第 57 回 「日本医家美術展」開催のご案内
7 月２日（木）〜5 日（日） 1 日午後搬入
新しい会場に移りました。
◇会 場 ギャラリー悠玄
東京都中央区銀座 6-3-17 悠玄ビル
☎03-3572-2526 Fax03-3572-1767
HP http://www.gallery-yougen.com/
◇申込み締め切り ４月 30 日（木）
◇作品の種別 洋画･日本画・版画
工芸・陶芸 その他
◇参加資格 会員とその家族
◇参加費（出展料＝下表） 1 人３点まで
30 号まで

点 数

50 号まで

80 号まで

100 号まで

１ 点

20,000 円

32,000 円

33,000 円

40,000 円

合計号数

合計 30 号

合計 50 号

合計 80 号

合計 100 号

２ 点

25,000 円

32,000 円

45,000 円

55,000 円

3 点

30,000 円

37,000 円

52,000 円

65,000 円

※出展料は申込み後に請求いたします。
※絵画以外の料金につきましては、
クラブ事務局までお問い合わせを。
※ 般出入の費用は自己負担です
・搬 入 7 月 1 日 13 時〜14 時 30 分まで（会場への搬入時間厳守）
・搬 出 ご自身で持帰りの場合 ７日１５時 30 分〜17 時 30 分まで
受取日指定、または託送先指定（自宅以外）の場合、事前に
申込書に必ず記入してください。
ご出品申込書締切日 ４月 30 日 事務局必着
本年は新会場です。案内はがき作成等今後の諸連絡に支障をきたし
ますので、厳守してください。
※ 貸 額 江東美術（03-3633-1701）へ。
※ 記念写真 村井美術写真 アートデザインセンター
（出展料請求の際に両社の申込用紙を送付します）
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平成２１年

7 月 5 日（日）総会を開催へ

（13:00〜15:30）
会費 3,500 円
1,500 円をご寄付可能な方は
5,000 円でお願いします

会場 Sun-mi 高松本店
６F「瀬戸」
中央区銀座６−３−９
☎ 03(5568)3320
＊日時以外 2 月の総会と同じ

＜議題＞
（１）Ｈ23 年日本医学会総会参加について
（２）各部の運営について
お申込は下記事務局にご連絡下さい。申込用紙をお送りします。
お申込の無い会員の方は総会出席者に全ての決議を委任したと見なします。

美術部 第 57 回美術展 懇親会
日時 ７月５日（日）12 時〜12 時 40 分
場所 開催画廊 Gallery 悠玄内で 電話 ０３・３５７２・２５２６
ご出品者には、会費など後日詳細をお知らせします。

美術展中（７月 4 日午後）にコンサート
◇会場内で 渡部せつ子さん（芸大卒、二期会などで活躍）による
ギャラリーコンサートがあります。ドイツ映画音楽の名曲「会議
は躍る」や「リリーマルレーン」など。プロフィールなど詳細は
クラブ通信欄にあります。
3

第 49 回「医家書道展」のお知らせ
第４９回医家書道展を下記のように開催いたします。皆様のご出品を心
からお待ちしております。
【会
期】
平成２１年１０月２０日（火） 〜 ２５日（日）
（午前１１時〜午後６時・最終日午後３時）
【会
場】
東京銀座画廊・銀座貿易ビル８F
（〒104-0061 中央区銀座 2-7-18 銀座貿易ビル８F

℡03-3564-1644）
【出展申し込み締め切り】 平成２１年９月１０日（土）
出展申込書など必要書類は、各部員あてに後日郵送します。
【出 品 料】
１）色紙、短冊
１点につき ８，０００円
２）半切大以上
１点につき １４，０００円
２点
２５，０００円
（お申し込み後に請求させていただきます。
搬出入の費用は出展者の負担）
【出品資格】
原則として会員および家族（但し、会員の推薦があれ
ばどなたでも参加できますので、ご知友をご紹介ください）
。
【作品搬入】 １０月１９日（月） 書道展準備日（飾りつけ等）の午前中に
下記のいずれかの方法でご搬入ください。
①

ご自身で搬入なさる場合：１０月１９日（月）午前１０時〜正午まで
に会場へご持参ください。

②

業者に委託の場合：今年からは、作品搬入は必ず上記書道展会場宛、
１９日（月）午前必着と明記のうえお送りください。なお１９日以前
にご送付いただいても会場では受理しませんので、ご注意ください。

③

作品には出品表を添付、軸や額を入れる箱にも必ずお名前をご記入くださ
い。（出品表は後日、出品料払込用紙、案内はがきと一緒に同送します）

【作品搬出】 最終日１０月２５日（日）、閉会後の午後３時から撤収作業をい
たします。下記のいずれかの方法で作品の搬出をしてください。
①

ご自身で搬出なさる場合、同日午後３時までにお越しください。

②

業者に委託の場合、会場より着払いで返送いたします。

申込書を送付の際、懇親会についてのご意見、ご希望も記入していただく
欄があります。ぜひ、ご意見を聞かせてください。

問い合わせ先

日本医家芸術クラブ事務局
4

「医家書道展」開催について
書道部部長よりご挨拶
いよいよ春爛漫の季節となりました。会員の皆々様には、ますますご健
勝にてご活躍のことと存じあげます。
さて、このたび、日本医家芸術クラブ事務局が縮小され、クラブの運営
その他についても変革の時期にもあり、加えて我が書道部でも組織的にも
しっかりとした地盤固めをしなければならない時が参りました。
本年二月の新年会を兼ねた臨時総会で、はからずも、私小口英世が部長
に推薦され、新関寛二先生、高嶋純子さんを委員とし、再出発することに
なりました。
勿論、医家芸術クラブ事務局のご協力なしには、書道部の存続すら危ぶ
まれてしまいますので、事務局ともよく話し合って書道部の運営その他を
進めてゆきたいと思っております。
諸般厳しいこのご時世でございます。今年度の書道展の会場は、昨年同
様に『銀座画廊』で行いますが、A 会場に変更（会場費も１０万円安）し、
自前でできるものは、
極力自前で行うように努力したいと考えております。
現在、３８名の書道部部員が登録されております。出品料も考慮した料
金体系に改めましたので、一人でも多くの皆様に、色紙一点、短冊一点で
もよろしいですから、是非とも出品にご協力くださいますようお願い申し
上げます。
事務局によれば２０１１年日本医師会の日本医学会総会に当クラブが協
力するかもしれないとのことです。書道部も、何とか頑張って参加したい
と考えておりますので、その節には皆様のご協力をお願いいたします。
日本医家芸術クラブ書道部部長 小口 英世
<事務局より＞ 医院長のみならず多方面でご活躍ゆえご多忙のところ、
書道部小口、写真部竹腰両部長には会場申込み、他部員や委員との打ち
合わせ、特に小口先生には募集要項その他書類のパソコン作成等して頂
きました。頭が下がる思いです。有難うございました。どちらも皆様の
思い出に残る展覧会にしたいと思います。
何よりクラブ員のご出品とご高覧が命綱です。再度ご協力をお願い申し
上げます。
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第 39 回

日本医家写真展

ご案内

１１月１９日（木）〜２５日（水）
平日 10〜19 時 土曜：17 時まで 最終日：15 時まで

<新会場> ＨＣＬフォトギャラリー新宿御苑
☎03(3226)9602 Fax03（3226）9554
http://www.horiuchi-color.co.jp
<申込＆締切> 詳細は夏号誌上で
<出展点数 ｻｲｽﾞ>1 人 2 点まで 半切・２段掛 予定
<参加費> ①貸しフレーム使用 ②半切 ③会場費無料につき出品料は参加しや
すい金額を予定しています。多くのご出品並びにご高覧をお願い致します。

写真部部長・副部長よりご挨拶
部 長
副部長
副部長

竹腰 昌明
雨宮
昭
岩瀬
光

謹啓
春暖の候益々ご清祥のことと拝察申し上げます。さて、去る２月８日に日本医家
芸術クラブ総会が開催され、日本医家芸術クラブは今までの伝統を踏まえ、会費の
値下げを断行し、再出発することになりました。写真部は私ども三人でお世話する
ことになりました。どうぞ今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げま
す。
さて、恒例の日本医家写真展ですが、ご承知の通り長年開催して参りました「コ
ンタックスサロン」が３月末日を以って閉鎖されることになり、昨年より代わりの
ギャラリーを探して参りました。その他の写真サロンも閉鎖したりで大変混み合っ
ており、漸く地下鉄の新宿御苑駅から近い「HCL フォトギャラリー新宿御苑」で開
催することになりました。ここは「ホリウチカラー」の一角にあるギャラリーで、
展示写真は「ホリウチカラー」で制作してくれ、その代わり会場費は無料となって
おります。その点ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。ただ会場が狭いのが欠
点です。そのためサイズは半切とし、２段掛けとなります。備え付けの貸しフレー
ムを使用することになり、従来のようなパネル製作は致しません。その点安くなり
ます。
来年 H22 年は 10 月 13 日（水）〜17 日（日）まで日本カメラ財団内の JCII フォ
トサロンを借りました。会場も広く、写真専用です。しかも会場費は一日一万円強
とお安いので更にご参加して頂き易くなると思います。
H23 年医学会総会での写真部の参加も踏まえ、更なる皆様のご支援とご協力並びに
ご出品とご高覧をお待ちしております。
謹白
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第 55 回 「医家邦楽祭」今年も三越劇場で
１１月２３日（月・祭） 開演１２：３０予定
各会員の熱意でことしも恒例・勤労感謝の日に三越劇場で開くこと
が決まりました。ふるって参加してください。
昨年は会員による日本舞踊が３番、長唄陣もお囃子が入るなど、
充実した舞台ができました。
参加申し込み用紙は、近日中に各部員宛に送ります。
◇申し込み締め切り ７月 10 日(金) できれば演目と所要時間記載
（ご出演の有無だけでも可。共演者も後日で結構です）
◇打ち合わせ＆懇親会 ７月下旬予定（会場未定）
上演当日、打ち上げ後に全員で慰労会（懇親会）をとの意見もあ
りますが、最初の幕開けからトリまで長時間なので、今回もムリ
かなと思案しています。
◇参加費（出演料） 昨年並みを予定（懇親会で最終決定）
長唄・舞踊など 20 分前後のもの 140,000 円
小唄・仕舞など 10 分までのもの

70,000 円

※ビデオ・舞台写真などは、懇親会で決めます。

すでに準備は着々 飯田文良先生は、昨秋の公演直後から、早く
も今秋へ向けて「七福神」の練習を始めているとのことです。
また、前村八重子先生は長唄「船弁慶」を、山崎律子先生は 3 月
末に同門の研究発表会「三余会」を終え、秋には長唄「二人椀久」
をと頑張っておられます。
シラヤ・アートスペースのご利用を
医家芸術クの会員に……無料です！
美術や写真展など個展やグループ展に。ミニコンサート、朗読会……各種
催しが開けます。 問い合わせは下記へ――
☎ ０４２−３４６−３６８１

ＦＡＸ ０４２−３４１−０２２９

〒187-0041 東京都小平市美園町１−４−１２
西武新宿線小平駅下車（高田馬場 23 分＝急行）南口 徒歩１分
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第 48 回ドクターズ・ファミリー

コンサートの出演者を募集

新会場「音楽
の友ホール」

10 月 11 日（日）正午開場
１２：３０開演（予定）
昨秋の津田ホールと比べると、
音楽関係の専門出版社「音楽の
友」社に付設されたファミリー
にふさわしい会場です。
〒162-8716 新宿区神楽坂 6-30
☎ 03-3235-2115
FAX 03-3235-5728
www.ongakunotomo.co.jp/hall
■ 募 集 要 項 ■
▽①独唱・独奏
②合唱・合奏
選曲は自由です。
▽演奏時間 ①は８分以内
②は 10〜15 分以内
▽申込み方法 ①種別 独唱か、合奏か（なにをなさるか）と
②曲目（作曲家名も） ③伴奏者や合奏者があれば、その方のお名前も
応募用紙に記入してください。

▽締め切り ９月 1 日（火）
▽参加費 1 人 20,000〜25,000 円（予定です）
。
▽参加資格 原則として会員・家族。友人は会員と共演に限ります。
なお、会場へはピアノ以外の楽器はご持参下さい。譜面台はご用意
ください。マイクは用意します。
▽駐車場がありません。近所の有料パーキングをご利用ください。
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「医家芸術」文芸特集号（12 月発行予定）原稿募集
同人誌的な運営のため、これまで執筆者に高額な負担をお掛けしま
したが、コスト引き下げに努力、大幅引き下げが実現しました。
ぜひ多数の会員の参加をお願いします。
■応募規定■
◇仮申し込み締め切り 8 月末日
①ジャンル（創作、随筆、評論、詩歌など） ②題名（仮題可）
③予定枚数（400 字詰め換算可） ④脱稿予定日
Ｅメールによる提稿を大歓迎 なお、手書き原稿の場合、入力料
が多少かかります。ご了承ください。
◇内容自由
◇頁負担金 １頁 2,500 円（大幅に引き下げました）
◇購読数
10 部以上を。 筆者予価 1 部 700 円
※贈呈先への発送をいたします（実費 １部 100 円）
。

再生委員会からお願い

会費未納分の納付を！

去る 2 月の総会で、美術部や洋
楽部など、母校の後輩達が活躍し
ている部とタイアップして活発
化したい……という方向が打ち
出されました。 これはと、思う
方は事務局までご通知下さい。
また、ホームページのリンクも
充実させたいと思います。お申し
出ください。
このほか、機関誌（季刊化）を
ホームページに載せています。こ
れ以外にも短歌や俳句をはじめ
随想などもアップして充実を図
りたい考えです。随時、ＨＰ用と
記して送稿してください。ただし
メールに限ります。

今年度から年会費は 8,000 円
です。すでに多数の会員から納め
て頂きました。 従来は加入月か
ら 1 ヵ年で年度をまたいで納め
て頂きましたが、今年度から４月
〜３月まで一括払いです。
未納の方は、本誌と同送しまし
たので、ご確認の上、お支払いく
ださい。なお、昨年度や一昨年度
が未払いのまま、今年度を納めた
方も改めて通知を差し上げまし
たので、よろしくお取り扱いくだ
さい。 入れ違いで納められた場
合は請求書を破棄してください。
日本医家芸術クラブの存続の
ためにご協力をお願いします。
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