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第60回青桃会展、おめでとうございま

す。 

 

作品を作り、展覧会を続けるのは、大

変ですが、続けて頂きたいと思います。 

これからも、青桃会と青桃会展が続い

て行ける様に、皆様のご協力・ご助力を

お願いいたします。 

 

青桃会の良さ、青桃会展の良さ、とは

何でしょうか？ 世間の展覧会（公募展）

は、出展応募した作品のすべてを展示し

てはくれません。主催者側の評価基準で、

展示する絵と、展示しない絵を、作者の

思いに反して、より分けてしまいます。

あなたが生み出した、あなたの存在証明

書が、別の人たちのそれよりも値打ちの

ないものとして切り捨てられてしまいま

す。しかも、お金を払った上に、です。

公募展にチャレンジしたくなくなる、大

きな理由です。 

 

青桃会の展覧会は、有志の集まりです

から、出展選別は、原則としてありませ

ん。 絵を描いて発表したい人も、友

人・知人・生涯を共にする人を得たい人

も、飲みにケーションしたい人も、他人

と付き合いたくない人も、拒みません、

引き留めません。自分の存在を、青桃会

という集まりの中で、一部分でも満たし

たいと思い・感じる人たちの役に立つこ

とが、存在意義だと思います。 

 

青桃会に長くかかわっていると、青春

期の人たちの成長を、目の当たりにでき

る楽しみがあります。あのときの、名も

ない（私が名前を覚えられないだけなの

ですが）青春期の人が社会人となった姿

と話をしながら、『あの絵を描いた人が

今、あの時とは別な大人の姿と心で、私

の前に立っている』という感慨を抱きま

す。悩み・迷い・不安はあると思います

が、大丈夫！ あなたの心の方向と、記

憶の力と、適応の力があれば、人生の苦

難を乗り切っていけますよ。（私のお勧

めは、エリック・フロムの著作です 。）  

 

自分が何を描きたいのか？が大事だと

思います。強烈な個性の先達の画家達に

憧れますが、その技量は、到底手に入れ

られません。それでも描いている内に、

自分だけの作品世界が作れる気がします。

第 60 回 青 桃 会 展 に 寄 せ て     
    青 桃 会 OB 会 長    
        昭和 52 年  卒   亀 梨  祐 司        
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自分の作品を、他の人に認めてもらいた

いという思いの追及を、これからも、青

桃会という、人の集まりを存続させつつ、

続けて行きたいと思うのです。 

青桃会が、これからも続くように、一緒

に活動して行きましょう。 

 

 

 

 

 

第60回青桃会展 出展作品 

「３ D 立体風景：花韮（ハナニラ）と雪柳（ユキヤナギ ）」  
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   青桃会のみなさま     

          昭和 39 年 卒    ド テ ハ イ 後 藤 喜 子                 

私は1964年の卒業の後藤喜子です。青

桃会の６０周年の通知をいただき連絡を

しようと思っていたのですが時間がアッ

と言う間に過ぎてしまい、気がついた時

にはもう総会は過ぎていました。青桃会

のウエブで連絡をまだ受け付けておられ

るようだったので今慌ててこれを書いて

います。 

大学で一番楽しかった思い出は青桃会

に属し毎日のように絵を描いていたこと

でした。思えばよく絵を描きました。 

1970年にアメリカに着て以来絵を描く

閑もなく30年が過ぎてしまいましたが、

絵に対する興味とまた何時か描きたいと

いう意志にはかわりはありませんでした。 

60の手習いをという一心でもう一度一

からやりなおしをしました。長い間描い

ていなかったことでうまく描けず長い間

がっかりしていました。クラスやワーク

ショップに行ったりと努力の精で最近ま

たよく描くようになり、去年の秋に地域

の美術協会の応募展に出展出来た事で自

信がもどってきました。その絵が添付写

真の”ひまわり”の絵です。その後、地

域の "Vienna Arts Society" に属し毎月の

ようにかならず１−２点会員展にだして

います。それらが添付の最近の絵です。 

 

私は東部ワシントン、 DC の近くの住

んでおりますので、アメリカに出張の時

連絡して下さい。 

やっぱり絵を描いていると一番楽しい

です。皆さまも絵を忘れないで描き続け

られることを祈っています。 

 

 

 

 

 

 ドテハイ後藤喜子様と「ひまわり」 
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ドテハイ後藤喜子様の作品 
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今年 3 月上海で上海大、大阪市大、府

大、の 3 大学学生交流展を開き、私は顧

問として後ろから学生諸君を応援しまし

た。 

このことは大学側の学生をグローバル

化したい意向があり我々 OB が協力した

イベントでした。学生諸君は中国と言う

国のイメージとは関係なく実体験を楽し

んだことは我々 OB として大変嬉しく感

じたしだいです。今思うことは大人が考

える以上に若者は柔軟性があると言うこ

とです。今後も「案ずるより産むが易し」

をモットーに実体験学習を続けたいと思

っています。 

 

 

   上 海 展 で 思 う こ と    

             昭和 43 年  卒    原 田  利 明                 

第60回新世紀展 入選作品 

    「宇宙」 
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 120号の思い出と表現の自由  

               昭和 52 年  卒    北 川  滋 也                

私にとって、青桃会は大学生活そのも

のであったと言っても良いくらい青桃会

どっぷりの 4 年間であった。大学に入り、

ギター部に入部したものの、定期演奏会

目前で新入部員の面倒を見ていられない

状況だったのか、新入部員は 5 月の演奏

会が終わるまで来なくてよいということ

だった。行く場の困った私は 1 年早く、

兄が入っていた青桃会の部室に居るよう

になった。兄は高校時代も美術クラブに

所属し、絵を描くことも好きだったので

青桃会に入っていた。私と言えばそれま

で油絵なんかまったく描いたこともなか

ったのだが、30号のキャンバスが与えら

れ、いつの間にか描き始めていた。当時、

青桃会展は 5 月下旬だったので、 4 月、

5 月は展覧会のため 120 号のキャンバス

が部室の内外、 4 号館の中のロビー、 4

号館の外壁などにそれぞれ個性あふれる

作品が所狭しと並べられ、圧倒された。 

社会人になってからも絵には関心があ

り、私の周りで絵を描かれている方に接

する機会があるが、 120 号の絵を描くと

いうのはそう簡単に経験できるものでは

ないことが判る。頑張って大きな絵を描

くと言ってせいぜい30号である。ところ

が青桃会では 120 号が標準であり、 120

号を 2 つくっつけて 240 号を描く先輩も

いた。最初は30号から始めた私もその年

の三宮フラワーロードであった神大との

合同展では 120 号を描いていた。もちろ

ん、大阪画廊などでおこなったグループ

展では 6 号をはじめ、小さな絵も描いて

はいたが、青桃会で絵を描いたという思

い出は 120 号のキャンバスの前で悩み、

描いた日々である。当時、 1 号あたり 1

時間と言われた気がする。１日 3 時間描

いたとして、 2 か月 1 枚という感じであ

る。もちろん、それほど根を詰めては描

いてはなく、合間にバトミントンやソフ

トボールなどをやりながらではあったが、

大学との行き帰りに電車に乗っている時

にも次はどうしようなどと試行錯誤して

いたことを思い出す。この 120 号を描い

たという経験が私の財産である。決して

上手な絵ではなかったが、20歳前後の私

自身を 120 号のキャンバスに懸命にぶつ

けたのだと思う。また、当時のふつふつ

との湧き上がる若さのエネルギーのよう

なものが私自身にもあった時代だったの

だと思う。 

2 回生になり、しばらくして、私はギ

ター部をやめた。大きな理由は一番大切

な初心者時にギターの基礎練習をまじめ

にしなかったことから、 1 年も経つと技

量においてずいぶん差がついてしまった
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こともあるが、青桃会が私にとって、居

心地よく、合っていたことが大きかった。

それは数えれば、 9 回生にわたる先輩、

同輩、後輩との関わりや、「表現の自由」

という名のもとに何をやっても許された

雰囲気、伝統の中にあったような気がす

る。今、振り返ると部室で朝から晩まで

トランプの「セブンブリッジ」を繰り返

しやっていた時期があった。もちろん、

お金などはかけてはなかったのに、今思

うとどうして、あんなことに夢中になっ

たのか不思議である。セブンブリッジは

合宿では夜どうしとなり、不眠時間を競

ったりした。また、部室で何時間もギタ

ーを弾きながら、吉田拓郎や井上陽水と

いったフォークソングを歌っていた同輩

もいた。文集を作ったり、スライド劇を

作ったり、また、内容は忘れてしまった

が熱く議論をしたり、飲み、歌い、語り、

中途半端にではなく、有り余る時間の中

でその時々、自分がやりたいことを思う

存分やっていたのだと思う。この全く、

創作活動とは一見、関係のないことにエ

ネルギーを費やしたことが次の年の青桃

会展のそれぞれの絵に表れていたような

気がする。「表現の自由」という名のも

とに色々なことにチャレンジすること許

すおおらかさが青桃会の魅力だったのだ

と思う。 

青桃会展60周年となると私の過ごした

時代が真ん中あたりになる。その前にも

それぞれの歴史があり、そのあとにもそ

れぞれの部員が青桃会で過ごした時間が

つながっている。今は茨城県に居るため、

なかなか、接する機会は限られてはいる

が、機会があればその時々に集う人達と

楽しい青桃会の時を過ごしたいと思う。  

       

 

北川滋也様 愛犬と共に 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=414716488601066&set=a.349960745076641.77202.100001881555060&type=1&source=11
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●昭和49年 秋 部室前 

 

●昭和50年 夏合宿（蓼科湖） 

 

 

 

キャンプファイアー 肝試し大会 

打ち上げコンパ 夕食ジンギスカン 
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●昭和50年 春合宿（伊勢波切） 

 

   青桃会で生まれた      

  「ライブアート」       
     青 桃 会 OB 副 会 長   

              平成 15 年  卒    跡 部  高 正              

青桃会で「ライブアート」という活動

が始まって、早１２年が経つ。この活動

が始まった当初は、ここまで青桃会に根

付いて続くとは思っておらず、まして街

なかや、東京のイベントにも参加するよ

うになるとは誰も想像していなかったと

思う。 

過去、ライブアートの歴史を振り返る

企画展など開催したことはあったが、ラ

イブアートがスタートした時のことにフ

ォーカスして振り返ることは過去に無か

ったかと思うので、この機会に当時のこ

とについて思い出せる限りのことを書い

てみようと思う。 

翻って2002年当時、青桃会の活動は、

今と同じように様々な展覧会を開き、そ

こで展示するための作品制作をする、と

いう活動が日課だった。ただ自分として

は、この「クローズドなスペースで絵を

発表する」という展覧会には少なからず

不満を持っていたように思う。展覧会自

体への来場者が少なかったということも

あり、「もっと多くの一般の人に、作品

を見てもらえないだろうか？」という思

いを常に抱えていたかと記憶している。

出来ることなら、道行く人たちに気軽に

作品を見てもらうという事が出来ないか、

と考えていた。当時、青桃会の部室にて



 
 

13 

「ストリートで音楽を流しながら看板を

描くといったことが出来ないか？」的な

話を雑談で周囲に喋っていたものの、当

時就職活動を控えた時期でもあったため、

具体的に行動が出来ずにいた。 

翌2003年になり、就職活動に突入した

ことで青桃会の活動にはあまり関われな

くなった。 

そんな中、青桃会の２つ下の後輩であ

る柴田 ( 以下シバッコ ) より「ジャズ研

とセッションして絵を描く」という話を

聞き、「めちゃ面白そうやん！」と感じ

た。ただ、自分は時間的に関われない状

況で、この時の準備等には携わっていな

かったため、準備の様子などは全く見れ

なかった。ちなみに、この時に初めて

「ライブアート」という言葉を聞いたか

と思う。なので、今に続くライブアート

という名称の発案者はシバッコだったの

ですね。この名称にした経緯など、今度

ぜひ本人に聞いてみたい。 

かくして４月の「新入生歓迎祭」 ( 現

在のふたば祭 ) にて、初のライブアート

が上演された。自分はリクルートスーツ

を着たまま屋外に並べられたパイプ椅子

の観客席で観覧した。初めて見るライブ

アートは、とても斬新で面白い！と感じ

た。ただ、課題もあった。この時、ジャ

ズ研の奏者が前で、ライブアートのペイ

ンターが背後、という位置関係だったの

だが、圧倒的にジャズ研の奏者に目がい

ってしまい、ライブアートのパフォーマ

ンスは、演奏とは別個に、奥の方で自分

たちの絵を描く作業をしているように見

えてしまっていた。 

初めての活動をゼロから作っていく作

業というのは外から見る以上に大変だっ

たかと思う。だからこそ、これを活かし

てもっと良くしたいと感じた。また、自

分は少し別の方向のライブアートを考え

ていた事もあり、いつか自分のライブア

ートがしたいな、といった思いを持ち続

けていた。 

就職活動が終わった８月、折しも大阪

の扇町公園にて神戸大学と合同の「野外

展」が開催されるタイミングだったので、

丁度良い機会だと思い自分として初めて

のライブアートに挑戦してみることにし

た。当日は、良く晴れていてかなり気温

の高い日だった。扇町公園で、予め持参

していた１２０号を３枚、三角形に組み、

ライブアートのキャンバスとした。この

野外展はちょうどお盆の期間に開催され

ていたこともあり、オフィス街の真ん中

にある扇町公園にはほとんど人通りが無

く、展覧会への観覧者もほとんどいない

状態だった。そのため、ライブアートの

観客は、展覧会のシフトで来ていた青桃

会部員のみだった。結局この時は身内の

みのライブアートだったため、状況とし

ては満足のいく環境ではなかったものの、

実際に初めてライブアートをやった帰り

道、それまでに味わった事の無いような、

かなりの充実感を感じたことを今でも鮮

明に覚えている。思えば、この時に感じ

た、心臓をジワジワと刺激するような手
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応えと感動が、今に至るライブアートの

モチベーションの原点だったと思う。そ

して、このライブアートという活動はす

ごく大きな可能性を持っていると感じた

ため、次は是非多くのお客さんに見ても

らえるステージ上でやりたい、と思うよ

うになった。 

そしてその願いが通じ、扇町公園での

ライブアート２ヶ月後の１０月、大学祭

の「銀杏祭」にて、ステージ上でのライ

ブアートが実現した。ペインターは跡部、

小谷、鈴木、福地、福本、吉崎の計６人。

当日は小雨のパラつく天気だったが、部

員をはじめたくさんのお客さんに観覧を

してもらうことが出来た。自分としては、

現役生最後の年で、ずっとやりたかった

公開ペイントパフォーマンスの形を実現

できたことは、非常に良かったと思う。 

翌年の２００４年、大学を卒業して会

社に就職し、環境の変化などもあり、し

ばらくはライブアートのことを考える余

裕のない日々だったが、折角ある程度実

現出来たライブアートを、このまま終わ

らせるのは勿体ない、といった気持ちが

湧いてきたため、次は大学の外に発表の

場を作りたいという気持ちが膨らんでい

った。そこで、早速ライブアートが上演

できそうな大阪の会場を探し始め、幾つ

かの場所を検討した。そして、大阪の中

津にて、大規模な倉庫スペースがアート

スペースに改装される、という情報を見

つけ、すぐに交渉をしてみることにした。

ここが、阪急中津駅高架下の広大なスペ

ースでアートを展開し続けた「ピエロハ

ーバー ( 中津芸術村 ) 」だった。このア

ートスペースのオープニングレセプショ

ンの前夜に、ライブアートの単独イベン

トを実施させてもらえることとなった。

ペインターは跡部、福地、柴田、奈良、

中井、高田の６人だったが、その他にも、

青桃会の現役生が多数、スタッフとして

駆けつけてくれた（そしてこの時のペイ

ンター・スタッフが、その後のライブア

ートの主要なメンバーとなっていった ）。

また、後にも先にも、ライブアートが完

全に自分たちの独自主催でイベントを実

行したのは、この時だけだった。したが

って、この大きなスペースの保護からス

テージ設営・天井の照明設置まで、全て

の事を自分たちで担当し作り上げなけれ

ばならなかった。幸い、劇団カオスに掛

け持ちで所属していた前述のシバッコの

お陰で、照明の設置や操作については、

劇団カオスの照明のスタッフの方に協力

を仰ぐことができた。宣伝活動にもかな

り力を入れて、有料のイベントだったに

も関わらず、場内満席となり、１００名

以上の方に来ていただくことができた。

このイベントでは、様々な実験的なライ

ブアートを試すことが出来、今につなが

るライブアートの基礎が出来上がったイ

ベントだったように思う。 

このイベントの２週間後には、関西の

若手アーティストの大規模なイベント

「アートストリーム」に初参加。初めて

の外部イベント参加がこの時だった。こ
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のイベントは、参加出来るアーティスト

の選考があり、書類審査だったため、ラ

イブアートとして書類を提出する必要が

あった。そして、書類の記入欄に「参加

アーティスト ( 団体 ) 名」という項目が

あり、ここで初めて自分たちの活動チー

ムにまだ名前を付けていないことに今さ

らながら気がついた。そこで、「ライブ

アート」と言えばこの団体、とすぐに分

かるように「ライブアートプロジェクト」

という、割とストレートな名称を付ける

ことにした。当初は、この名前が普通過

ぎて面白くない、とメンバーからもよく

言われたが、今思うと、このネーミング

にしておいて良かったと思う。この名前

のお陰で、今ではGoogleで「ライブアー

ト」と検索すると、常に最上位に表示さ

れ、しかもライブアートという単語に興

味を持った人からも分かりやすい団体名

になったと感じる。アートストリームに

は、跡部と福地の２人がペインターとし

て参加、イベント自体への来場者が多か

ったため、多くの方々に見てもらうこと

が出来た。このアートストリームには、

その後２００８年まで５年間、計８回に

亘って参加をすることになる、ライブア

ートプロジェクトにとってはメインイベ

ント的な位置づけの恒例行事となってい

った。 

 

以上が、ライブアートがスタートした

２００２年〜２００４年にかけての大ま

かな流れだ。実際には、ライブアートの

活動が活発になってくるのは翌年の２０

０５年からなのだが、既に長くなってし

まったため、ここでライブアート誕生の

紹介を終わりにしようと思う。 

自分としても書いていく内に思い出し

たことが多く、意外に今の活動の参考に

なることも多かったので、これを機にも

う一度初心に戻って今後のライブアート

に活かしていきたいと思う。

ライブアート写真 
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      渡辺さん        

               平成 18 年  卒    奈 良  慶 太                 

60回記念展おめでとうございます。 

 

 10年前の2005年 3 月にも50回目の記念

展を開催しました。記念企画、パンフレ

ット、パーティなど忙しく準備したのを

思い出します。そのときの記念事業を中

心の一人として準備していただいた、ぼ

くらの大先輩、渡辺正典さんが記念展の

直前、2004年12月に他界されました。 

OB になってからも頻繁にアトリエで制

作され、僕らにたくさんの貴重なお話を

聞かせてくれた方でした。1975年から

1982年まで青桃会で部員として活動され、

卒業後も大学の新アトリエで大作を制作

されていました。作品に使う材料が奇抜

で、チューブだったり、ペットボトルを

一生懸命、画板に貼り付ける後ろ姿が印

象的でした。 

 

 そして、渡辺さんは僕らに「アートと

は何か」を教えてくれる先生でもありま

した。捉えどころのない「アート」につ

いて色々な角度から話してくださいまし

た。ご飯を食べながら、僕らの制作を眺

めながら、展覧会場を歩きながら、様々

なお話を伺いました。そのアート談義の
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殆どは他愛もない雑談で、その場で忘れ

てしまいましたが、今でも心に突き刺さ

っている言葉があります。それは「僕の、

君たちの作品はこの四角いキャンバスの

中で終わるものじゃない」という言葉で

した。「作品」には成約がない。自分が

思うように表現、行動し、見る人、触れ

る人に何かを与えれば良いというお話で

した。 

 

 ここには青桃会の精神のひとつが色濃

く現れていると感じました。青桃会には

部員たちが時間をともに過ごす中で、誰

かが思いついた何気ないことに多くの人

が集まってトライ&エラーをして新しい

活動を生み出す伝統があります。思いつ

きを皆で集まって「作品」にしてしまう

伝統です。 

 

 僕が美術部に在席していた頃にも様々

な活動が生まれました。音楽に合わせ巨

大なキャンバスに作品を描くライブアー

ト、車一台を丸ごと塗り替えて作品に変

えるカーペイント、シャッター絵やアー

トイベントでひとつの街全体を作品に変

えるアートジャック、数メートルの巨大

なねぶた作品を作ってのお祭、パレード

など、それぞれの思いつきから新しい活

動が生まれました。そんな活動が出来た

のは青桃会に大先輩から受け継いだ精神、

思いつきにのっかってしまう伝統があっ

たからだと思います。 

青桃会展も、数十年前の誰かの思いつ

きに、毎年乗っかり続けてついに60回目

を迎えました。これからも青桃会の部員

の皆様の思いつきとノリで、新しい挑戦

を続けていってください。60回記念展お

めでとうございます。 

第60回青桃会展  出展作品 

「 Music Soul ～音楽の力～」 
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    アートジャックを     

     振り返って        

             平成 20 年  卒    中 井  宏 樹                  

60周年おめでとうございます。 

 

この節目に寄稿させて頂くことになり

何を書こうかという事で、僕が学生だっ

たのは 8 年前になりますが、その時経験

した思い出、特に学外に飛び出て行った

活動であるアートジャックについての思

い出を振り返ってみたいと思います。 

この時経験した思い出は僕の青桃会人

生の中でとても濃い思い出として残りま

した。そしてこの時に感じたみんなのパ

ワーこそ青桃会が脈々と受け継いできた

エネルギーが詰まっていると思っていま

す。 

 

▪鶴見橋温泉のシャッター絵 

西成の鶴見橋商店街の街づくりの一環

としてはじめた、小さな映画館。古い銭

湯を改装して、地域住民向けに映画を上

映する事を目的に作ったもので、シャッ

ターに絵を描いて欲しいというメールが

ある日、青桃会宛に来ました。 

 

当時 1 年留年して 5 回生だった跡部さ

んと 2 人で、「ローマの休日」をテーマ

にしたペイントを描くことになりました。

僕はその時青桃会に入ってはじめて、展

覧会とは違う何か変な活動に参加したの

ですが、これがきっかけで色々な活動を

させていただくことになりました。

 

✳シャッター絵の写真 

ローマの休日 
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▪シャッター絵プロジェクト 

鶴見橋商店街は日本で二番目に長い商

店街で、昔はとても繁盛していたみたい

でした。 

ただ、今は活気がないわけではないが

営業しなくなってしまった店舗がいくつ

もあって、シャッター商店街というのが

問題になっていました。 

 

僕は学外に出て、「絵を描くこと」を

通じて何か社会に働きかける活動に魅入

られていました。 

そしてそんな経験を、部のメンバーに

もしてもらいたいと思っていました。 

と、同時にこの寂れた商店街のシャッ

ター全部を自分達の描いた絵で埋め尽く

すこと。それはギャラリーや美術館でや

る展覧会とはまた違った作品の魅せ方だ

と思いました。 

 

一個上の先輩である奈良さんが旗を振

って、このプロジェクトは部内のメンバ

ーだけではなく他大学の美術部も巻き込

んだ大きなものになっていきました。 

 

テーマは世界遺産。 

 

数々のシャッターに世界遺産の絵が描

かれました。またこの活動は他の場所に

も広がっていきます。

✳シャッター絵の写真 

スフィンクスと五重塔 

 



 
 

20 

▪アートジャック 

関西中の美術部を巻き込みシャッター

絵を進める中で、その大きなパワーを一

つに集めて面白い事ができないか、とい

う話が上がってきました。 

 

そうだ、じゃあ一同に集めてイベント

をしよう！ 

 

空き店舗を活用し、そこを会場にして

各大学のメンバーが各々にいくつもの展

覧会を開催しました。 

お面を作ったり T シャツを作ったりで、

小学校に遠征してワークショップをやり

ました。 

イベントステージを設けて、パフォー

マンスやライブアートをやりました。 

みんな思い思いの仮装をしてパレード

なんかも行いました。 

題して「アートジャック」 

関西中の美術部を巻き込んで色んな活

動を集約したようなアートイベントです。 

イベント名は街をアートでジャックす

る、というコンセプトでそう決まりまし

た。 

2005年に初回を行いその後2009年まで、

毎年約10大学から 200 人以上が参加し来

場者は約 1,500 名という大きなイベント

になりました。 

 

アートジャック 3 回目の2007年、文字

どおり力を合わせて大きな作品を作ろ

う！ということで青森のお祭りで有名な

巨大ねぷたを作りました。その時僕は 1

回ダブって 5 回生でした。 

 

ちょうど跡部さんが 5 回生、僕が 1 回

生でシャッター絵を描くときに出会った

のと同じように。 

 

その時の夏休み一カ月間、空き店舗を

借りて泊まり込みで、たくさんの古株の

メンバーに加えてその時の 1 回生と一緒

にねぷたを作ったことが強く思い出に残

っています。 

 

僕も何かしらその時の 1 回生に受け継

げたんじゃないかな、って思っています。

✳ライブアートの写真 
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✳展覧会、パレード、ねぶたの写真 

 

周りを巻き込み、みんなでつくり上げ

ていく。これからもそんな青桃会であり

続けて欲しいと思います。そしていつま

でもこのパワーを引き継いでいって欲し

いと思います。 

益々のご活躍を応援しています。
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 2006 年銀杏祭の展覧会を    

     振り返って        

               平成 21 年  卒    乾  健 一                  

１．はじめに 

美術部の活動の柱として展覧会の存在

があります。自分の描いた作品を優れた

展示環境の中で多くの人に見てもらいた

いという願いは誰しもが持っていると思

います。しかしそれを実現するのは簡単

なことではありません。 

私の青桃会での活動で強く思い出に残

っているのは2006年、 2 回生のときに担

当した銀杏祭での展覧会企画です。今回

の寄稿ではそれについて振り返ってみた

いと思います。このとき私は作品をいか

に展示するかという課題について自分な

りに追求したのでした。 

  

２．前年度の課題点 

銀杏祭は学内で作品を見てもらう機会

としては最も大きなものです。例年教室

を使用した展覧会と 120 号作品の野外展

示を行っていました。私が 1 回生の時に

は 8 号館 ( 全学共通教育棟 )3階の教室が

使われました。展覧会場には、人通りの

多い立地と展示場所としての使いやすさ

という 2 つのポイントがあります。その

教室は立地の面では 3 階のため人通りが

少なく、展示場所としては机と椅子が固

定式で作品を飾りづらかったため、展覧

会場として恵まれた環境とはいえません

でした。また 120 号作品は芝生ステージ

裏の通路が展示場所でしたが、そこは人

通りが少なく、しかもライブの楽屋とし

て使用されるため会期途中で作品を搬出

しなければなりませんでした。 

  

３．取り組み 

青桃会展委員だった私は銀杏祭での展

覧会担当者でもありました。前年の銀杏

祭の展覧会について漠然と不満を持って

いたところ、幸いなことに教室展の会場

として 8 号館 1 階の教室を確保すること

ができました。ここは多くの人通りが見

込める場所でした。立地の問題に見通し

が立ったことで展示方法も改善し充実さ

せたいという意欲が湧いてきました。 

  

その教室は机と椅子が固定式でした。

このような教室では以前まで通路にイー

ゼルを立てて絵を展示していました。し

かし教室の大部分を占める机を利用でき

なかったため、作品数が限られてしまい

展示空間としても中途半端になりがちで

した。この課題に対して解決策を考えて

いたとき、ある先輩から他大学で見た展

示方法について教えてもらいました。そ
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れは 2 枚のパネルを蝶番で固定し机の上

に置いて仮設の展示壁面として使用する

というアイデアでした。ちょうど夏休み

のアートジャックで使用したベニヤ板の

パネルが大量に余っており、それを今回

の教室展に転用できると思いました。試

しに作ったパネルを授業後の教室に持ち

込み、使えそうだという手ごたえを得ま

した。 

  

そのころ会場となる教室で授業があっ

たのですが、内容がつまらなかったため

授業中に教室内を見渡して展示構想を練

っていました。会場は広いけれども 120

号のような大きな作品の展示には不向き

であったため、小作品を集める必要があ

りました。通常の作品に加えて合宿での

作品やライブアートに関する展示を設け

て青桃会の活動の総体を見せるような展

示にしたいと思うようになりました。 

  

ライブアートについては撮りためたビ

デオを上映し、それに加えて実際にライ

ブアートに使用したパネルや刷毛、ペン

キ缶などの道具類を展示し、銀杏祭期間

中に行われるライブアートと連携して熱

気や臨場感を伝えたいと考えました。残

念ながら物の展示は実現せずビデオ上映

のみになりましたが、生で見られなかっ

た来場者にもライブアートについて知っ

てもらう機会を作ることができたと思い

ます。 

もうひとつの課題が 120 号の野外展示

でした。展示場所の条件が悪く、教室展

の会場からも離れていました。そこで教

室展会場の目の前の 8 号館の中庭スペー

スに展示したいと考えました。大学祭実

行委員会と交渉したのですが、そのスペ

ースは他の企画で使用するため絵の展示

はできないということでした。一部でも

使用したいと思い、中庭の見取り図を作

り再度交渉しました。使用する範囲はは

っきりと決まっていなかったようで、会

場前のスペースへの 120 号作品の設置を

許可してもらうことができました。 

  

展覧会の準備は例年になく大掛かりな

ものになり時間もかかりました。 120 号

の展示について了解を得たはずの大学祭

実行委員会からクレームを付けられ、改

めて説明をするという一幕もありました。

同年の銀杏祭では展覧会、ライブアート、

恒例の模擬店に加えて、ねぷたの制作や

会期中にわたって絵を描きあげるライブ

ペイントなどにも取り組み、青桃会によ

る活動は多岐にわたる大規模なものにな

っていました。 

 

４．結果 

11月初旬の 5 日間の銀杏祭期間中に

800 人以上が来場しました。以前の展覧

会に比べると数倍の数でした。これは人

通りの多い立地の影響が大きかったので

すがそれでも来場者アンケートに教室を

うまく使えている、展示方法がよかった

という感想が見られたことはうれしかっ
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たです。そして翌年以降もこの展示方法

が定着したことから取り組んでよかった

と思っています。 

 

５．おわりに 

現在青桃会は大阪市立美術館を使用

できなくなり、青桃会展の規模は小さく

なり来場者も減少しています。また学内

においてもライブアートの練習場所が制

限されるなど以前に比べて活動環境が厳

しくなっていると感じられます。一方で

今年は中国・上海での展覧会を実現する

など活動の範囲はさらに広がっています。

美術部といえども作品を展示する場所は

約束されたものではなく、自分たちで確

保していく必要があります。私の寄稿は

学内における限られた経験について述べ

たに過ぎませんが、今後の世代の部員た

ちにとって自分たちの作品のよりよい展

示環境を追い求めることへのひとつの励

ましとして受け取っていただければ幸い

です。

120 号展示（参考，2007年銀杏祭） 

教室展  

ねぷた 
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     文化の交流      

                  現役 4 回生   神戸 貴司                  

 

21 世紀は「アジアの時代」と謳われてい

る。 

しかし、偏見に満ち歪曲された情報では、

同世代の中国学生のことなど推し量れない。 

「美術展覧会を通してよりお互いのこと

を知る」 

この思いを胸に、平成 26 年 6 月 28 日日

中大学学生友好美術展はスタートした。 

 

第一回という不安定さ、微妙な日中関係、

資金繰り。 

 

そして言葉の壁。 

 

何一つ簡単ではなかったけれど、ぶつか

ったからこそ今の自分があると思う。 

文化の壁を超えるということは難しく、

また刺激的なことだった。 

 

展覧会を通して、様々な人と関わり合え

た。自分の価値観がいい意味で変わったし、

この夏には、中国から遊びに来てくれる友

もできた。 

 

正直いって、いつもプレッシャーを感じ

ていたけれどそれを前向きに捉えて、進ん

でいけて、成功できて本当によかった。 

関係者の皆様、御協力頂いた皆様には本

当に感謝しています。 

ありがとうございました。 
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  青桃会の歴史とこれから   
       青桃会 部長      現役 3 回生    松井 佑夏                      

第六十回青桃会展を迎えましたことおめ

でとうございます。 

1954年の第一回青桃会展から始まり第六

十回目を数え、この度展覧会の開催をお祝

いすることができてとても幸せに存じます。

歴史を振り返ると本当に様々なことがあっ

たのだなあと感じます。 

私が大阪市立大学に入り、そしてこの美

術部青桃会に入ったときから二年あまりが

たちます。現在までこの青桃会で、作品を

創作し、様々な行事に参加してきました。

しかし正直に申し上げまして、青桃会がこ

んなに長い歴史を持っているとは思いもよ

りませんでしたし、今回で第六十回目と言

展覧会場の様子（上海大学図書館内） 

神戸委員長(右)と松井(左) 
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われても実感がわきませんでした。 

 

2015 年 2 月のある日、私を含む青桃会展

委員数人は青桃会展企画展示の写真コラー

ジュを製作するため、学術情報総合センタ

ーを訪ねました。そこで卒業アルバムを手

にする機会を頂き、写真を通じ、一年、ま

たある一年と、歴代の青桃会の姿を目にし

ていきました。それは、想像では及ぶはず

のない、過去の青桃会の姿あるいは歴史の

パズルを埋めていく、タイムスリップかの

ような体験でした。アルバムの中の青桃会

の存在に身を委ねるうち、ああ青桃会は本

当に長い歴史を歩んできたのだと実感しま

した。 

写真に写っている部員、それから現在ま

での部員――みながその時を一生懸命生き、

多くの部員がそれを積み重ねていくことで、

青桃会の世代のバトンがつながってここま

でやってきたのだと思いました。そのバト

ンは今私たちが持っていて、数か月後の 11

月、また次の世代へ渡されようとしていま

す。この歴史は青桃会の財産であり、誇る

べき素晴らしいことであると思います。 

 

そして今現在、部長である私ができるこ

とは、私が青桃会で精一杯活動することに

よって、後輩たちに青桃会の素敵な所を見

つけてもらうお手伝いをすることだと考え

ています。私一人の力では決してないこと

は承知しておりますが、それでも私がそう

であるように、一人でも多くの人たちある

いは現役部員に青桃会が好き、青桃会に入

ってよかった、そう思ってもらえたなら、

私にとってこれ以上嬉しく幸せなことはあ

りません。 

 

これからも新しいことに挑戦をしつつ、

しかしながら、先輩方より引き継がれてき

た青桃会の在り方が、良い意味で変わらず

続いていくことを願っています。

 

 野外合同展 出展作品

「象」 



 
 

28 

第 60 回青桃会展の様子 

本展覧会は、平成 27 年 3 月 10 日～3 月 15 日の期間、大阪府立江之子島文化芸術創造セ

ンターにおいて開催されました。 

青桃会展は、大阪市立大学美術部青桃会が毎年 3 月に行う一年の活動の集大成となる展

覧会です。現役部員や OB 様、各々の個性あふれる思い思いの力作が展示されました。アー

トに対する思いが詰まった、見ごたえのある展覧会となりました。 

 

○出展者数 47 名（現役 31 名 OB 様 16 名） 

○出品作品数 60 点（現役 42 点 OB 様 18 点） 

・最大サイズ：F120 号；15 点 

・油彩、アクリル、水彩、墨、色鉛筆、立体作品 

 

 

搬入の様子 現役生作品の展示部屋 

OB 様作品の展示部屋 
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また、記念すべき第 60 回目の今回は、同時に記念展示を行いました。青桃会が 1923 年

に創部されてから現在に至るまでの歩み（青桃会略年表）と青桃会規約、現青桃会 OB 会長

のお祝いのお言葉、保存されていた過去 DM（案内はがき）集、過去写真を並べたコラージ

ュを展示いたしました。来場者に青桃会の歴史を感じていただくことができたのではない

かと思っています。 

 

 

 

 

第 60 回青桃会展記念展示部屋 

過去 DM（案内はがき）集 
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来場者数として 119 人の方がお越しくださり、ご好評を頂きました。学内のみならず、 

学外の方々に青桃会の活動を知っていただける場となりました。 

今回の第 60 回を節目とし、さらに次の 10 年、20 年と青桃会展および青桃会が継続・そ

して発展していけるよう、いっそう活動に力を入れ努力して参ります。 

 

OB跡部様の企画でライブアート10周年

の記念展示も披露されました 

本展覧会の DM（案内はがき） 



 
 

31 

大阪市立大学 美術部青桃会規約 

1. 総則 

 

 

2. 目的 

 

 

3. 活動 

 

 

 

 

 

 

4. 部員 

 

5. 役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 会計 

 

 

7. 補助 

本会は、大阪市立大学美術部青桃会と称する。 

本会は神戸学生制作会に加盟している。 

 

本会は、美術部運動を通じて会員相互の新睦をはかり、併せて大阪

市を美術部で盛り上げる事を目的とする。 

 

本会は 2 の目的を達成するために、次の活動を行う。 

1, 作品制作＋展覧会などの広報活動 

2, 週 1 度の部会 

3, 年会 2 度の強化合宿 

4, 初心者の指導 

5, 本会の目的を達成するために必要な諸活動 

 

美術に興味がある人 

 

本会に次の役員をおく。 

部長・副部長・会計(1 名・2 名・1 名) 

 

部長は本会を総括する。 

副部長は部長を補佐し、部長が職務を続けられないときにこれを代

行する。 

会計は本会の財務を担当する。 

 

役員の選任は、全て話合いによって行う。 

役員の任期は 1 年とし、11 月から翌年度の 10 月までとする。 

 

本会の収入は、卒業生から寄付金と部費からなる収入とする。 

部費は年 6,000 円とする。 

 

この規約以外にいくつかの規定を設ける。 

(付則) 

この規約は平成 20 年 11 月 1 日より施行する。 

それ以前の規約は廃止する。 
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表紙 絵・梅津 吉雅 

 

 

○編集後記○ 

 

 昨年の秋、「第 60 回青桃会展」をキーワー

ドに、展覧会へ向けた準備が始まりました。 

 今回、記念展示の企画や冊子作りといった

初めての作業が重なり、常に模索しながら、

時には失敗し、時間を要しながらではござい

ましたが、ようやく納得できるところまで成

し遂げることが出来ました。大変なこともあ

った反面、青桃会と深く関われたこの経験は、

生涯忘れられないものになると思います。 

 

 冊子の内容に関しまして、何か訂正や不備

がございましたらご指摘下さいませ。 

 最後になりましたが、OB 様をはじめこの冊

子の作成にご協力下さいました皆様へ、心か

ら感謝を申し上げます。 

 

2015 年 9 月  

青桃会展委員一同 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＼ Fine art ／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seitoukai 


