

（世話人：松林節男） 
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 作品研究会のお知らせ 

 

・ 第 66回日府展に向けての制作は進んでおられるでしょうか。もう仕上がった方もおられる

でしょうが、例年のように下記内容で意見交換会の場を設定いたしました。出品予定作品の

原画・スケッチ・エスキースなどを持ち寄り、楽しい研究交流会にしたいと思います。多数

のご参加をお待ちしています。 

・ 良い作品を目指し自己制作意欲を高める研究会にしたいと考えております。一般で出品を希望

されている方の出席大歓迎です。お知り合いの方がおられましたらぜひお誘いください。 

洋画部研究会責任者：塚田稔・佐藤勝昭・齋藤正博・大野雅生 

今回は、ご案内ハガキは送付致しません。このお知らせをもってかえさせていただきます。 

ご参加をお考えの方は、世話役代表まで参加のご連絡をお願いいたします。 

【世話人代表】斉藤正博 渋谷区笹塚 1-53-7 笹塚ハイツ 409 (電話 070-5580-7146) 

 

第 66 回日府展 東京展について 

◆第 65 回東京展は、文化庁・東京都・長野県・群馬

県・栃木県・東京新聞の後援を受けて、5 月 19 日(日)

～27 日(月)に開催されます。5 月 20 日(月)は休館日

なのでご注意ください。 

出品申込書の締切は、2019年4月4日(木)厳守です。

郵送、または、FAX で日府展事務所まで。 

◆66回展では名古屋展があります。会場が 2室と通

路と狭いので、審査員がセレクトします。 

東京展初日午後、ギャラリー・トークを開催 

◆初日 19 日（日）午後 2 時より、洋画部アドバイザ・

篠原一成氏（評論家、全日本美術新聞）を講師とし

て、ギャラリー・トークを開催します。（万障繰り合

わせて参加願います） 

5月 25日、市民講座を開催します 
◆会期５日目の 25 日（土）、10 時-12 時、東京都美

術館講堂において、市民講座を開催します。 

塚田稔洋画部長が近代絵画の歴史と見方について、

佐藤勝昭理事が人間の色覚と絵画の色使いについて

解説します。ぜひご聴講ください。 

  

◎日 時：2019年 2月 10 日(日)午後１時３０分～４時 

◎場 所：日府会館 

〒176-0023 東京都練馬区中村北 1-13-18練馬スカイホーム 7Ｆ 

（西武池袋線・都営大江戸線：練馬駅下車 10分） 

電話・ＦＡＸ 03-3970-2230 
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第 66 回日府展日程表 
月日（曜） 行事 

4 月 4 日(木) 出品申込締め切り 

5 月 5 日(日) 第 66 回日府展 東京都美術館 搬入 10:00～17:00 

5 月 5 日(日) 図録作品写真撮影 

5 月 6 日(月) 審査 10:00～15:00 

5 月 19 日(日) 

都美術館 1F 第 1 棟～第 2 棟 陳列 9:30～13:00 

初日開会 13:30～ 

洋画部ギャラリートーク 13:30～15:30、 

水墨画部ワークショップ 14:00-16:00 

表彰式・懇親会 17:30～ レストラン・ミューズ東京都美術館店 

5 月 25 日(土) 日本画部体験教室（墨彩画）14:00-16:00 

5 月 26 日(日) 講堂：市民講座（塚田・佐藤）10:00-12:00 

5 月 27 日(月) 東京展 最終日 閉会 15:00 (札止め 14:30) 

 搬出 15:30～16:30 

6 月 11 日(火) 名古屋展 搬入飾り付け 

6 月 12 日(水) 名古屋展 初日 レセプション 

6 月 16 日(日) 名古屋展 最終日 

6 月 18 日(火) 名古屋展 搬出 9:30-11:30 

 

洋画部会が開かれました 
期日；12月 21日（金）午後５：００～８：００ 

午後 5：00～6：00 洋画部会 

午後 6：00～8：00 懇親会 

場所：新宿中央東口 1分 メトロ会館 6階 北前そば「高田屋」 

参加者：塚田、小室、佐藤、清水、石井、齋藤、宮田、吉田か、和知、小川桂、伊藤、服部、大野、山本、 

佐々木、宮澤、橋口、高坂、飯島、村岡、増田 

世話人：服部尚彦 

 

洋画部の体制 

本部 

理事 小室禮子、塚田稔、佐藤勝昭、清水和子(19.4まで)、松林節男(18.10～)、石井泰代(18.10～) 

監査 村上文紀 

役割 

総務系 総務部長：佐藤勝昭、経理部長：佐藤勝昭・小川明(19.3～)、出納部長：石井泰代 

事業系 
事業部長：塚田稔、研究部長：塚田稔、ジュニア担当：大野雅生、 

レセプション担当、吉田馨都江、出版部長:村上文彦 

洋画部組織 

顧問 小室禮子 

部長 塚田稔 

部長代行 佐藤勝昭 

総括総務 服部尚彦 

研究担当 佐藤正博、松林節男、大野雅生、宮田益栄、吉田馨都江、飯島百合子 

部展担当 大野雅生、小川桂子、高橋ゆみ子、飯島百合子、村岡靖彦 

図録担当 山本英雄、宮澤賢一 

会計担当 増田紀之、橋口善子 

部内監査 和知亜通支 

 審査員 塚田稔、小室禮子、佐藤勝昭、斎藤正博、松林節男 

洋画部幹事会 塚田稔、小室禮子、佐藤勝昭、斉藤正博、服部尚彦、山本英雄、大野雅生、石井泰代、吉田馨都江 
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第 66回日府展洋画部、業務分担 
月/日 曜 項目 時間 場所 内容 責任者 

4/4 金 出品申込期限 ～17:30 日府会館 図録作品・データ締切 山本、宮澤 

4/5 土 出品者原簿作成    山本、宮澤 

4/8 日 
第１回編集委 10:00～12:00 

日府会館 
  山本、宮澤 

平成 31年度定時総会 13:00～   洋画部全員参加 

5/5 日 

都美館搬入 
10:00～15:00 

都美術館 B3F 

搬入作業 洋画部全員参加 

10:00～15:00 事務 佐藤、服部、浦野 

作品写真撮影 10:00～17:30 図録、目録データ補充 山本、宮澤 

    作品整理 
前澤、宮田、和知、高橋、鮫

島 

    撮影作品整理運搬 小川桂、飯島、村岡、大坂他 

    写真撮影 山本、宮澤、小川明 

    祝賀会チケット配布 吉田か、清水、佐々木、飯島 

    会場/事務所当番割当 吉田か、清水、手島、小川桂 

5/6 月 審査 10:00～15:00 都美術館 B3F 

審査 塚田,小室,佐藤,斎藤,松林 

作品運搬 岡村美術運送店に委託 

審査結果の整理報告 吉田、橋口、高橋、飯島 

入選通知発送 吉田、橋口、高橋、飯島 

図録/目録データ確定 山本、宮澤 

展示/作品上げ計画全般 岡村美術運送店に委託 

5/12 日 
作品上げ 9:30～15:00 都美術館 1階作品収納室 岡村美術運送店に委託 

選外作品搬出 9:30～15:00 東京都美術館 B3F   

5/19 日 

日府展初日 9:30～ 

都美術館 1階 

第 1/2 

展示室 

初日作業 洋画部全員参加 

作品陳列 

9:30～13:00 

（初日検分あり

13:00設営完了） 

13:30開会 

作品陳列   塚田、佐藤、小室 

（手伝い） 洋画部全員 

図録仕分け 
山本,吉田か,小川明,小川桂,

染谷,田中 

事務所の当番決め責任者 吉田か 

14:00-16:00 ギャラリートーク 佐藤、塚田 （篠原） 

祝賀会 17:30～ 
レストラン 

ミューズ 
チケットの配布・会場係 

吉田か,清水,手嶋,小川桂, 

高橋,飯島 

休館日     

5/20 月 会場/事務室当番 吉田か,清水,手嶋,小川桂,高橋,飯島 

会期

中 
 

図録配布・送付   
山本、宮澤、会員有志 

図録送付責任者:村岡、前澤 

日本画部 WS 14:00～16:00 会場 講師：栁重栄 

5/25 土 市民講座 
10:00～

12:00 
都美術館講堂 

脳科学と材料科学から絵画

を読み解く 
講師:塚田、佐藤 

5/26 日 

洋画部会 
12:00～

13:00 
かよい路(JR上

野

駅)03-3844-9211 

2019年度洋画部組織と運

営体制 

会場係：浦野、村岡、鮫島 

司会:：服部 

懇親会 17:30～ 大野、佐々木、高橋  

最終日図録発送   山本,宮澤,小川桂,小川明 

5/27 月 

撤収（検収のため

17:00完了） 

14:30入場締

切 

15:00閉館 

都美術館 1階 

第 1/2展示室 
 洋画部全員参加 

搬出 9:30～17:30 第３作業室 B   岡村美術運送店に委託 

5/28 火 名古屋展搬入展示 
青木理事の

指示に従う 
愛知県美術館  

塚田,佐藤,小室,小川桂,小川

明 

吉田侑紀子 

6/11 火 初日、レセプション    多数参加 

6/12 水 名古屋展最終日  愛知県美術館   

6/16 日 搬出     

秋季洋画部展は、9/2～9/8 ギャラリーくぼた 3F, 4F で開催されます。 


