
第５９回　徳島彫刻集団　野 外 彫 刻 展

作品配置図

特別企画　京都・愛知・三重・奈良・兵庫・島根・香川の彫刻家協賛出品
　　　　　こどものためのワークショップ

  2021年10月3日（日）～11月12日（金）

　徳島中央公園

第２３回徳島県民文化祭協賛事業
徳島県　あわ文化創造支援

1 「風景のはじまり　Nostalgia」　
松永 勉

2 「Landscape trace（或る日の痕
跡～遺蔵～）」 吉田 正純（島根）

3 「だんだんと」　佐藤 隆

4 「マスクはお友だち」　松島 秀樹

5 「Natural posture」　水本 智久（京都）

6 「Timeless Cubes」 
ウイリアム・ヴォーグラ（賛助 香川）

7 「自在」　三原 敏文 8 「深海のイメージⅢ」 岡田 直利 9 「はじまり」　大貝 貞雄（賛助）

10 「3.11－偲んでー2021」
　中南 弘史

11 「2021 No.5」　島﨑 將（兵庫） 12 「A MESSAGE TO THE EARTH」
 井下 俊作

13 「Reason of a reason」
　山端 篤史

14 「ラクガキ」　津村 拓（兵庫） 15 「あれ！」　北川 雅佳（兵庫） 16 「再醒（さいせい）」　沼田 美雪 17 「夢　星　種　（千の風になっ
てより）」 田村 哲也（奈良）

18 「静寂」　居上 真人 19 「地上にふたつとない　ーざわ
めき空間ー」　サトー キミエ

20 「森の贈りものⅣ」
 萬 知恵子

21 「MASK MAN」
　アキホ タタ（香川）

22 「Dream box」
　時野 弘和（愛知）

23 「てふてふのいる風景 ”愛”」
 四宮 達司

24 「Restart」
 周藤　豊治（島根）

25 「飛（休憩中）雲」
　ヒロ 忠之（奈良）

26 「里山からのおくりもの　
－2021の記憶」 惠村 正大（三重）

27 「無題」　三原　博志 28 「縷縷」　成田 浩彰 29 「あるでないで」　中川 伸一

30 「Happy」　大貝 寿子（賛助） 31 「旅立つ想いと留まる気持ち」
　佐野 耕平（京都）

32 「時間と空間」
　𠮷田 陽子（賛助）

33 「深海のイメージⅣ」
 　岡田 直利

主 催　徳島彫刻集団
協 賛　徳島の彫刻文化を進める会
後 援　徳島県 ・ 徳島市 ・ 徳島新聞社 ・ 四国放送 ・ ＮＨＫ徳島放送局

お問合せ　〒770-0801　徳島市上助任町三本松　松永 勉
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