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将棋のまち倉敷で毎年開催しています！

大山名人杯倉敷藤花戦

Vol.

倉敷市は、将棋界で大記録を次々に打ち立てた棋士、大山康晴十五世名人を輩出
したまちとして、様々な将棋イベントや大会を行っています。

23

「大山名人杯倉敷藤花戦」は、大山名人の偉業を称えて創設された女流棋士の公
式タイトル戦。倉敷市の花が「ふじ」であることにちなんで、名付けられました。倉
敷藤花と挑戦者決定トーナメントを勝ち上がった挑戦者が３番勝負を行い、第２局

第 23 号発行のご挨拶

以降が倉敷市で指され、新たな倉敷藤花が決定します。
11月に行われた今年の倉敷藤花戦では、将棋のまち倉敷で熱い戦いが繰り広げ
られ、里見香奈倉敷藤花が６連覇、通算１１度目の栄冠を手にしました。

岡山県南部に位置する、倉敷市―。町家や古民家を利用した新たな観光スポットが次々と生まれて

▶６連覇の里見香奈倉敷藤花（右）と伊東香織倉敷市長（左）

いる「倉敷美観地区」
、日本初の私立西洋美術館である「大原美術館」
、繊維産業を進化させ続けてき
た「国産ジーンズ発祥の地・児島」など、歴史と伝統が常にアップデートされ、新しい文化が生み出さ
れています。そんな、倉敷で華開く新しい文化「クラシキ文華」の魅力をお伝えする『クラシキ文華新聞』
第 23 号をお届けします。ぜひ、ご一読ください

奈良時代の偉人「吉備真備公」
ゆかりの地であり、作家・横
溝正史が、名探偵「金田一耕
助」を生み出したまち。
温暖な気候と、高梁川の豊かな水
を生かし、マスカットやスイート
ピーなどの栽培が盛んなまち。

特集

倉敷の実業家・大原孫三
郎が、洋画家・児島虎次
郎に託して収集した、西
洋美術などを展示する日
本初の私立西洋美術館。
備中の玄関として栄えた港町で
今でも当時の商家や土蔵が残っ
ています。昭和レトロな商店街
など、ノスタルジックな町並み

天領として栄えた時代の

散歩も楽しめます。

風情と美しい景観を色濃
く残すまち。

足袋・学生服・作業服と、
繊維のまちとして発展し、
日本で初めてジーンズを
国産化しました。全国の
ジーンズファンからの注
目を集めています。

瀬戸内海に臨む、約 2500ha

日本で初めて海水浴場としての施設が開設されたことから、日本最古の海水

の空間に、250 を超える事業
所が立地する水島コンビナー

浴場ともいわれる倉敷市の沙美海岸。緑の小島が点々と浮かぶ穏やかな海と白

ト。美しく光る夜景は「夜景
100 選」にも選ばれています。

い砂浜が織りなす海景色は、
「日本の渚百選」にも選ばれています。その海辺
近くに佇むのが、地域の美術文化の振興を目的に、アート教室やアートイベン
トの開催・サポートなどの活動を展開する「秀 art studio」です。

編集後記

今回は、ローマから帰国した美

術作家 高橋秀さんによる、未来の

アートと人を育てるスタジオ「秀

」について紹介しまし
art studio
た。いかがでしたか？高橋さんは

２０２０年 も 残 りあと 少 しで

10

月、文化功労者に選ばれました。

《４》

す。引き続き感染予防をしっかり

倉敷市公式 Instagram
https://www.instagram.com/kurashiki_city/

行い、皆さま良い年をお迎えくだ

倉敷市公式 Facebook
https://www.facebook.com/KurashikiCity

さい。そして来年コロナ収束後に

https://citysales.city.kurashiki.okayama.jp/

は、ぜひ倉敷へお越しください！
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開設したのは、御年 90 歳の今も、絵画や版画、モニュメントなどの制作に
情熱を傾ける美術作家の高橋秀さん。1963 年にイタリア政府招聘留学生とし
てローマに渡って以来、伴侶であり布貼り絵作家として多くのファンを持つ藤田
桜さんとともに彼の地で暮らし、制作活動を続けていました。数々の賞に輝き、
国際的な美術作家となった高橋さんが、41 年のローマ暮らしに終止符を打ち、
この地に移り住んだのは 2004 年のことです。
「作家としての制作活動だけを考えると、ローマの方がずっと有利。しかし、
わずかでもいい、若い子たちにアートと何らかの関係を持ってほしいという願
いから、帰国して、ここを立ち上げたんだ」。惹かれたのは、景色のすばらしさ。
そして、倉敷人の温かさを感じていたことも決め手のひとつだったと言います。
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教室。海を望むスタジオで、子どもたちは目を輝か

特集記事

せ、あれこれと模索しながら作品づくりに取り組ん

34

特集

「秀 art studio」の活動の柱のひとつが、アート

でいます。
「この教室では、絵画と工作を通じて子ど
もたちに創造する楽しさを伝えています。自主性を
尊重し、自立する力を養うために、こう描きなさい
とか、こういう風に作りなさいといった技術的な指
導はしていないんですよ」と、スタッフの岡村勇佑
さん。高橋さんは一人ひとりに声をかけますが、制
作に関わる指導や助言はいっさいしません。油彩画
やデッサン、
版画などに親しめる「大人のアート教室」
では、自分で決めたテーマやモチーフに沿って、作
品づくりに取り組んでいます。
1800 年代中頃に英国貴族の間で始まったといわれているアフタヌーンティーは、紅茶とともに軽食

1996 年に倉敷芸術科学大学の教授となった高橋さんは、
「美術文
化との接触は大学からでは遅い。高校生に働きかけなくては」と考え、

やスイーツを味わう優雅な喫茶習慣。それを倉敷らしくアレンジした、倉敷の「おいしい」を伝えるイベ

2001 年、高校生を対象とする公募展「全国高校生現代アートビエン

ント「倉敷アフタヌーンティー」。白桃やピオーネ、マスカット・オブ・アレキサンドリアなど、倉敷・岡

ナーレ」を大学のなかで立ち上げます。

山の旬の特産フルーツを使っており、倉敷市内のカフェやレストランなどで毎年夏・冬の

ところがやってみると高校生でも遅いのではと思い、2005 年に「秀

2 回開催されています。2 段あるいは 3 段のケーキスタンドや、重箱に美しく盛りつけら

art studio」の活動として「沙美アートフェスト」をスタートさせまし

れた色とりどりのスイーツや料理……。目に美しく、優雅で豪華な気分を味わえるイベント
「倉敷アフタヌーンティー」をリポートしました。

た。このイベントは、沙美海岸の駐車場全体にブルーシートを敷いて、
幼稚園児から中学生までのグループで、1.5 メートル四方のキャンバ
スに共同制作するというもの。
「とにかく、何の制約も受けず、のびの
びと創作するなかで、子どもたちに自己発見してもらいたかった」。当
イベントは 10 回を重ねたところで惜しまれながら休止しましたが、新
たな形での再開を考えているそう。

クラシキのニュース

ぼっけぇお得！

2006 年には、高橋さんと藤田さんが私財を投じて創設した基金を

販売価格の

40％

▶今だけのお得なプラン！

もとに、
「秀 art studio」が若い芸術家を海外に遊学させるための「秀
桜基金留学賞」を開始しました。
「私自身がイタリアに渡った時、日本

以上

（例）豪華な食事

ジーンズ作り体験など

でいかに狭い世界で生きてきたんだろうと感じました。だから、海外
で外国の文化に接して、自分の世界を広げてみろよという気持ちが大

▶いつでも泊まれる！

きかった」と高橋さん。当賞は通算 28 人を海外に送り出し、当初の

２月１日㈪から令和４年３月31日㈭まで

予定どおり10 年間で終了しましたが、その後も受賞者の展覧会を開

※施設・プランによっては除外日があります

催するなどのフォローを行っています。
「アートを通して人を育てたい」とさまざまな活動を展開し続ける「秀
art studio」。これからの目標は、高橋さんと藤田さんの作品を収蔵・

販売期間
２月28 日㈰まで
※誰でも購入可

展示する私設美術館の創設だと言います。

●高橋 秀

●藤田 桜

画壇の芥川賞とも称された安井賞（1961 年）
を受賞。1963 年にイタリア政府招聘留学生とし

現在の大妻女子大学を卒業後、少女雑誌「ひ
まわり」の編集者として働きながら、田園調布純

てローマ美術学校に留学した後は、ローマで制作

粋美術研究所でデッサンなどの表現方法を学ぶ。

活動に没頭し、独自の表現方法を探究する。芸術

やがて独自に考案した布貼り絵で学研の「よいこ

選奨文部大臣賞（1987年）、
日本芸術大賞（1988

のくに」の表紙絵専属作家となり、40 年近く表

年）
、倉敷市文化章（2012 年）など受賞多数。世

紙を飾る。また、子ども向け図書の表紙絵や絵

界中の美術館や公的施設に作品が収蔵・展示さ

本を多数発表。その温かい作風は、国内外の多

れ、国際的な美術作家として名を馳せる。2020

くの人に愛されている。

ぼっけぇお得な「倉敷みらい旅」
（第２弾）

▲特設ホーム
ページ

地元の宿泊施設が本当にお勧めしたい倉敷の特産品や食事などが付いた、販売価格の 40％以上お得な、
「今」買って「みらい」に泊まれる期間限
定の宿泊前売プランを販売中。ご好評につき第２弾です！ 宿泊日は、２月１日㈪から令和４年３月 31 日㈭までの間で、後から自由に指定できます。
観光も特産品も、倉敷を味わい尽くす「倉敷みらい旅」で、家族や親戚・友人・知人などと、いつもよりお得に宿泊してください！
詳しくは、
「倉敷みらい旅」特設ページをご覧ください。
□販売期間…２月28 日㈰まで
□購入方法…「倉敷みらい旅」特設ページからプランを選び、各宿泊施設のウェブサイトなどで購入
※GoToトラベルキャンペーンとの併用はできません。

年、文化 功労者に
選定される。
（１）高橋 秀「大いなる
期待」
（２）高橋 秀「月
の道」

（３）藤田 桜「初夏のな
かま」
（４）藤田 桜「よい
このくに」創刊号表紙
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倉敷市の情報は、 倉敷市公式 Facebook（https://www.facebook.com/KurashikiCity）でも紹介しています！
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