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三月号
◇東京都 美術館
◆東京都美術館と言えば︑毎年秋に開催され る
日[展 を]思い出す人が多いと思います︒
左のモダンなレンガ色の建物でも有名です︒
当初は東京府にお金がなく九州の炭鉱王から １
□松川芳子さん︵右︶
□吉川富美子さん︵左︶

□中岡公子さん
※今日は湯呑のよ うな蓋物のよ
うな小物作りですが︑小さな器も
□畑山菊恵さん
それなりにむずかしいものです︒
※上手に削ったのでかなり薄 くな
ってきました︒削り過ぎない よう
に注意してください︒

□一色まりさん
※前回片口の酒器を作ったの で︑
今日はぐい呑を作っています が︑
ねこちゃんの絵は どうしましょう︒

奥村千 恵子さ ん

入[船 ]

てきてい る︵入船 ︶さん に乾杯 です︒

うな価 格帯 をオ ープ ンの時 から 守り 続け

一度の大 不況のこ の時代 を︑先取りし たよ

円以下の ものがほ とんど です ︒１００ 年に

定食が７ ５０円〜 ９５０ 円︒一品料理 も千

伺っても ︑四季の 味が楽 しめま す︒

季節の食 材を使っ た料理 が多い ので︑いつ

味︑そし てリーズ ナブル な納得 値段︒

素材が新 鮮で︑いつも 変わら ない美味 しい

足を運ぶ お店です ︒

３テーブ ルあり ︑私た ち夫婦 が週に一 度は

カウンタ ー席８席 ︑４ 人掛け のテーブ ルが

ーマンで いつも賑 わって いるお 店です︒

◆オープ ンして２ ３年 ︒地元 の人やサ ラリ

魚 料 理・ 季 節 料 理

推薦者

❐ 私が勧める美味しい店

□田口治喜さん
※ 大 き な深 鉢の 形 が大 分 整っ て
きました︒内外にラセンの彫りを
入れる予定です︒

焼き上がりが楽しみな作品です︒

□野口華栄さん
※ 白 い輪 花鉢 が焼 きあ がり まし
た︒白マットに白萩の吹き掛 けで
□佐藤真理さん
※今日は練り込みの抹茶碗の 釉薬 す︒盛った料理が映えるのが 目に
掛けです︒釉薬によっては焼成方 浮かぶような素敵なうつわです︒
法が違ってきます︒

お訪ねく ださい︒

○江東区福住一︱十四︱二
○電話０３ ３-６３０ ３-１３９
○昼 １１：３０〜１３：３０
夜 １７：００：２２：３０
○休み 日曜日
○地図はネット﹁入船﹂で検索
してください︒

魚 料 理・ 季 節 料 理

入[船 ]

私 た ち の お 気 に 入 り の 店 ︑︵ 入 船 ︶ を ぜ ひ

お勧めで す︒

り し て 帰 り は︵ 入 船 ︶ で 食 事 を 楽 し む の も

開 か れ て い ま す が ︑﹁ お 不 動 さ ん ﹂ に お 参

の縁日は 毎月１日︑１５日︑２８日の ３回

か︶とい えば︑お不動 さん︒その深川 不動

メートル 徒歩５分 ほどで す︒門仲︵も んな

◆東西線﹁門 前仲町﹂３番出 口から４ ００

（左上）季節の刺身
（左下）推薦者の奥村さ
んと常連のお客様達

００万円の寄付の申し出があり︑ようやく１ ９
※お二人で参考書を見ながら ︑茶
花用の花器作りをしています︒

□杉山尚子さん
※左の写真は︑ご自宅で今ま で作
った植木鉢に見事に咲いた﹁ 眉は
けの万年青︵おもと︶
﹂です︒
今回はこの万年青用の鉢受け をお
作りになっています︒

□近藤律子さん
□花川和子さん
※今日はロクロ作りではなく︑久 ※土鍋は最近季節に関係なく使わ □浅沼範子さん
し振りにてびねりでティポッ トを れるようになってきましたが ︑頑 ※素焼きの割山椒に︑粉引の 釉薬
作っています︒やはりロクロ で作 張って上手に形が整ってきま した を掛けたくない場所に撥水剤 を塗
っています︒同じうつわを十 個作
った方が早いですね︒
ね︒焼成の方も頑張ります︒
ったので︑かなり手間が掛か りま
す︒がんばって下さい︒

（上）入船さんの入口

２６年に東京府美術館としてスタートしたと 言
う逸話が残っています︒設計は神田にあるニ コ
ライ堂を関東大震災後︑修復に功績のあった 岡
田信一郎でした︒
岡田信一郎が設計した府美術館は︑正面にギ リ
シャ神殿風のドリス式柱を並べた建物だった そ
うです︒︵月刊岡田信一郎参照︶

※国立新美術館 H.P より

◆現在の建物は１９７５年に︑前川國男の設計
で完成しました︒日本の美術館は外国と比べる
と 自 前の コレ クシ ョン を持 って いる わけ では
なく︑日展などのような﹁公募展﹂や新聞社な
どとの﹁共催企画展﹂を中心に運営を続けてい
ますが︑公募展の増加や公募の作品の増加が続
き︑十分に対応ができなくなってきました︒
建物も３０年以上経ち老朽化が進み︑来年と再
来年の２年間全館を休館し︑大規模改修をする
予定になっているそうです︒現在の建物とは今
年一杯でお別れということになります︒
◆ ２ ００ ７年 に六 本木 の東 大の 施設 の跡 にで
きた﹁国立新美術館﹂は︑東京都美術館の公募
展 や 美術 展の かな りの 部分 を担 うこ とに なる
ようです︒ルーブル博物館や故宮博物院のよう
な ス ケー ルの 大き な美 術館 が日 本に もあ れば
と思いますが︑夢の話です︒︵記 佐藤︶

（上）東京都美術館
（下）国立新美術館

◇皆さんの作品を１回目は温
度 800 度で約 8 時間素焼きをし
ます。次はその作品に釉掛けを
して、1250 度で約 15 時間焼成
し作品が完成します。

◇2 月 21 日（土）今日は窯出しの日です。園部講師の案内で、会員の皆さんが交代で

作品が焼き上がった窯を見学し、園部講師の説明を聞きました。園部講師は「これからはご希望
があればいつでもご案内しますよ」と言っていますが、本音は「窯出し、窯入れを誰か手伝って
くれないかな」と思っているようですが、無理〃〃、作品を壊したら大変です！

花[器

]

◇ 写 真 は実 物 と大 きさが違 う場 合 が
あります︒作 品 の撮 影 とコメントは講
師のみなさんにお願いしています︒

❐小林悦子さん

]

※手びねりで一段一段丁寧に積み上
げました︒縦のラインが素敵です︒

❐中河政子さん

ふ[くろう

植[木鉢

]

❐石田純子さん

❐小野芳子さん

❐高石昌和さん

香[炉

]

ふ[た物

絵[皿

]

]

マ[グカップ

]

※今回もまた︑すてきな大皿が完成
しました︒丸ではなく九角形の大皿
に呉須と上絵が見事です︒誰でも見
ただけで高石さんの作品とわかるの
ですからすばらしい︒

❐近藤真弓さん

❐中下友紀子さん

❐山本美津子さん

❐佐藤真理さん

❐木谷光伸さん

マ[グ揃い

蚊[取り台

小[皿

]

抹[茶碗

]

] ❐石井孝子さん

ラ[ンプシェード

花[器

]

※少し渋めの色ですが︑黒マットに
トルコ釉でポイントを入れたり︑手
の込んだランプシェードです︒
写真は細部が良く見えるように大き
くしてありますが︑実際は小さくて
かわいい作品です︒

❐平石規代さん

]

オ[ブジェ

]

※タタラ板で作った花器ですが︑タ
タラで作ると歪みやすく︑手が入り
にくく割れやすいのですが︑きれい
に焼成出来ました︒︵ラッキー！︶
色も黒マットにトルコ釉はこの形に
合っています︒

❐鉄井理央さん

]

※５人並んだ黒人歌手たち。馬に乗っ
たカップルなど夢の広がるオブジェ
がカラフルに誕生しました。
一つひとつに鉄井さんの夢と物語が
あります。

※前回ご紹介した﹁ふくろう﹂が焼き
あがりました︒お腹の羽に呉須をして
白萩釉を掛けたのが良かったです︒
焼き上がってもやはり大きいですね︒

❐山口和江さん

※土鍋の赤土で作った苔玉や小さな
植木を入れる鉢です︒縦半分に黒マッ
ト釉とビードロ釉を掛けわけ還元焼
成したものです︒釉薬の相性も良かっ
たです︒

の新聞広告で

※ご家族が１０人。一人一人の名前の入ったマグの
完成です。手びねりで作り、形や大きさに合わせ名
前を入れて気持ちのこもった作品に仕上がりまし
た。白マットに流れたトルコ釉も良いです。
※２個作ったうちの１つで
す。赤土に白萩を掛けた帽
子型の可愛い蚊取台です。
早いようですが今から用意
して置くと安心です。
※白マットにスポイ
トで飴釉を乗せまし
た。小皿ですが、モダ
ンで存在感がありセ
ンスの良さを感じま
す。
※紅志野が大変よく
出た抹茶碗です。
掛け斑もきちんと絵
になっています。抹茶
の色が映えますね。

※とても可愛い香炉
が出来ました。小さ
なキャンドルにもな
りそうです。黒化粧
に線を彫りました。
※ 飴釉を掛 けた素朴 なうつ わ
に、梅の形のふたが付いただけ
で素晴らしいふた物になりまし
た。削りが大変でしたが、努力
した甲斐がありました。
※大きさが丁度手になじむ
サイズで持ちや すそうで
す。赤土に白萩釉を掛け、
下の方に飴釉をアクセント
にして、還元焼成しました。

見 た事・聞 いた事・読 んだ事

○子供達 が携帯 電話漬 けです ︒

◆携帯電話が すさまじい 勢いで普 及し
て︑幼児とか なりのお年 寄りを除 いて
殆どの人が持 っている時 代になり まし
た︒歩いてい ても︑電車 に乗って もか
なりの人数が 一様に携帯 電話を覗 き込
み盛んに指を 動かしてい ます︒ま た︑
自転車の前に 荷物︑後ろ に子供を 乗せ
片 手 で走 りな が ら盛 んに しゃ べ っ た
り︑メールを打つ若いお母さん達︒
異常としか言いようがありません︒
たくさんあっ た公衆電話 はそれな りに
便利だったの ですが︑今 はすっか り姿
を消し︑見つ けるのに苦 労する状 態に
なりました︒
◆最近の新聞 の調査で︑ 携帯電話 の所
有率が︑小学 生で２４． ７％︒中 学生
で４５．９％ ︑高校生は ９５．９ ％と
ほぼ全員が所有している状態です︒
そして︑メー ルのやり取 りも夜１ １時
以降寝る小学 生で６４％ ︑中学生 で７
４％︑高校生８７％という凄まじさ︒
◆とうとう東 京都教育委 員会が２ 月末
に﹁子供にケ ータイ︒本 当に必要 です
か？﹂と２段 抜きの新聞 広告を打 ちま
した︒子供に 携帯電話を 買い与え る前
に︑今一度そ の必要性を 考えてく ださ
い︒というわ けです︒遅 きに失し た感
が否めません ︒一度便利 に使った 携帯
電話を手放さ せることは 容易なこ とで
はありません ︒子供を携 帯漬けに して
おいて何を今更と思います︒
◆最近公立小 学校で学級 委員長を ２０
年ぶりに復活 したとニュ ースにな って
いましたが︑ クラスのリ ーダー役 であ
る学級委員長 を人権団体 とやらが ﹁な
れなかった子 供が傷つき ︑劣等感 が生
まれる﹂とい う理由で長 いこと止 めて
いたというこ とですが︑ それなら 携帯
電 話 を持 てな い 子供 もい るは ず だ か
ら︑人権団体 とやらが﹁ 携帯を持 てな
い子供が傷つ く︑劣等感 が生まれ る﹂
と強力に反対 すれば︑こ んなに深 刻な
社会問題にな るほど普及 しないで 済ん
だのではないかと思います︒︵佐藤︶

