
ETEGAMI FESTIVAL

〜集まれ！ 個性溢れる絵手紙・アイデアいっぱいの絵手紙〜

（前期） 2012 年２月２日 ( 木 )〜９日 ( 木 )

（後期） 2012 年２月 16 日 ( 木 )〜23 日 ( 木 )

（時間） 10:30〜17:30 （２月 10〜15 日は展示替えのため休廊）

会場 ・ 主催　 大崎ウエストギャラリー

講演会＆体験教室講演会＆体験教室
( 事前のお申し込みが必要となります )

絵手紙
フェスティバル
　　　  2012

絵手紙
フェスティバル
　　　  2012

ETEGAMI FESTIVAL （後期） 2012 年２月 16 日〜23 日

絵手紙をかくことは自分を見つめること。未熟な自

分を絵手紙に育ててもらっています。また、ご縁を

いただいた方々そして周りの花や樹木とも、筆を

通じて心を通わせることができて大変幸せです。

花と樹とほとけさまをかくことが嬉しい最近です。

浅田美知子（神奈川県）

1996年より１日もかかさずに、一日一枚、風刺や

ユーモアを交えながらニュースな絵手紙をかき

続けて16年目。毎年、年末に開催される絵手紙展

も年を重ねるごとに反響を呼んでいます。今回は

「昭和」という時代を一句一画で見事に再現！

池田亮二（東京都）

絵手紙に出合い、日々悩んだり、迷ったりしながら

も続けてこれたのはいつも新しい発見があるから

です。そしてひとりコツコツが大好きです。そんな

中で生まれたのがこより絵です。皆さんの応援を

いただきやってこれました。これからも絵手紙に導

かれての人生ご覧いただけましたらうれしいです。

植木啓子（東京都）

早や2月。また一つ去り、新しき事一つ来る。 「絵

手紙フェスティバル」もまた新たにして、 新しい希

望の始まりである。 絵手紙仲間との交流も十数

年。去り行くことは 追う事かなわず、気がつけば、

また新しき出会いがある。前に歩けば、それぞれ

の一去一来。 それも良し。

絵手紙いいNet（木口孝水）

3.11東日本被災地応援では凄い力を頂きました。

中野・花巻・遠野・伊那里町連携交流展など全国

から寄せられた熱い思いに感謝感激一杯です。

心からの御礼を表したく、大崎ウエストギャラリー

に展示させていただきます。

絵手紙でボランティア蟻灯の会
　　　　　　 (代表 遠藤市子)

絵と字と言葉と、自由に表現できる絵手紙。愉し

みは自ら創り出すものかも知れません。いろいろ

な人との出会いや繋がり、「学びの窓」も絵手紙

の中にありました。追いかけたい物があるから続

けていける。この先も自分達の心しだい！ 変化願

望の仲間です。

グループ「おもいのまま」

絵手紙と出会って13年・・・日常のちょっとした“あ

んな事・こんな事”を絵手紙にしています。街に出

ればモデルさんがいっぱい。趣味のマラソンも大

好きな宝塚も絵手紙にしちゃいます。工作も消し

ゴムハンコも大好き♪まだまだ、発展途上中！

吉川みか(茨城県)

「絵手紙の魅力を再認識し、ひとりでも多くの人

に伝えたい」絵手紙の日が制定されて３年目の

今年、記念のフェスティバルに小林合同教室とい

う形で参加します。ごく身近なリンゴを画材に選

びました。各々の切り口の視点をおたのしみくだ

さい。

小林生子絵手紙教室「この指とまれ」

何だか楽しく描いていたら、誰かにあったかい

ね、かわいいねと・・・　それが嬉しく相手の顔を

思い浮かべて又描いて、あっという間に月日が経

ちました。心の中のぞいて素直に紙に向かって、

ゆったりと。一緒にほんわかしませんか。

新堂みど吏（東京都）

「絵手紙」この１つ道を続けて25年、人生が大きく

変わりました。広がる世界は新鮮で飽きる事があり

ません。伝える相手がいるって、こんなにもいきいき

元気になれるんだと人との繋がりの大切さをこの

絵手紙から学んでいます。北の大地で毎年開催して

いる絵手紙たなばた祭りは今年第18回を迎えます。

津島民子ととかちの仲間達

どんなに描きにくい画材でも、らくらくこなしてし

まうみなさん。画材選びに四苦八苦する私はいっ

たい何？  そんな教室が大好きなのです。

福間明子とカルチャー教室のみなさん

古代文字中心に花・人物など楽しいもぎりあ～と

展です。日常生活に一寸アートな気分を。

新聞紙・チラシなどでお試しください。

宮澤暁子と仲間たち

私のライフワークは「絵手紙でボランティア」です。

地域を中心に学校、障害者・高齢者施設等へいつ

でもどこへでもお声がかかれば飛んで行きます。

「手話」を通して絵手紙の楽しさを伝えています。

今回は3.11・12を風化させない活動の一つとし

て、『復活の薪』による木簡をテーマにしてみます。

山田みちよ（東京都） ２月２日 ( 木 )２月２日 ( 木 )
アイデア絵手紙教室

「スパッタリングで楽しもう！」

２月３日 ( 金 )２月３日 ( 金 )
２月３日 絵手紙の日特別企画

「絵手紙里山サミット in 大崎」

２月６日 ( 月 )２月６日 ( 月 )
中井桂子講演会

「花も風景も同じだよ！」

今回の絵手紙フェスティバルでは、2007年の「北

川ふぅふぅ展」以来となる夫婦での展示で参加さ

せていただきます。もうすぐ１年をむかえる「東日

本大震災」で気付いた絆の大切さ。絵手紙を通じ

ての夫婦の会話をご覧ください。

北川ふぅふぅ（長一郎・美子）

きっかわ

13:30〜15:30 ／参加費 1500 円　　

13:00〜15:00 ／参加費 1000 円

13:30〜15:30 ／参加費 1000 円

( 米田みち子 )

（田口孝夫＆友遊）



★ 講演会 ・ 体験教室の申込は、 大崎ウエストギャラリーへ、 希望の

講座名と日時、 お名前 ・ ご住所 ・ 電話番号をご記入の上、 おハガ

キまたは FAX(03-3490-3358) にてお願いいたします。（１月 20 日必着）

　尚、 希望者多数の際は、 抽選とさせていただきます。 抽選結果は

お申し込み者全員におハガキにてご案内いたします。

ETEGAMI FESTIVAL （前期） 2012 年２月２日〜９日

私は重度の視覚障害者です。絵手紙を毎日描き

続けていましたが、最近緑内障が進み、見えなく

ても字なら書けると思い至り「字手紙」が生み出

されました。筆にこだわらず、ダンボール片、割り

ばし、マッチ棒等、身近にあるものを使い自由な

発想で楽しく、勘で書き続けています。

石川健次（熊本県）

絵手紙の世界は、あまりにも奥が深くて、驚きと発

見の連続です。その魅力は尽きることがなく、どん

どん引き込まれていきます。学べる喜びと、描ける

幸せを愉しんでいます。

梅坪仁実（埼玉県）

ヘタケン（下手の研究会）上手にかいたって、たか

がしれてる。下手で下手で、トテツモナイ全身全

霊デカク、物凄いヘタをめざす研究会です。

遠州絵手紙の会(ヘタケン）

中途半端な私が絵手紙は細く長く継続中です。そ

の理由は仲間からいただく刺激です。「前向き、感

動、挑戦する心」教えられることばかりで、鈍って

きた頭にカツを入れています。今ここにいるのは

皆さんの支えによるもので感謝しています。

大石千代子（福岡県）

けやき絵手紙の会は、個性豊かで、しかもチームワー

クの良さは抜群。そんな19名の仲間が岡田紀子先生

のウィットに富んだ教室で絵手紙を楽しく学んでいま

す。各々がアンテナを張り巡らし、学ぶ喜びが新しい発

見につながるということを実感しています。絵手紙を

続けながら、いつか自分色を出せたらと思っています。

けやき絵手紙の会(岡田紀子教室)

かいてもかいても満足できずに四半世紀が過ぎ

ました。よき友と出会い、かく喜び、学ぶ楽しさを

共有してきたからこそ続けられたのです。円空さ

んとの出会いにも多くの方からご親切で温かい

想いをいただきました。感謝の気持ちをもって、

今後もかき続けたいと思っております。

桜井幸子（神奈川県）

2011年、小豆島「石のシンポジウム」の講演会に

行政からの依頼で石と絵手紙のコラボ150点を

制作展示。島を支えた歴史ある石を絵手紙で包

んでいくことにロマンを感じ、一個一個の作品に

愛情が生まれました。まだまだ未熟乍ら地域にと

けこんだ絵手紙をめざしています。

小豆島絵手紙サークル(岩瀬輝子)

「絵手紙里山サミットin飛騨」を去る10月田口孝夫

先生と共に、里山風景が色濃く残る飛騨古川で開催。

2011年３月11日、日本は大震災に見舞われました。

ふるさとへの思いが心を大きく揺り動かし、何かを

見失いかけていた心に衝撃が走りました。かけがえ

のない大自然に目を向けて見えてきたものとは・・・。

田口孝夫&飛騨のばばさま『友遊』

公認講師全国大会の春日大社の釣燈籠の献

火は二度とない清らかな体験だった。小さな

ローソクに火を移しとる時ちょっと親指を焼

いた。それでもローソクを離さなかった。万燈

籠に火が灯ると影絵のように絵や字が浮き

上がる幽玄な光景。絵手紙のおかげです。

中井桂子（神奈川県）

14年前、子育てに悩んでいた時に出会った絵手

紙。泣きながら描いた日々を思い出します。私に

とって絵手紙は心の内を吐露できる場所であり、

自己を見つめる時間であり、癒しと喜びを共有で

きる空間です。今回は初期の頃からの作品を出

展させていただきます。

林典子（大阪府）

絵手紙に出会ったお陰で私の人生バラ色です。

今年もフェスティバルに展示して頂けることにな

り、恐縮してます。今回私の生まれ育った北海道

のアイヌ文化に因んだ絵手紙と、古代文字を面白

くアレンジした絵手紙を楽しく御覧いただければ

うれしいです。

渡邊百合江（北海道）

絵手紙を始めて13年。自分の気持ちが年数を増

すごとにドンドン変って来ました。絵手紙をもっと

楽しく素敵にしたい。展示をみて戴いた方に心に

残るようにと思うようになりました。今のままを見

て下さい。絵手紙で元気に楽しんでいます。

岡本サヨ子（埼玉県）
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♦会期中無休・入場無料♦

２月７日 ( 火 )２月７日 ( 火 )
「初心者のための墨でかく風景教室」

２月８日 ( 水 )２月８日 ( 水 )
「墨の神秘を追いかけて 楽しい墨流し教室」

２月 17日 ( 金 )２月 17日 ( 金 )
津島民子講演 ・ 絵手紙教室

「かくことの大切さ／ろうけつ染めの絵手紙に挑戦」

２月 19日 ( 日 )２月 19日 ( 日 )
遠藤市子講演会

「笑顔と会釈ありがとうの言葉」

２月 20日 ( 月 )２月 20日 ( 月 )
山田みちよ教室

岩手県吉里吉里の地 「復活の薪」 に思いを込めて

２月 22日 ( 水 )２月 22日 ( 水 )
「がくさんの消しゴム印教室」

平成21年に癌のため、69歳という若さで亡くなられ

た谷口道子さん。何よりも絵手紙を愛し、ご家族、恩

師、ご友人へと分け隔てなく心のこもった絵手紙を

送り続けていました。2011年10月には夫の寛二さ

んにより「絵手紙を愛し逝った妻」を出版。道子さん

が生前にかかれた絵手紙の一部をご覧ください。

谷口道子（京都府）

一生懸命かいて楽しむ仲間です。新人もベテラン

も、女性も男性も紙の上では皆が輝いています。

兼岩幸惠とKMA1813:30〜15:30 ／参加費 1500 円

( 廣瀬武子 )

13:30〜15:30 ／参加費 1500 円

( 清野章子 )

13:00〜15:30 ／参加費 1500 円

13:30〜15:00 ／参加費 無料

13:30〜15:30 ／参加費 500 円

13:30〜15:30 ／参加費 1500 円

( 小野寺がく )


