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もりおか啄木・賢治青春館2階展示ホール 入場無料

■午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）
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l主催l盛岡市／（公財）盛岡観光コンベンション協会

l後援】岩手口報社／IBC岩手放送／テレビ岩手／めんこいテレビ／岩手朝日テレビ／エフエム岩手／盛岡タイムス祉／岩手ケーブルテレビジョン／朝日新聞盛岡総局／毎∩新聞盛岡支局／読売新聞盛岡支局

岩手中・高等学校「石桜同窓会」／岩手入学アートフォーラム

l問い合わせ先l（公財）盛岡観光コンベンション協会企画管理部TELO19－604－3300

DeslgnbyYoshltakeSuginoto



一見したところ、抽象と紙一重である審美的な要素が詰まった宇津宮さ

んの絵画を語るのは私にとって非常に難しいところです。そこにはグラ

フィックな線、絵画、デッサン、ボリュームなどが混在しているからです。

色、人物、モチーフなどが繰り返し現れ、お互いに化学反応をおこして融

合していくようでもあります。

しかしながらこれらの作品を一歩引いてみたとき、突然、その全容をつ

かむことが出来るのです。こうしてつかんだ全体像の中で、作品を見るも

のは、アーティストの多種多様なアイディアや一種の幻覚を追体験するの

です。そして、天使のようでもあり、また悪魔のようでもある、あたかも生

きているかのような小さな組織や、または複雑で大きな創造物ともいえ

る何かを目の当たりにするのです。

こうした敏感な世界に向けられた宇津宮さんの考察は、非常に深いとこ

ろから沸きあがる、直感ともいえるものから来ていることは明らかです。

空間、時間、死などと対峠した時、深いところからわきあがる直感です。

宇津宮さんはおそらく、この深い部分に近づき、また興味を持ち、そして

自分の中の何かが揺らぐのを感じながら、作品をつくられるのだと思い

ます。

宇津宮さんは、絵画によって、こうした神秘的なものを捉えるためにフォ

ルムを与え、またその神秘を目に見えたり、確かめたりできるようにする

という試みを行われているのではないか、という気がしてなりません。お

そらくそうした理由で、私が作品の造形的なものを知覚する以前に、宇

津宮さんの作品を理解することができるのだと思います。私の感想はこ

れくらいにして、これから作品をご覧になる皆様は、それぞれの解釈で

作品の本質を感じられることと思います。

マテュウ・パルデイオ

（九州日仏学館館長）
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舞　態

日常生活を演劇空間にたとえて眺めてみますと、無意識が紡ぎ出す物語絵画

は、より一層象徴性を強めて立ち現れます。源境回帰をおもわせる場面、特に視

覚性を強めた現代社会の様相が浮き彫りとなり興味が尽きません。制作にあ

たってはまず物語性を考慮します。

中国・宋代の怪奇物語『夷堅志』から「水汲む女」を題材とした《非・場No，56》

（岩手県立美術館蔵）などもあります。そこでは、大蛇の危害から身を守るため呪

術を施した円の中に逃れる場面がありますが、わたしたちの日常の生活空間で

も起こりうる事です。自然と文化の接点に森や林、うっそうと茂る薮、それに囲ま
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れた川などがあります。そこには寺や両、祭りの行われる広場などがあって聖な

る場であったり呪術的空間であったりしています。こういう空間は近年失われる
一方ですが、自然は文化の言葉で構築され個人の中で生き続け、私たちの日常

のなかで風土として保存されます。入れ墨やパントマイム、肉体言語としての舞

踏、などが想起されます。絵の題材は常に人間です。肉体が重さをもつというこ

とは、確かな主題をその中に抱え持つ証のように見えます。人間・ミクロコスモス

の構造に組み込まれている内発的自己破壊エネルギーの様態を記録して行きた

いと思います。

字津宮功
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宇津宮のタントラ的イメージ

字津宮の作品にはいつも雌雄両態の像が観られる。これ

はプラトンの〈対話〉のなかにも、ユイスマンスの小説〈彼

方〉のなかにも、近い所では、マルセル・デュシャンの全作

品のなかにも貫徹しているモチーフである。フランス・ピカ

ビアはいみじくも自作の1点に〈母なしに生まれる娘〉と題

をつけている。作家は孤独に一人で作品をつくる。そこには

母はいない。雌雄両態というのはこの芸術家の自画像には

かならない。生国離れて異国に自分を移植することは容易

なことではない。絶えず自分に自分のイダンテイテーを問

いかけてゆく緊張が、異国で自分を表現する以上日常的な

ものにならざるをえない。この探求の果てに、宇津宮は芸

術家の原型であるアンドロジーヌにまずぶち当たったわけ

である。字津宮の〈自画像〉は当然のことながらヨーロッパ

のどの作家とも異なっている。〈リグ・ヴェーダ〉などサンス

クリットで書かれた思考から派生するものへの侵入を通じ

て、宇津宮は洋の東西を超える自己のイダンテイテーを求

めて続けている。これは詩で言えば象徴派以後、絵で言え

ば印象派が展望してきた道と異なる物ではない。ヨーロッ

パで宇津宮の強烈な色彩とダイナミズムが衝撃をもって受

け入れられているのはそのためである。
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作品リスト

炎天（65×50cm）

作品名　　　　　　制作年　　技法　　　　　　サイズ

油彩
ドローイング

ドローイング

トローイング

油彩

油彩

油彩

油彩
トローイング

トローイング

トローイング

81×200

65×50

65×50

65×50

150×150

81×200

114×292

114×292

65×50

65×50

65〉（50

DNL】4（81×200cm）

作品名　　　　　　制作年　　技法　　　　　　サイズ

1か2分の1

UneRelne

8，6，24

交感2体

FltOu Sonate5

FltOu Sonate8

FltOu Sonate17

142．2

14，213

14．212

FltOu Sonate3

00　　　ドローイング　　　65×50

90　　　ドローイング　　　65×50

08　　　ドローイング　　　65×50

12　　　ドローイング　　　65×50

13　　　　ドローイング　　　65×50

13　　　ドローイング　　　65×50

13　　　ドローイング　　　65×50

14　　　ドローイング　　　65×50

14　　　トローイング　　　65×50

14　　　トローイング　　　65×50

13　　　トローイング　　　65×50

さ上平1（65×50cm）

UTSU〟lYA
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宇津宮功略年譜

1945年　盛岡市に生れる。岩手高校から武蔵野美術大学造形

学部に入学（1963－1967）同大学卒業と同時に渡仏。

パリ美術学校ベルナール・サンジェ教室に在籍、デッ

サンとリトグラフをまなぶ。（1967－1969）

1968年“グランプリ・ド・パーク賞’’受賞（ニース）。サロン・

アートリーブル出品（パリ）。

1969年　出光興産の令嬢出光孝子女史のご好意でパリ近郊

カッシャン町に在ったサムフランシスの広大なアトリ

エを無料で使用させていただく。

1970年1月1日の新聞「ヌーベル・リテラチュール」に

写真載る。2月3日の「ルビュー・モデルヌ」に批評載

る。資料1参照

サンジェルマン大通りのアパートに引っ越す。当時、

シテーボザールに住むデンマーク人デザイナーの

オール・ゾフテン・ラーセンにスプレーによる作画を

勧められる。1970年ユニベルシティ画廊企画展（パ

リ）。アルゴス画廊“日本人展’’（ナント）。資料2

1971年　大神敏枝と結婚。パリ12区コルベラ通り7番地のア

パートに居を構える。

1971年　石川島播磨重工の通訳としてアルジェリアのスキタダ

に3ケ月滞在、ベルギーはオスタンド市美術館主催ビ

エンナーレ●●ヨーロッパ賞”で銀賞受賞フランスに帰

国。以後暫く美術館の好意で給が売れる。

1972年　アトリエ画廊個展（ベルギー、オスタンド）。資料3

サロン・コンパレゾンに招待出品。当サロンのコミテ

で美術家そしてコレクショナーのパトリック・セリエ

氏の知遇を得る。資料4

5年ぶりの帰国。‘‘ヨーロッパの日本人作家”京都・東

京、両近代美術館。1973年芸術新潮3月号特集“ヨー

ロッパの日本人作家●●（宗左近評）。グラフイカ画廊個

展（東京）。小笠原哲二氏、村上善男氏の尽力を得て

急遽M画廊個展実現（盛岡）。東京近代美術館発行

「現代の眼」1973年1月号に寄稿。資料5

1973年　田淵安一氏がコルベラのアトリエに当時スカンジナ

ビア一番の画廊主ピルク氏を同行して来る。同年3

月、ベン・リンドストローム、田淵安一、テレマック、ヤ

ン・ヴオス、ピェール・ウエマール、エジール・ヤコブセ

ン、ポール・ヤニュス・イプセン、モーガン・アンデルセ

ン、らと初のグループ展。エディション・ビルクで石版

画2点作る。

1974年　アルカンヌ画廊個展（プリュセル）。美術家ユー・ヴァ

イス氏の作品に共鳴し交友始まる。以後毎年サロン・

トメイ謂待出品。山国際版画三人展’◆ダングラヒイツ

ク（コペンハーゲン）。サロンtドオートンヌ‘‘日本人

作家招待展’’（リヨン）

1975年　北上画廊個展。M0RIOKA第一画廊個展。ギン画廊

（東京銀座）。“6人展’’シメーズ画廊（鎌倉）。資料6

1976年10月■■岩手中学校・岩手高等学校創立50周年記念美

術展け盛岡地区合同庁舎別館2F近藤一彦、佐藤祐

司、宇津宮功

1976年　クロードジョンゲン画廊にて大作70点の個展（ブ

リュッセル）。資料7

1977年　画廊ザンボア個展（千葉県館山市）

1978年　イクオ画廊グループ展（パリ）。コブラグループをパリ

で初めて紹介したリブ・ゴーシュ画廊個展6月一7月。

イル・サン・ドゥ二にて現代美術展（ジャンヴィラ一文

化センター）。盛岡クリスタル画廊個展（盛岡）。ローイ

ユ・ドゥ・プッフ画廊。“スザンヌの入浴’’展（パリ）

1979年“キューハ革命20周年記念’’展（パリ・ユネスコ会飴）。

ユーゴスラビアのヴェラ・リュカ美術館にてグループ

展5月。オシマ画廊‘‘風景”展（パリ）。クロードジョンゲ

ン画廊2回展（ブリュノセル）。“第11回国際絵画フェ

スティバル’’日本代表（カーニュ・シュールメール）コ

ミッショナー江原順・批評文。北上画廊個展（岩手県

北上市）。資料8

1980年“美術とスポーツ’－ブローこュ文化センター（パリ）。
‘‘リアリズム・イマジュリー”展モントルイユ文化セン

ター（イル・ドゥ・フランス）。‘■パラレル80’’展サンタン

ヌ画廊（パリ）。第1回国際ポートレートビィェンナー

レ（ユーゴスラビア）。舞踏文化センター画廊個展（パ

リ）。●切手祭”展　ローユ・ドゥ・プッフ画廊（パリ）。

恩師小笠原啓二氏死去。資料8・E

1981年　MORIOKA第一画廊個展（盛岡）。日本画廊個展（東

京）。新美術新聞12月11日・展覧ベスト3に美術ジャー

ナリスト愛甲健児氏は“日本画廊の字津宮功展【を選

ぶ。隆英堂画廊個展（愛知）。岩手放送ラジオ番組“風

のグラフィティ”に出演，10月5日一9日放送。“フォンダ

ション・ウイトリー賞’●受賞（ウイトリー市）

1982年　ヴイトリー市民ギャラリー個展（フランス）。

1983年　デイナ・マルコ女史の紹介でオーデルマット画廊の専

属契約作家の生活を2年送る。オーデルマット画廊企

画“カルトプランシュ”（ル・パルピ文化センター・フラ

ンス）。FIAC・絵画国際見本市（グランパレリヾリ）。ガ

イゲェー画廊招待展（ドイツ）。資料8・F

1984年　3月10日フランス文化放送ラジオ番組“画家とアトリ

エ”に出演し、ミッシェル・シャピュイと対談。1986年

10月30日同番組に再度出演。資料9　ガイゲェー画廊

個展（ドイツ）。“色彩の彼方”サロン・ドートンヌ（パ

リ）。FIAC・絵画国際見本市（グランパレ・パリ）。資

料10

1985年‘■FIAC◆◆出品、オーデルマット画廊（パリ）。日本人作

家12人展・セルジーボントワーズ文化センター（フラン

ス）。（海と船）ローユ・ドゥ・ブッフ画廊（パリ）。岩手

県優秀美術選奨受賞作家展・萬鉄五郎記念美術館5

月3日一6月16日

1986年‘▲ェクスプレッション・リリック’’フローラ画廊（パリ）。

美術批評家ユリデイース・トリュシヨン知る。資料11

サロン・コンパレゾン（パリ）。サロン・ドゥ・フイグユラ

シヨン・クリティック（パリ）。日本画廊個展（東京）。ナ

ビス画廊ドローイング個展（東京）。MORIOKA第一

画廊個展（盛岡）。セリイエ氏からリトグラフ4点の制

作依頼を請ける。（12月）

1987年‘■人人展”東京都美術館。コデイラノク画廊個展（ボル

ドー）。

1988年　サロン■ドゥリてこヨウ（パリ郊外）出品。パリ日本大

使館個展（3月）。チモチイ・チュ画廊■‘2人展”（アトラ

ンタ）。ルアン市文化センター個展（フランス）。資料12

1989年‘◆ァートSOSアルマニア’’（パリ、エスパース・ピェー

ルカルダン）。日本画廊個展（東京）。なびす画廊個

展・グワッシュ（東京）。MORIOKA第一画廊個展・ド

ローイング、油彩11月6日一19日（盛岡）。ローユ・ド・

プッフ画廊“ウアンtゴッホへのオマージュ’’展（パ

リ）。

1990年‘‘ァジャンダ90’’ルアン文化センター（フランス）。ウイト

リー賞20周年記念展（ヴイトリー市民ギャラリー）。
“ウァンサン・ヴァン・ゴッホからテオへの手紙”展、

（ボントワーズ）。チモチイーチュー画廊山ザ・ブラック

イメージ【（アトランタ）。MORIOKA第一画廊ドロー

イング展。ローイユ・ドゥ・ブッフ画廊小品展（パリ）。

1991年　オタリア画廊“創造空間と表現”（パリ）

1992年　ローイユ・ドゥ・プノフ画廊個展（パリ）。MORIOKA

第一画廊個展。アートデューン画廊個展（浜松）。日

本画廊個展（東京）。アートデューン画廊ドローイン

グ展（浜松）。萬鉄五郎美術館‘＼岩手・現代美術シリー

ズⅠ一宇津官功展。資料13・B　美術雑誌・サロン・

テザール1月号に載る。イブ・プリュネール評。資料13

柳川恒徳評。資料13・A

1993年　浜松市美術館ガラス絵展・作品買い上げ。

1994年　MORIOKA第一画廊個展。日本画廊個展（東京）。

1995年　アートデューン画廊個展（浜松）。美術雑誌プラー

ジュ企画■‘4大元素’’展（パリ）。絵皿展・レオフォール・

オブノ画廊（パリ）。

1996年“3人展‖ァートデューン画廊（浜松）菅井汲、原田宏、

字津宮功。“アートフェスティバル96’’（ストラスプル

グ）。レオホール・オブノ画廊個展（パリ）。

1997年　SAGA国際見本市・レオホール・オブノ画廊（パリ）。

アートデューン画廊小品展（浜松）。サロン・ドゥ・メ

イ・ブリュッセル展（デイエルマン画廊J。サロン・ドー

トンヌ（パリ）。サロン・マルヌ・ラ・ハレ造形展（フラン

ス）。“絵皿展”レオフォール・オブノ画廊（パリ）。

1998年　MORIOKA第一画廊個展。日本画廊個展（東京）。

アートデューン画廊個展（浜松）。日本人作家100人

展（日本文化センター・パリ）。滞仏30年記念展・福岡

市美術館。資料
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1999年‘‘ビザール展’’セレス・フランコ・コレクション（プール・

シュール・イヴェットフランス）。ブルグーユ・アート

サロン‘●日本現代美術展’’（フランス）。モン美術館“情

熱の果実’’（ベルギー）。アートデューン画廊・大作展

（浜松圭久慈文化センター壁画完成7mx3m。資料Nn

257

久慈文化センター・エスキース展（久慈二・。

2000年　アルグモン画廊■‘小品展’’（モンヴァゾンtフランス）。

2000年を祝い“超ミニ作品2000点’’展・レオホール・

オブノ画廊（パリ）。日本画廊エスキース展（東京）。

アートデューン画廊エスキース展（浜松）。セレス・フ

ランコ・コレクション展（ベルヴァル城・ミラマ・フラン

ス）。32回国際絵画フェステイヴァル“日本現代視覚

展”ヵ一二ュ・シュール・メール美術館（フランス）。

2001年　ボンピドゥー現代美術館にてジャン・ドエビエフェに

捧げる●●羅針盤のない旅行者’’展に3メートルの狂気

立方体を出品（パリ）。MORIOKA第一画廊個展（盛

岡）。資料ボンピ

2002年　●－人類の良き友だち犬猫鳩、日本画廊（東京L聖氏

コレクション’’石神の丘美術館（岩手）。　　　＼

2003年　アートデューン画廊個展（浜松）。日本画廊個展（東

京）。第6回イル・ドゥ・フランス美術フォーラム‘‘野生

の欲望”ヴオーリス・ヴイアン文化センター（クリス市・

フランス）。資料

2004年　ホワイトエレフアン画廊個展（パリ）。10人展アート

デューン画廊（浜松）。“肉体●●展・ホワイトエレフアン

画廊（パリ）。‘‘人類の祭典100周年記念’’展（フラン

ス）。平和画廊′」、品展（サントワン市・フランス）

2005年　グループ展・メルキュールの夕べ、ヴェラー画廊（パ

リ）。いわで近代洋画100年展・石神の丘美術館（岩

手）。ビェンナーレ109・12国展（パリ）。

2006年　グループ展・メルキュールの夕べ、ヴェラー画廊（パ

リ）。日本画廊個展（東京）。文化村ギャラリー・メル

キュールの夕べ展（東京）。アートデューン画廊個展

（浜松）。つばき画廊■■パリの日本人’’展（パリ）。

2007年　グループ展・メルキュールの夕べ、ウェラー画廊（パ

リ）。ビェンナーレ109（1リヨン）

2007年　9月“宇津宮功展’’石神の丘美術館（岩手県）

2008年　6月　グループ展・メルキュールの夕べ、ヴェラー画廊

しパリ）

2008年10月　日本画廊個展（東京）、九州日仏学館個展、

シュレイバー画廊個展（ブリュッセル）

2008年12月6E卜21日、石神の丘美術館収蔵作品展（岩手）

2009年11月26日－12月13日、14回ビエンナーレ109（パリ）

2010年　3月4日－27日、ダランエテルナ画廊個展（パリ）

岩手県立美術館［宇津宮功の世界］

2012年　5月21日－6月1日、日本画廊個展。東京

2012年11月　グランエテルナ画廊個展。パリ

2013年　9月　平泉国際交流展、盛岡。10月一11月　バージュ

個展、オード、フランス

2014年　7月　フイト一・サンシャベルー個展、オード、フラン

ス。

2014年10月－2015年1月　もりおか啄木賢治青春館個展

（岩手県盛岡）

パブリックコレクション

オスタンド美術館（ベルギー、オスタンド）

ヴェラリュカ美術館（ユーゴスラビア）

モンス美術館（ベルギー、モンス）

フランス国立図書館（フランス）

フォンダション・ヴイトリー（フランス、ヴイトリー市）

セレス・フランコ美術館（フランス、ラグラース）

第一次世界大戦連合軍サークル（フランス、パリ）

ハーシュ市（フランス、オード県）

浜松市美術館（静岡）

岩手県立美術館（岩手県）

石神の丘美術鶴（岩手県岩手町）

久慈市文化会館（岩手県久慈市）


