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大阪・絵手紙ホール
    (日本絵手紙協会 大阪事務所)
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-5-5 カネセビル10F TEL06-4964-2202
大阪市営地下鉄御堂筋線「本町駅」３番出口から徒歩１分

大阪 ( 大阪・絵手紙ホール )

東京 ( 大崎ウエストギャラリー )・後期

主催：大崎ウエストギャラリー

何気なくはじめた人物スケッチが今では私の絵手紙としての
楽しみの1つになっています。絵手紙は手紙として飛び立った
時、夢中で描いた1枚から思いもかけない心と心の交流がは
じまるようです。

浅倉須眞子

教室を始めて15年。振り返れば４度の手術を受け、その度に、生
徒さんや仲間に沢山のご心配おかけしました。「晴天の霹靂」と、
泣くこと２日。毎日届く絵手紙は私を笑顔にかえ、栄養剤のように
身体中に沁みわたり元気にしてくれました。講師の私が一番に、
絵手紙の恩恵を受けています。両手いっぱいの感謝を込めて、生
徒さんとの心と心の交流（往復）を、ご覧いただければ幸いです。

いち語いち絵の会 （代表  箕浦尚美）

長く絵手紙に携わってくると自分らしい絵手紙を生みたいと
思うようになりました。そんな時、勿体ない精神から生まれた
のがこより絵です。こよりを使って表現する絵手紙が楽しくて
続けています。その一部ですが、こより絵手紙ご覧いただけま
したらうれしいです。

植木啓子

絵手紙シールぺたんネッ人（代表  山田みちよ）
第３回までの栄村支援（150万円）ありがとうございました。
第４回からの津波遺児支援レインボーハウス建設に７月、９
月で200万円をあしなが育英会にお届けしました。ありがとう
ございます。今回はその報告と３枚１セットの原画シール
135枚を展示。忘れられないことは大きな支援です。

自然環境に恵まれた地域、素材は足元からと山野草を描き続
けて5年。その一部を展示させていただきます。

柿沼佑子と黒浜コスモスの会 渡邊百合江
北の国からこんにちは！毎日毎日絵手紙を書けるこ
とが最高の幸せです。日々、関心の趣くままに一寸し
た創意工夫を凝らした便りも又、楽しいものです。ご
笑覧いただけるとうれしいです。

「よい絵手紙」をかきたくて学ぶ楽しさを知りました。「これでい
い」ということのない絵手紙ですが、絵手紙への愛情を失わず、
皆で学び続ける楽しさ、喜びを共有できたら嬉しいです。

桜井幸子

私達にとって絵手紙は、ごはんのようなものかも知れません。
書けば元気になり、届けば嬉しくて、どれだけ書いても飽きるこ
となく続けられる幸せを感じてます。絵と字と言葉を軸に、それ
ぞれに自由な表現で交流を楽しんでいる仲間です。

グループおもいのまま

フェスティバルに参加する度に、新たなエンジンが回転してい
きます。フェスティバルは、自由に私の翼を広げる場所でもあり
ます。今年も小さい葉書に自分を探し続けていきたいなぁ…。

田﨑弘子

紙を切って、貼って乾拓をとり絵手紙にしています。瓦當や
画像磚を拓にとりたくて始めましたが、花や文字にも広げて
楽しんでいます。

徳勝弘江

オランダのアムステルダム中央駅を眼下に、連日
朝日をかく。空はピンクから赤へと刻々変わる。
変わる度に紙を変える。一回約20枚かく。が、後
で見てガッカリ。あの自然の美しさにはかなわ
ない。でもどんなに無茶苦茶でもあの感動が絵
になる。それだけで幸せ。

中井桂子

“自由に印を彫って自由に表現する遊印アート”の楽しさを
紹介して20年がたちます。毎年4月の東京都美術館では大
作を発表しています。世界遺産も大好きなテーマです。“小
さな印の無限の世界”に魅せられています

深沢紅爐 （日本遊印アート協会代表）

兼岩幸惠
いいときも、そうでないときも私。あるがままの私。
そんな思いで筆を持ち、紙に向っています。
筆を持っているいまが大切。
筆を持っているときはたのしい。

阪本里美
身体が健康、心は清らかで澄んでいなければ、心込めてかいた
言葉も相手に届かない。その人のことを思いやり「お元気です
か」と話しかけるようにかく。「ありがとう」と返事が届く。心と心
が通じ合ってこそ本当に絵手紙の醍醐味と解るようになりまし
た。かけば残る。もっともっと交流をたのしみましょうよ。

宮脇泰彦
みなさんこんにちは！大阪：泉州の「みやちゃん」です。
いつも、毛筆だけでなしに、タオル（筆）、竹ペン、竹
筆、海綿他色々な物で、また着色は『省エネ・エコ技
法』で描かせていただいています。

～絵手紙で描くイタリアの旅～
ネット6000名は十人十色の絵手紙をそれぞれに楽しんでい
るグループです。私たち夫婦は共通の趣味として、「絵手紙で
描く旅」を一番の楽しみにしています。今回はイタリアの旅を
夢中で描いてきましたので、二人の絵手紙をぜひ見ていた
だきたいです。

地球・絵手紙ネットグループ（二人展）
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2013年、伊勢は20年に一度の式年遷宮(伊勢神宮)に沸き返
りました。これに合わせ田口孝夫先生の講演会を初めて企画・
開催。何からやればいいの？の不安からやれば出来る、の自
信に変わった講演会までの一年。式年遷宮とは何か？ 絵手紙
の力で伝えたい！ ３人娘(小西伊津子・亀田伊久子・村井朋子)
が伊勢から発信！！

伊勢「い・い・とも会」

絵手紙を始めて20年。数え切れない優しさ元気を貰いました。
今こそ何か恩返しをしたい。そんな思いで仲間達と岩手県宮
古市（岡山市と姉妹市）に小さな応援続けています。今回三陸
鉄道宮古に届ける絵手紙を知的障害者施設の子供達手作り
ハート和紙にかきました。

今井洋子教室のなかま

1996年より１日もかかさずに、日々のニュースを一日一枚、
風刺やユーモアを交えながら絵手紙にかき続けて18年目。
2013年の「ニュースな絵手紙」を中心に展示いたします。

池田亮二

岡本サヨ子
絵手紙に出会って嬉しいことに私の老年は楽しく元気のある毎
日となりました。多くの先生方を目標として沢山の友だちと切磋
琢磨しながら今までやってこれたのは私の力となり元気の素と
なりました。有難うございます。

絵手紙を始めて13年。絵手紙は楽しく描くことが基本だと思
いますが、常になにか新しいことにチャレンジする気持ちが
ないとマンネリに陥ってしまいます。今回は退職後の念願だ
ったバリ島旅行をテーマにした絵手紙を中心に展示させてい
ただきます。

北川長一郎

平成9年8月、息子との向き合い方に悩んでいた時、絵
手紙に出会いました。私にとって絵手紙は、自分を映す
鏡であり、気づきの場です。
ぴぃす絵手紙教室は、平成10年9月「ヘタだけれど描き
たい」私と想いを同じにする人が気持ちよく集える場を
設けたいと思いスタートした教室です。

林典子とぴぃす絵手紙教室

絵手紙に出会って25年。
今回教室で墨を主体にかいたものに顔彩の色を添え
てシックな絵手紙を楽しんでみました。墨と仲良くなっ
て少し表現の巾が広がったようです。

中田明子と仲間たち

男の絵手紙一歩二歩散歩
20年前母に絵のある手紙を送ったのが、私の絵手紙のスター
ト。その時その時の思ったまま、感じたまま普段着の言葉で発
する。今は一日一枚妻に発信八年目。私の一日の仕事のひとつ
になっている私の絵手紙です。

峯  誉

鈴木榮重
すず木がツバ木に恋をして、かきまくっても、まだまだ、
没頭不足、集中力不足、無我夢中の境地には、ほどと
おい時空を越えて、生まれる、ツバキを求めて挑みつ
づける。自分の好きなこと、自分の興味の尽きないこ
とだから、没頭して、無我夢中になれるから。

のとやちえこ
旅の絵手紙が大阪会場に参加させていただき大変うれしく思
います。旅は景色も建物も日常とはちがうものに出合うけれど、
何よりも人間が面白い。どこの土地でも一期一会の出合いが旅
を彩ってくれる。
そして旅を楽しむ一つの方法として絵手紙が欠かせない。

東日本銀行

『絵手紙フェスティバル2014 記念集』 1000円(税込)
絵手紙フェスティバル 2014 にご参加いただく全てのかたの絵手紙
が掲載されているわけではありません。（2月３日より発売開始）
※会場でお求めになれない方は栄村の絵手紙株式会社にて通信販売
も行っております。（TEL 0269-87-1910 ／ FAX 0120-5562-03）
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相変らず大空の下で、花と樹とほとけさまを絵手紙にかいて
います。大地に根差す樹や花と向き合い筆を持ち、自分の心
を重ねてかくことに幸せを感じます。

浅田美知子

描いても描いても、絵手紙の魅力が尽きることはありません。
むしろ、描けば描くほど、その奥の深さに驚くばかりです。“絵
手紙”というファインダーを通していろんなものを見てみると、
すべて輝いているように感じます。

梅坪仁実

3.11から3年。絵手紙人から寄せられた様々な応援支援で蟻
灯の会の活動の道が開け進む事が出来ました。2013年は被
災地5ヶ所を訪ねました。現地での話題、その時の様子を絵手
紙展示しております。ささやかな事が底力となり、仮設にくら
す方々に笑顔を取り戻す交流に発展した喜びは、絵手紙筆一
本から生れました。

絵手紙でボランティア　蟻灯の会

絵手紙花の会 （代表・佐々木淑子 他有志）
花の会なのに、魚ばかりでギョギョギョ！
鮮度が命の魚たちから声をかけられた。
“フェスティバルに参加してみたら？”
生き生きが伝わる絵手紙をモットーに描き続ける仲間
たち。“今日も一日元気よく”
描いた後の爽やかさ、受け手の顔も微笑んだ。

会を創って2年目になります。朗らかな会には、幸運が満ちると
の想いで、広報紙「朗満運」を毎月発行しております。今回は、
県外の会員もみんなで楽しく学び、心を結びます。

絵手紙・ひろしま（ろまんの会） 暁子と仲間たち
テーマのないつぶやき（ツイッター）を独楽吟ともぎりあ～
と（花は咲く）で自由に表現し、楽しんでみました。

絵手紙と出会って16年。ここまで続けてこられたのは、絵手紙
をキャッチしてくれた仲間達と、理解ある家族のお陰です。背
伸びしない…あたりまえの日々を絵手紙にして発信中。普段着
の絵手紙を感じて頂けたら嬉しいです。

吉川みか

「ギャラリー通信」への寄稿、「スタンプカーニバル」への出展歴
5年。絵手紙協会公認講師、消しゴムアドバイザー資格など、全
国から北方領土色丹島まで、年齢性別を問わず、レクリエーショ
ン、スポーツ分野にと多彩な指導を広げる。北海道在住66歳。

小野寺がく

ひとつのことを磨きつづける人は、心が老いない。好奇
心いっぱいの仲間たちが、教室で心豊かにするヒント
を頂き、小さな発見を喜びにかえ、日々絵手紙を楽しん
でいます。今を感じながら思いを伝えてゆきたいです。

けやき絵手紙の会（岡田紀子教室）

「おかげさま」の毎日です。絵手紙描いて、いただいて、北か
ら南に心が飛んでキャッチボール。今から、これから、まだ見
知らぬあなたと始めようよ！元気になるよ。

新堂みど吏

目習いと、かくときの集中力はみなさんこわいほど。一転して
締めの講評タイムは、やじ、つっ込みと笑いの連続。何でも言
い合えるこ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

富士山が世界遺産に登録されたのを記念し、併せて
小池先生の「絵手紙フェスティバル」を祝し忍野（１
泊のスケッチ旅行）に出ました。その他大崎ギャラリ
ー「絵手紙フェスティバル2013」に参加し、また浜松
大会に併せて清水港からの富士山の偉大さに感動
のスケッチ旅行でした。

富士山スケッチ旅行（堀之内てつ子教室）

NPO法人  一粒舎
NPO法人一粒舎は19人の知的障がい者、精神障が
い者が働いている就労継続支援の福祉作業所です。
ブルーベリーの栽培管理、摘み取り、ジャム製造、観
光摘み取り園、竹チップ製造等の仕事をしています。
月に一回音楽療法、絵手紙、手芸、陶芸等、各先生に
ご指導していただいています。

金子洋子
一日の大半は絵手紙タイム。ここ近年は出かけて行って見たい
ものを存分に「視る」ことにも心躍ります。感じて、体験して、実
験して、絵手紙に出会えて嬉しい。

松尾ちゑ子と中野の仲間たち
小池先生が中野に種まきされて25年。記念研修に『中村忠
二』を取りあげてみれば、かつての住いは練馬区貫井のお隣
さん。“花や蟲・人間によせる目と心”に引きずりこまれ、つい「
あらよっ」と立ちあがり、忠二さんに絵手紙をかくことになっ
た私たちです。

去る10月６日、里山サミットin飛騨では毎年1月15日の飛騨
古川の風物語「三寺参り」に合わせて行なわれる瀬戸川の開
祖「快存上人を偲ぶ絵手紙行灯奉納」絵手紙を書いて頂き
ました。皆さまの自己発見、自己発信、感動あふれる絵手紙を
展示させていただきます。

里山サミットin飛騨

講演会・体験教室には事前申込が必要となります。お申し込みは大崎ウエスト
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(〒141-0032品川区大崎3－6－7－3F)またはFAX(03-3490-3358)に
てお願いいたします。（１月10日(金)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(受講票)は1月15日以降にお申し込み者全員におハガ
キにてご案内いたします。講座当日の持ち物等は、受講票に記載いたします。

ある本で「難しいことを易しく、易しいことを深く、深いことを面
白く。」ということばを読んだ。絵手紙の「ヘタでいい、ヘタがいい
」とどこか似ている。絵手紙は一見やさしそうだが、長く続けるう
ちに奥の深さを感じる。花をかいても風景をかいても、そこに流
れるもの、基本の元は同じなのだ。

絵手紙の風景スケッチ
【日時】2014年2月3日（月）13:30～15:30　
【講師】中井桂子　【受講料】1000円

体験
教室

講演会

園児から高齢者まで楽に使えて、力強い味のある線が得られやすい「タオル筆」の作り
方と使用方法。そして『着色：省エネ・エコ技法』の実演・解説そして実習を行います。

『タオル筆』と『着色：省エネ・エコ技法』
【日時】2014年2月4日（火）13:30～15:30
【講師】宮脇泰彦　【受講料】1500円

瓦當をかきながら、線や墨色について考えてみませんか。

絵手紙の線と墨色 パート2
【日時】2014年2月5日（水）10:30～12:30
【講師】絵手紙塾 阿の会 兼岩幸惠　【受講料】1500円

体験
教室

昨年にひき続き漢時代の文字を臨書して、その中からどのように絵手紙に生かせ
るかを学びます。

拓本と絵手紙の書
【日時】2014年2月5日（水）13:30～15:30
【講師】絵手紙塾 阿の会 桜井幸子　【受講料】1500円

体験
教室

瓦當や画像磚を参考に、原画をかき、カッターで切
り凹凸をつくって乾拓でとる。別紙に貼って言葉を
入れて絵手紙にします。

簡単にできる紙版画
【日時】2014年2月6日（木）13:30～15:30
【講師】徳勝弘江　【受講料】1500円

体験
教室

自由に印を彫って、自由に表現する遊印アートの世界を一緒に
楽しんでみませんか。
墨の濃淡と合わせ、ドーサ液と葉を使って素敵な恋のドラマを
演出します。

恋する女を彫る～女の顔印を彫ってみましょう！
【日時】2014年2月8日（土）13:30～15:30
【講師】深沢紅爐　【受講料】1500円

体験
教室

せっかく絵手紙をかいたけれども、誰にも送らずに机の中に眠って
いる・・・なんてことはありませんか？今回はそんな絵手紙を再利用。
気に入った一部分を残して赤マジックで線を描き、いらない場所を
墨で染めて行く。墨を乾かし、黒い所に言葉を入れて完成です。

 絵手紙を再利用！ アイデアひとつで楽しい絵手紙に
【日時】2014年2月10日（月）13:30～15:30
【講師】岡本サヨ子　【受講料】1500円+材料費200円

体験
教室

3.11から2014年３月で丸３年を経過する東日本
大震災の今をお伝えいたします。（主に2013年の
現況）また、現地を訪ねた事により広がった交流の
輪。あれこれなどをお話する予定です。

絵手紙筆一本から生れる支援活動
【日時】2014年2月21日（金）10:30～12:30
【講師】遠藤市子　【受講料】1000円

講演会

生きることは描くことそのものだった 画家・中村忠二。今、なぜ
中村忠二か？ 忠二の生き方哲学を中心にお話いたします。講座
後半では忠二作品の速写と忠二への絵手紙をかく予定でい
ます。

今、中村忠二が面白い。一緒にかぶれてみませんか。
【日時】2014年2月21日（金）13:30～15:30
【講師】松尾ちゑ子　【受講料】1500円

講演
+
体験

もうすぐ「ひなまつり」です。今年は自分で絵付けを
したおひなさまを飾ってみませんか？　絵手紙のモ
チーフにもなりますよ。

「おひなさま（土鈴）の絵付け」
【日時】2014年2月22日（土）10:30～12:30
【講師】梅坪仁実　【受講料】1500円+材料費1000円

体験
教室

講演会＆体験教室のご案内※東京会場のみ開催

姥捨て山は本当にあったのか？ 映画になったり書籍などでも話題
になっておりますが、今回、友遊のメンバーがその真実に迫ります
・・・。　子供の頃、野や山で遊びの中で食べていた記憶、またはお
ばあちゃんから聞いた食べられる草花の話など思い出してみよう。

飛騨にもあった姥捨て伝承の真実
【日時】2014年2月22日（土）13:30～15:30
【講師】古川町絵手紙同好会友遊　【受講料】1500円

講演
+
体験

前半、絵手紙のことばの作り方をわかり易く具体的にみつけるヒントを学び、後半、
それを実技で絵手紙にとりいれて完成します。

ことば探しのコツ
【日時】2014年2月24日（月）13:30～15:30
【講師】香川仁・香川道子　【受講料】1500円

講演
+
体験

（落）成式・千秋楽（落）。　「自分が描いた」と最後に押す（落）款。
自分で描いた絵手紙には、自分で彫った落款を押したい。紙のサ
イズに合わせ、朱文で・白文で・書体も変えて！　「消しゴムスタ
ンプアドバイザー」の資格も取得し、初心者の方を対象に、笑顔
に溢れて分かりやすい教室に致します。

がくさんの初心者のための消しゴム印教室
【日時】2014年2月25日（火）10:30～12:30
【講師】小野寺がく　【受講料】1500円

体験
教室

体験
教室

絵手紙は線が命。もう一度基本に戻っておさらいしてみませんか？
今回はどんなモチーフをかくのでしょうか？ 当日までお楽しみに・・・

基本をしっかりと。墨色と紙の生かし方
【日時】2014年2月25日（火）13:30～15:30
【講師】福間明子・兼子まどゐ・高岡起世美　【受講料】1500円

墨と彩色のコラボ。心のエネルギーが生み出す色はどんな色？ 
大らかな心で大きな紙（時間とスペースが許すサイズ）に絵手紙
をかいてみましょう！

絵手紙の色と心 パート2
【日時】2014年2月26日（水）13:30～15:30
【講師】絵手紙塾 阿の会 浅田美知子　【受講料】1500円

体験
教室

線の練習（太い線、細い線など色々）を通して筆の遊
び方を勉強しながら、漢字一字を創作して言葉を添
える・・・言葉の入れ方、余白の生かし方などのコツを
お伝えいたします。

筆で遊ぼう・楽しもう
【日時】2014年2月28日（金）13:30～15:30
【講師】平尾雅子　【受講料】1500円

体験
教室
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体験
教室

稲わら、ススキの筆を作って、栄村と東北レインボーハウスへ寒中見舞いを送りませんか。

栄村・陸前高田レインボーハウスへ寒中見舞いをかこう
【日時】2014年2月6日（木）10:30～12:30
【講師】絵手紙シールぺたんネッ人（代表 山田みちよ）　【受講料】1000円

絵手紙歴も長くなる程、どんどん前進する人と、飽きてしまい楽しみ方に迷いやめていく
人も多い中、病気の時又は病気を看護する側のくるしみなど・・・絵手紙を続けていく楽し
み方のコツなどを体験談を交えてお話いたします。講座後半では絵手紙をかく予定です。

病い乗り越えて、交流の楽しみのこつ
【日時】2014年2月10日（月）10:30～12:30
【講師】阪本里美　【受講料】1500円

講演
+
体験


