
創立
1950年（昭和25年）「モダンアート協会は純粋なる芸術運動の為に新しい方向を示す世代の秀れた美術家群によって21世紀への橋をか
ける役を果たす機関として行動する」（第１回モダンアート展開催のことば）以上の決意をもって　委員　荒井龍男・小松義雄・村井
正誠・中村真・植木茂・矢橋六郎・山口薫　会員　江波戸一郎・中井幸一・井川捷視・大森朔衛・小川孝子・城所昌夫・周襄吉・北垣
正樹・杉本亀久雄・森啓・籾山七重・和田季悦・山内一彦の20名で組織された。

第₁回　1951　昭和26年
（事務局　小松義雄）
東京日本橋三越・７階サロン（招待制）２月28〜３月８日／大阪市立美術館４月８〜18日開催

努力賞　大森朔衛

第₂回　1952　昭和27年
（事務局　小松義雄）
東京都美術館（公募制）３月20〜29日／大阪市立美術館６月10〜19日開催

協会賞　須賀通泰
新会員　朝妻治郎・勝田寛一・勝本富士夫・蔭山光義・勝呂忠・谷沢秀晃・竹田長年・広井力・東俊二・宮田正己
会員森啓退会

第₃回　1953　昭和28年
（事務局　小松義雄）
東京都美術館２月21〜３月５日／大阪市立美術館４月21〜29日／山形市美術ホール12月５〜11日／仙台市藤崎デパート’54年２月10〜
16日開催

協会賞　該当者なし
新人賞　伏木南国
奨励賞　田中秋男・光永直人・中野良信・正田壌
Ａ賞　須賀通泰
Ｂ賞　服部宏
Ｃ賞　鉾之原捷夫

新会員　清野恒
会員井川捷視死去
会員山内一彦退会

第₄回　1954　昭和29年
（事務局　山口　薫）
東京都美術館２月21〜３月５日／大阪市立美術館５月17〜26日／神戸市立美術館６月１〜10日／盛岡市川徳デパート６月15〜20日開催

協会賞　土橋鉱造・嶋本昭三
新人賞　高崎元尚・芥川紗織
奨励賞　刀根真澄・正田壌
プールブー賞　赤崎義人・山田美年子・出牛実
Ａ賞　潮田親吾
Ｂ賞　流政之
新潮社装幀賞　村井正誠・中井幸一・服部宏

新会員　吉田政次
会員植木茂退会

第₅回　1955　昭和30年
（事務局　朝妻治郎）
東京都美術館２月１〜14日／高知市立中央公民館５月１〜３日／大阪市立美術館５月17〜24日／京都市美術館10月２〜６日開催
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協会賞　執行正夫
新人賞　笹岡信彦・木村賢太郎
奨励賞　柴田紗千夫・南川譲・高見泰蔵
プールブー賞　鳥居良禅・藤原健嗣・いそべたつお

1955年９月20日　会員荒井龍男死去

第₆回　1956　昭和31年
（事務局長　周　襄吉、補佐　東　俊二）
東京都美術館２月15〜28日／大阪市立美術館３月19〜27日／高知市立中央公民館５月１〜６日開催

協会賞　石橋よし郎
新人賞　近藤鉄之助・篠田守男
奨励賞　黒図俊久・新妻実・佐々木友幸・笹岡信彦

新会員　鉾之原捷夫・西原照子・清野克己・熊倉順吉・本野東一
会員北垣正樹退会

第₇回　1957　昭和32年
（事務局長　周　襄吉、補佐　東　俊二）
東京都美術館２月９〜23日／京都市美術館４月３〜12日／高知市大丸４月30〜５月５日開催

協会賞　笹岡信彦
新人賞　曽根亮・上前智祐
奨励賞　赤崎君美・寺田麗子・松永品子
プールブー賞　上野山エイシ

新会員　新妻実・牛玖健治・藤本能道・土橋鉱造・岡本公夫・刀根真澄・嶋本昭三・柴田紗千夫・高崎元尚・佐藤努・吉川恍陽・鳥居
良禅
会員江波戸一郎退会

第₈回　1958　昭和33年
（事務局長　周　襄吉、補佐　東　俊二）
東京都美術館４月６日〜26日／京都市美術館５月20〜31日／大阪市立美術館６月８〜13日／高知市大丸６月30〜７月６日／ニューヨー
ク・ブラタ・ギャラリー（日米交換展）11月14〜12月４日開催

協会賞　西川幸衛
新人賞　小林孔・岸浩・小松清・砂沢ビッキ
奨励賞　鳥羽克昌・田辺芳栄・久場幸子・岩田ちよ子・江波伸

会員大森朔衛退会

第₉回　1959　昭和34年
（事務局長　谷沢秀晃、広報　近藤鉄之助）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月22〜31日／大阪市立美術館６月８〜14日／高知市大丸６月29〜７月９日開催

協会賞　柳原睦夫
新人賞　前田守一・大西長利
奨励賞　木村良枝・寺尾悦示・田中敏雄
努力賞　河野俊二・木村一生・城所祥
会友努力賞　笹岡信彦

新会員　執行正夫・岡周末・光永直人
会員熊倉順吉退会

第10回　1960　昭和35年
（事務局長　柴田紗千夫、補佐　刀根真澄）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月19〜29日／大阪市立美術館７月18〜24日開催

10周年記念大賞　木村一生・木村良枝・松本陽子
新人賞　該当者なし
奨励賞　半田富久・最上寿之・出納徳雄・吉田隆
努力賞　河野穣而・木原慶子・横山健三・馬場雄二
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会友努力賞　橋本正司
新会員　勝井三雄・梅村豊
会員土橋鉱造退会

第11回　1961　昭和36年
（事務局　中井幸一）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月18〜28日／大阪市立美術館７月15〜21日開催

協会賞　オオミダイゾー・半田富久
新人賞　岩城信嘉・田島宏行・石橋行雄
奨励賞　杉江淳平・佐々木健二郎・高塚篤・河村一夫
会友努力賞　木村一生・笹岡信彦

新会員　篠田守男・坂本正直・小倉ポオ・佐藤多都夫・近藤鉄之助・吹田文明・大前博・橋本正司
モダンアート協会選抜新人展　新宿第一画廊７月18〜30日開催

第12回　1962　昭和37年
（事務局　谷沢秀晃）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月18〜27日／大阪市立美術館６月16〜21日／小倉市井筒屋デパート７月24〜８月２日開催

協会賞　渡辺可久・安部美佐
新人賞　端山経作・谷村敬八郎・田中省三
奨励賞　奥山善一・高橋克芳・森秀雄・杉本清
努力賞　木幡義昭・加藤三男・箆敏生

新会員　赤崎君美・江藤瓔子・いそべたつお・木村一生・木村良枝・山内慶子・小松清・松永品子・松本陽子・宮野蔵人・森慧・長江
達雄・大西長利・大石隆也・西川幸衛・笹岡信彦・白石道夫・正田壌・鈴木初江・鯛天伸一・恒川俊明・上前智祐・若松六弥・渡部
武・福政一夫・半田富久・最上寿之・砂沢ビッキ・田辺芳栄・出牛実・藤原健嗣・杉田豊・虎新一郎・柳原睦夫・伊藤友雄・原本康
三・清水俊彦・高柳英麿
モダンアート協会選抜新人展　新宿第一画廊７月10〜22日開催
会員吉田政次死去
会員柴田紗千夫・西原照子・佐藤努・大前博退会

第13回　1963　昭和38年
（事務局長　谷沢秀晃、会計　刀根真澄、広報　近藤鉄之助）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月13〜19日／大阪市立美術館６月25〜７月１日／北九州市立八幡美術工芸館７月13〜28日
開催

協会賞　加藤三男
新人賞　森秀雄・成田武羅
努力賞　根岸茂行・水藤澄子・佐藤友重・青木鉄夫
奨励賞　栃木順子・清水房夫・重田照雄・清水忠・羽場徳蔵
会友努力賞　山里寿男・杉江淳平
写真部賞　有沢総一郎・加藤裕・小川洋史

新会員　荒瀬貞次・栗原勇・岸浩・阪本文男・河野穣而・山里寿男・山口信郎・清原悦志
モダンアート協会’63新人展　新宿第一画廊７月22〜29日開催
モダンアート秋の美術展　新宿小田急デパート11月15〜20日開催
会員大石隆也・藤本能道退会

第14回　1964　昭和39年
（事務局長　勝本富士雄、補佐　最上寿之、会計　阪本文男、広報　山里寿男）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月14〜20日／北九州市立八幡美術館５月30〜６月14日／大阪市立美術館６月22〜28日開催

協会賞　志賀広
新人賞　加藤博康・堀田能生・小松章三・高木辰夫・益田凡夫
努力賞　芝章一・寺西英雄
奨励賞　武内勝彦・桜井武人・寺島彰由
会友努力賞　中川タマオ

新会員　岩田ちよ子・小林孔・江波伸・中川タマオ・斉藤西郎・齋藤忠誠・曽根亮・高塚篤・渡辺可久・前田守一・田島宏行・小島洋

モダンアート展　小史 p.3 2019.12月



吉・上條竹二郎・吉田隆・杉江淳平・横山健三
モダンアート秋季展　新宿ステーションビル・ギャラリー・アルカンシェル10月15〜24日／新橋センター画廊（版画）10月22〜26日／
新宿紀伊國屋画廊10月25〜31日開催
会員谷沢秀晃・城所昌夫・砂沢ビッキ退会

第15回　1965　昭和40年
（事務局長　刀根真澄、補佐　勝本富士雄、会計　栗原　勇、広報　いそべたつお、企画部兼会友部　岸　浩）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月11〜18日／福岡市美術館６月１〜６日／大阪市立美術館６月21〜27日／愛知県立美術館
７月６〜10日開催

記念画集と記念展祝いとして山口薫の原画でタバコ“PEACE”を作成
協会賞　15周年記念大賞　高木辰夫
15周年記念大賞　伊勢昌史・松原賢児・加藤博康・桜井武人
努力賞　小林美奈子・保田博司
奨励賞　川添達成・飯沼茂男・伊藤彌四夫
会友努力賞　加藤三男

新会員　宅野豊・水谷信子・根岸茂行・能仲ヤツヲ・宮本宏・神太麻雅生・遠矢徹・吉川治夫・梅村アキラ
秋の美術・モダンアート展　新宿京王百貨店10月１〜６日開催

第16回　1966　昭和41年
（事務局長　近藤鉄之助、補佐　刀根真澄、会計　水谷信子、広報　渡辺可久）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月17〜27日／大阪市立美術館６月21〜27日／福岡市美術館７月12〜17日／愛知県立美術館
７月26〜31日開催

協会賞　小林美奈子
優秀賞　清水亟
新人賞　田中史郎・新垣純一・清水拡子
奨励賞　芝章一・藤沢晴・浅見静子（海野）・佐藤哲郎・小杉直久・田中靖彦
会友努力賞　谷村敬八郎・加藤清治

新会員　加藤三男・オオミダイゾー・安部美佐
モダンアート協会選抜新人展　新宿椿近代画廊７月11〜16日開催
モダンアート秋の美術展　新宿小田急デパート10月14〜19日開催
会員宮田正己死去
会員長江達雄・富田正己・松本陽子退会

第17回　1967　昭和42年
（事務局長　広井　力、補佐　近藤鉄之助、会計　水谷信子、広報　阪本文男）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月19〜29日／福岡市美術館６月２〜11日／宇部市渡辺翁記念館６月２〜７日／大阪市立美
術館６月19〜25日／愛知県立美術館７月26〜30日／山形美術博物館７月28〜８月６日開催

協会賞　飯沼志珪夫
優秀賞　増井和弘
新人賞　蓮見幸夫・住谷正巳・草野昭治
奨励賞　赤石吉正・浅見静子（海野）・柏原えつとむ・中谷有逸・朝倉直巳・佐藤芳夫
会友努力賞　出水徹

新会員　志賀広・加藤清治・谷村敬八郎
モダンアート協会選抜新人展　新宿椿近代画廊開催
会員吉田隆退会

第18回　1968　昭和43年
（事務局長　阪本文男、補佐　いそべたつお、会計　加藤三男、広報　西川幸衛）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月21〜29日／北九州市立八幡美術館６月２〜11日／山口県文化センター６月13〜21日／富
山県民会館美術館６月20〜27日／大阪市立美術館６月24〜30日／愛知県文化会館美術館７月22〜28日開催

協会賞　西原元
優秀賞　佐藤秀夫・坂口国男
新人賞　金坂孝子・神谷厚子・櫃田勉・小出厚隆・宮木慧子
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奨励賞　水本富美子（敦子）・阿部威・小枝霜根・笠原三津子・鈴木久子・谷内広
会友努力賞　伊藤彌四夫

新会員　岡島茂夫・小串里子・石橋行雄・永井肇・立花みどり・出水徹・友沢恭男・高橋克芳・馬場雄二
モダンアート協会選抜新人展　新宿椿近代画廊開催
モダンアート秋の美術展　横浜市民ギャラリー10月19〜24日開催
1968年５月19日　会員山口薫死去
会員柳原睦夫・篠田守男・梅村アキラ・梅村豊・斉藤西郎退会

第19回　1969　昭和44年
（事務局長　いそべたつお、補佐　岸　浩、会計　高塚　篤、広報　出水　徹）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月20〜29日／北九州市立八幡美術館６月１〜15日／大阪市立美術館６月26〜７月２日／愛
知県文化会館美術館７月11〜16日開催

協会賞　東俊光
優秀賞　永原達郎
新人賞　嶋屋征一・桝谷吉彦・佐藤清人・富田文雄・横山智也
奨励賞　高木茂夫・加藤勝久・森健二・鈴木田俊二・岡崎圭史・濱口惠・安田奈津子
会友努力賞　高木辰夫

新会員　小林美奈子・堀田能生・伊勢昌史・石川忠一・石井利秋・高木辰夫・桜井武人・朝倉直巳
モダンアート協会選抜新人展　地球堂ギャラリー７月14〜19日開催
1969年５月14日　会員中村真・10月15日　会員若松六弥死去

第20回　1970　昭和45年
（事務局長　出水　徹、補佐　いそべたつお・岸　浩、会計　小島洋吉、広報　小林　孔・森　慧）
東京都美術館４月１〜19日／新宮市市民会館５月９〜17日／京都市美術館５月24〜６月２日／北九州市立八幡美術館６月５〜14日／山
口県立山口博物館６月16〜23日／大阪市立美術館６月26〜７月２日／愛知県文化会館美術館７月６〜12日／仙台市立美術館９月５〜15
日開催

20周年記念大賞　永原達郎
優秀賞　森健二・佐藤清人
新人賞　松尾薫明・野部昭一・中川千早・日比野夫美子
奨励賞　清水昭八・根本常子・高橋伸子・児玉正人・和田宏子・古川秀昭・奥行彦・安田潤児
会友賞　西原元・草野昭治・田中靖彦

新会員　芦田尚一・河村一夫・加藤博康・上野山エイシ・飯沼志珪夫・芝章一・杉本清・住谷正己・加藤重男
モダンアート協会選抜新人展　地球堂ギャラリー９月開催
会員高崎元尚退会

第21回　1971　昭和46年
（事務局長　能仲ヤツヲ、補佐　出水　徹、会計　根岸茂行、広報　堀田能生）
東京都美術館４月２〜19日／京都市美術館５月29〜６月８日／北九州市立八幡美術館６月12〜22日／大阪市立美術館６月26〜７月２日
／愛知県文化会館美術館７月10〜16日／金沢大和デパート９月５〜７日開催

優秀賞　佐々木健二郎
新人賞　富田真州・奥行彦・和田宏子
奨励賞　山井イク夫・津原謙二・田窪恭治・柴田奉明・山中享・清水國夫
会友賞　水藤澄子・重田照雄・蓮見幸夫

新会員　大津忠太郎・水藤澄子・永原達郎・西原元・佐藤秀夫・重田照雄・伊藤彌四夫・蓮見幸夫・草野昭治・益田凡夫・田中靖彦
モダンアート協会選抜新人展　地球堂ギャラリー８月９〜14日開催

第22回　1972　昭和47年
（事務局長　橋本正司、補佐　能仲ヤツヲ、会計　根岸茂行、広報　堀田能生）
東京都美術館４月２〜19日／京都市美術館５月20〜29日／北九州市立八幡美術館６月２〜11日／山口県立山口博物館６月14〜22日／大
阪市立美術館６月26〜７月２日／愛知県文化会館美術館７月13〜18日開催

協会賞　川村俊彦
優秀賞　高柴牧子・鈴木啓子
新人賞　柴田周夫・大村晶子・江藤幸男・斉藤進・阪井ようこ
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奨励賞　山根明徳・小林和利・園田康成・石曽根史行・富田真州
会友賞　和田宏子・小林恒夫・伊原道夫・谷内広

新会員　辻野精一・服部碩夫・古野耕作・鈴木田俊二・新垣純一・佐藤清人・宮木英幸・宮木慧子・高橋伸子
モダンアート協会選抜新人展　地球堂ギャラリー８月７〜12日開催

第23回　1973　昭和48年
（事務局長　執行正夫、補佐　橋本正司、会計　永井　肇、広報　伊藤弥四夫）
東京都美術館４月２〜19日／京都市美術館５月20〜29日／北九州市立八幡美術館６月１〜14日／大阪市立美術館６月26〜７月２日／愛
知県文化会館美術館７月10〜15日開催

協会賞　山口貞次
優秀賞　斉藤進・関信一
新人賞　渡辺 子・丑久保健一・大下寿馬・三上ゆうこ・野口真木雄
奨励賞　苗加和毅彦・杉江寛・佐藤輝喜・荻野佑司・友成潔
会友賞　内田周一・東俊光・村松達也・清水昭八・横山智也

新会員　端山経作・入江祥三郎・いはらがんせい・佐々木健治・瀬古英生・潮田親吾・遠藤慶一郎・森健二・松尾薫明・小林恒夫・村
松達也・伊原道夫・清水昭八・森川佳子・谷内広・横山智也・大谷葉子
モダンアート協会選抜新人展　藤好画廊８月６〜11日開催
1973年11月28日　会員森川佳子死去
会員住谷正己・清水俊彦・遠矢徹退会

第24回　1974　昭和49年
（事務局長　岡本公夫、補佐　執行正夫、会計　清水昭八、広報　加藤三男）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月19〜27日／北九州市立八幡美術館６月５〜13日／山口県立山口博物館６月15〜23日／大
阪市立美術館６月26〜７月２日／愛知県文化会館美術館７月７〜13日開催

協会賞　小松崎広子
優秀賞　大下寿馬・小川利雄・丑久保健一
新人賞　福本和子・富張広司・荒川豊・西川潔・倉野和芳・村上保
奨励賞　中村和子・永井研治・苗加和毅彦・藤川喜也・佐藤輝喜・高橋正宗・西本俊信・石井敏之・後藤竜二・山口貞次
会友賞　斉藤進・阪井ようこ・大村晶子・日比野夫美子・中谷有逸・岡崎星秀

新会員　相沢正・黒図俊久・森下昭・野田利道・岡山良一・佐藤和子・武澤久・森田万樹・小枝霜根・櫃田勉・東俊光・岸勤・内田周
一・加藤勝久・塩見正・岡崎星秀・鈴木久子・中谷有逸・岡村章司・松原宇杏・清水國夫・奥山善一
モダンアート協会選抜新人展　新宿紀伊國屋画廊12月19〜24日開催
会員芦戸尚一・田島宏行・最上寿之・半田富久退会

第25回　1975　昭和50年
（事務局長　いそべたつお、補佐　出水　徹、会計　宮木英幸、広報　加藤博康）
東京都美術館４月１〜19日／京都市美術館５月18〜28日／北九州市立八幡美術館５月31〜６月８日／大阪市立美術館６月19〜25日／愛
知県文化会館美術館７月10〜17日／富山県民会館美術館７月20〜30日開催

協会賞　斉藤進
部門賞　友成潔・鎌田富則・日比野夫美子・小笠原隆・八代利江子
新人賞　工藤政秀・柴山和一郎・高野勝也・神山忠幸・茨木由紀子・成瀬有紀・小川博
奨励賞　富張広司

新会員　板井榮雄・高長久俊・椙村勝・渡部康・松川寛・斉藤進・児玉正人・山井イク夫・濱口惠・大村晶子・関信一・笠原三津子・
日比野夫美子
モダンアート協会選抜新人展　新宿紀伊國屋画廊７月10〜15日開催
1975年11月10日　会員鈴木初江死去
会員アベミサ・鉾之原捷夫退会

第26回　1976　昭和51年
（事務局長　いそべたつお、補佐　木村一生、会計　加藤博康、広報　大津忠太郎）
東京都美術館４月８〜25日／京都市美術館５月19〜30日／北九州市立八幡美術館６月２〜13日／大阪市立美術館６月19〜25日／愛知県
文化会館美術館７月10〜18日開催

協会賞　部門賞　村上保
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部門賞　清水正人・加納告保・平良徹・三上ゆう子・苗加和毅彦
新人賞　恵晋一・馬場裕明・高橋貴和・西村由美
奨励賞　佐藤輝喜・野部昭一・石井敏之・小笠原隆

新会員　田辺よしあき・野部昭一・安田潤児・鈴木啓子・丑久保健一・富張広司・藤川喜也・安田奈津子
モダンアート協会選抜新人展　夢土画廊12月６〜11日開催
1976年１月27日　会員岡本公夫死去
会員宮野蔵人退会

第27回　1977　昭和52年
（事務局長　木村一生、補佐　根岸茂行、会計　大津忠太郎、広報　加藤勝久）
東京都美術館４月８〜24日／京都市美術館５月19〜29日／北九州市立八幡美術館６月１〜12日／大阪市立美術館６月21〜26日／愛知県
文化会館美術館７月19〜27日開催

協会賞　該当者なし
部門賞　太田俊伸・恵晋・永井研治・飯島保良・町田秀夫・井関和代
新人賞　山田和枝・佐倉啓之・古賀章
奨励賞　佐藤輝喜・園田康成・古川秀昭・山口貞次・馬場裕明

新会員　園田康成・古川秀昭・水野翠・山口貞次・和田宏子・岡崎圭史・阪井ようこ・飯島保良・苗加和毅彦

第28回　1978　昭和53年
（事務局長　橋本正司、補佐　永原達郎、会計　佐藤清人、広報　根岸茂行）
東京都美術館４月６〜22日／京都市美術館５月18〜28日／北九州市立八幡美術館６月８〜18日／大阪市立美術館６月20〜25日開催（名
古屋展は美術館改装のため中止）

協会賞　宮崎稔
部門賞　坂本京子・河西吉明・古長康典・宮木英幸・山本清次・大和百代
新人賞　芳賀広至・遠瀬博・山本一了・志水澄子・加藤知高・ふくいはるこ・大塚哲郎
奨励賞　柴山和一郎・高野勝也

新会員　奥行彦・佐藤輝喜・坂原チエ・柴田静雄・高柴牧子・高木康夫・長濱泰・富田真州・村上保・吉澤孝・江藤幸男・金沢烈・小
笠原隆・伊藤美子
1978年４月25日　会員周襄吉死去
会員岡周末退会

第29回　1979　昭和54年
（事務局長　永原達郎、補佐　勝呂　忠、会計　石川忠一、広報　加藤勝久）
東京都美術館４月６〜22日／京都市美術館５月16〜25日／北九州市立八幡美術館６月１〜16日／高松市立美術館６月８〜17日／大阪市
立美術館６月19〜24日／愛知県文化会館美術館７月12〜20日開催

協会賞　該当者なし
部門賞　清水正人・河西吉明・古賀章・出町克人・島ひろ子
新人賞　青木純子・神原哲夫・石塚暢・柳原明彦
奨励賞　藤田淳子・太田俊伸・石山潤・石川早苗・西川潔・大和百代

新会員　水本敦子・栃木順子・石井敏之・石川早苗・小松崎広子・清水正人・佐藤哲郎・宮木英幸・佐藤友重
会員陰山光義退会

第30回　1980　昭和55年
（事務局長　勝呂　忠、補佐　石川忠一、会計　大津忠太郎、広報　野田利道）
東京都美術館４月６〜22日／大阪市立美術館５月６〜11日／京都市美術館５月15〜25日／福岡市美術館６月10〜22日／愛知県文化会館
美術館７月９〜16日／北海道立近代美術館９月10〜17日開催

30周年記念大賞　山本一了
部門賞　三谷正明・喜多野瑛・永井研治・藤原昌美・島ひろ子
新人賞　堀晃・金指恒隆・池田清史・佐藤康二・高羽賢一・下村治道・川那部綾
奨励賞　山田和枝・川上キヨ子・渡辺 子・古賀章・西川潔

新会員　太田俊伸・川上キヨ子・山田和枝・藤田淳子・高木茂夫・藤貫喜由子・内藤松子・小山喜三郎・海老塚市太郎・坂本京子・川
村武雄・中本純一・長沢勇・清水亟 ・喜多野瑛・鉾之原俊彦・後藤久雄・河西吉明・恵晋・永井研治・杉江寛・西川潔・大原雄寛・
大和百代
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第30回記念展として「記念画集」「モダンアート協会30年史」を刊行
秋季展　横浜郵便貯金ギャラリー11月４〜10日開催
1980年９月５日　会員朝妻治郎死去

第31回　1981　昭和56年
（事務局長　石川忠一、補佐　岸　浩、会計　永井　肇、広報　柴田静雄）
東京都美術館４月７〜24日／京都市美術館５月14〜24日／福岡市美術館６月１〜７日／大阪市立美術館６月23〜28日／愛知県文化会館
美術館７月15〜24日開催

協会賞　山本莞二
部門賞　安田火災美術財団奨励賞　小野寺博・矢部孝一
部門賞　四反田善・尾崎洋・舟木秀司・大塚哲郎
新人賞　玉岡俊郎・吉川廸之・小清水量造・陶山洋子
奨励賞　山本一了・佐藤素康・堀晃・川那部綾

新会員　山本一了・神山忠幸・渡辺律吉・石山潤・大島清・佐藤庨・根岸昌子・渡辺 子・古賀章・大塚哲郎
新鋭作家展　神奈川県立県民ギャラリー12月８〜13日開催
1981年９月27日　会員宅野豊・11月３日　会員宮本宏死去
会員木村一生退会

第32回　1982　昭和57年
（事務局長　岸　浩、補佐　出水　徹、会計　高木康夫、広報　佐藤清人）
東京都美術館４月８〜24日／京都市美術館５月13〜23日／福岡市美術館６月８〜13日／大阪市立美術館６月22〜27日／富山県民会館美
術館７月３〜12日／愛知県文化会館美術館７月14〜22日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　堀晃・村松俊夫
部門賞　吉川廸之・戸塚秀三・高羽賢一・井上治・遊佐伸弥・木下幸子
新人賞　石岡光朗・加藤幸寿・山西俊彦
奨励賞　小野寺博・佐藤素康・早坂健・四反田善

新会員　早坂健
新鋭作家展　大阪府立現代美術センター９月６〜11日開催
1982年２月13日　会員小松清死去
会員志賀広退会

第33回　1983　昭和58年
（事務局長　出水　徹、補佐　佐藤清人、会計　柴田静雄、広報　清水正人）
東京都美術館４月８〜24日／京都市美術館５月16〜25日／福岡市美術館６月４〜10日／愛知県文化会館美術館７月17〜25日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　山田展也・山西俊彦
部門賞　後藤令子・坂口紀代美・末武英一・作間敏宏・川那部綾
新人賞　熊谷みどり・菊地洋子・藤原哲朗
奨励賞　甲谷武・鶴見厚子・山本莞二・四反田善・折橋正一・弥永保子

新会員　海野静子・野田エミ・堀晃・遠藤洪平六・戸塚秀三・山本莞二・伊藤茂
新鋭作家展　神奈川県民ホール８月29〜９月４日開催
秋季展　埼玉県立近代美術館９月26〜10月10日開催
会員田辺よしあき死去
会員内藤松子・野部昭一・西川潔・岡村章司退会

第34回　1984　昭和59年
（事務局長　佐藤清人、補佐　高木康夫、会計　佐藤　秀、広報　加藤博康）
東京都美術館４月７〜22日／京都市美術館５月16〜25日／福岡市美術館６月４〜10日／愛知県文化会館美術館７月17〜25日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　小高由里子
部門賞　安田火災美術財団奨励賞　井上公雄
部門賞　平塚良一・片岡眞幸・有川高志・笹倉朝子・樋口三郎
新人賞　サカイトシノリ・阿部素尚・星野恵子・足立勝身・穂積穀重
奨励賞　熊谷みどり・藤原哲朗・大津由美子
作家大賞　勝田寛一・勝本富士夫・橋本正司・本野東一
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新会員　大高かほる・荻野博・ホリコシキネコ・宮本興一郎・矢野満里子・吉田英子・花田喜八郎・友成潔・池田清史・四反田善・藤
原昌美・都築邦春・川那部綾・棚池信行
新鋭作家展　神奈川県立県民ギャラリー８月27〜９月２日／宮城県民ギャラリー９月18〜24日開催
’84モダンアート今日の展望　埼玉県立近代美術館10月２〜14日開催
1984年４月26日　会員勝本富士夫死去
会員鈴木啓子・恵晋・山井イク夫退会

第35回　1985　昭和60年
（事務局長　高木康夫、補佐　清水昭八、会計　加藤博康、広報　藤川喜也）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月17〜26日／福岡市美術館６月11〜16日／愛知県文化会館美術館７月11〜19日開催

35回記念協会賞　山田展也
部門賞　安田火災美術財団奨励賞　吉川廸之・阿部素尚
部門賞　森秀文・織田芳彰・弥永保子・稲垣佳保
奨励賞　加藤幸寿・菊地洋子・甲谷武・サカイトシノリ・柳沢美奈子・井上治
35回記念新人賞　山本不二夫
新人賞　浜本重和・佐藤尚・草野葉子・岡田和子
作家大賞　勝呂忠・広井力

新会員　甲谷武・小高由里子・山田展也・吉川廸之・野口真木雄・佐藤素康・平松生夫・鶴見厚子・井上公雄・片岡眞幸・柴田奉明
’85モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月25〜29日開催
1985年３月21日　会員高長久俊・６月７日　会員相沢正・９月29日　会員齋藤忠誠死去
会員根岸茂行退会

第36回　1986　昭和61年
（事務局長　清水昭八、補佐　永井　肇、会計　遠藤洪平六、広報　片岡眞幸）
東京都美術館４月６〜20日／京都市美術館５月15〜25日／福岡市美術館６月３〜８日／愛知県文化会館美術館７月15〜24日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　鈴木修一郎
部門賞　安田火災美術財団奨励賞　望月久也
部門賞　小野寺博・古川仁史・樋口三郎・中村木美
奨励賞　小清水量造・松永楠生・下村治道
36回展新人賞　和田憲治
新人賞　根岸和弘・星雅明・平栗洋三・長谷川健史
作家大賞　出水徹・吹田文明

新会員　藤沢晴・石岡光朗・小野寺博・平塚良一・赤石よしまさ・加藤幸寿・神原哲夫・山西俊彦・大島庸世・小清水量造・山本光
生・遊佐伸弥・山本清次・弥永保子・松永楠生・樋口三郎
’86モダンアート明日への展望　西宮市立市民ギャラリー９月２〜７日／埼玉県立近代美術館９月16〜21日開催
モダンアート友の会結成
1986年２月26日　会員阪本文男死去
会員伊藤美子退会

第37回　1987　昭和62年
（事務局長　永井　肇、補佐　加藤博康、会計　平松生夫、広報　都築邦春）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月13〜22日／福岡市美術館６月２〜７日／愛知県文化会館美術館７月19〜28日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　サカイトシノリ
部門賞　安田火災美術財団奨励賞　柳澤信男
部門賞　阿部素尚・出町克人・柳沢美奈子・青山久子・小林喜久男
奨励賞　根岸和弘・鈴木修一郎・種田和夫・和田憲治・古川仁史
特別新人賞　安原竹夫
新人賞　吉倉ますみ・牛田明

新会員　石川酉三・大谷禮子・嶋谷卓之・森竹巳・下村治道
’87モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月１〜６日開催
1987年２月　会員根岸昌子死去
会員吉川治夫・黒図俊久退会
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第38回　1988　昭和63年
（事務局長　加藤博康、補佐　渡辺可久、会計　柴田静雄、広報　平松生夫）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月11〜20日／福岡市美術館６月７〜12日／愛知県文化会館美術館７月９〜17日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　寺沢徹
部門賞　安田火災美術財団奨励賞　種田和夫
部門賞　安原竹夫・牛田明・安藤誠之助・石川泰弘・中村木美
奨励賞　浜本重和・鈴木修一郎・根岸和弘・村松俊夫・松尾泰彦
特別新人賞　遠藤有里子
新人賞　石井貞子・中元宣子・皆川孝一

新会員　岡田博幸・山口秀太郎・柳沢美奈子・出町克人
’88モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館８月30〜９月４日／西宮市立市民ギャラリー９月13〜18日開催
1988年１月　会員佐藤多都夫・２月９日　会員江藤瓔子・５月31日　会員いはらがんせい・７月４日　会員矢橋六郎死去
会員橋本正司退会

第39回　1989　平成元年
（事務局長　渡辺可久、補佐　佐藤清人、会計　川上キヨ子、広報　小松崎広子）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月13〜21日／福岡市美術館６月６〜11日／愛知県文化会館美術館７月７〜13日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　三村力
部門賞　安田火災美術財団奨励賞　北野敏美
奨励賞　熊谷みどり・増井克利・種田和夫・中村木美
新人賞　新井知生・上田貴子・藤沢彦二郎・若井義子・佐野渉・郭有明・朴哲煕・陳慶彰・コラール　イヴォンヌ

新会員　サカイトシノリ・熊谷行子・根岸和弘・安原竹夫・種田和夫・古長康典・稲垣佳保・村松俊夫・大津由美子
’89モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月５〜10日開催
1989年９月９日　会員小川孝子死去
会員勝呂忠退会

第40回　1990　平成₂年
（事務局長　佐藤清人、補佐　石川忠一、会計　平松生夫、広報　川上キヨ子）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月12〜20日／福岡市美術館６月20〜24日／富山県民会館美術館６月28〜７月10日／愛知県
文化会館美術館７月13〜22日開催

第40回記念協会賞　安田火災美術財団奨励賞　佐野渉
部門賞　安田火災美術財団奨励賞　柳澤信男
部門賞　玄間正吾・木島隆夫・高村まどか・織田芳彰・村上進
奨励賞　新井知生・坂本敏・鈴木修一郎・望月久也・北野敏美・石川泰弘
第40回記念展新人賞　米良俊男

新会員　熊谷みどり・柳澤信男・阿部素尚・中村木美・藤原哲朗
’90モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館９月11〜16日開催

第41回　1991　平成₃年
（事務局長　石川忠一、補佐　高木康夫、会計　海老塚市太郎、広報　高柴牧子）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月11〜19日／福岡市美術館６月４〜９日／愛知県文化会館美術館７月９〜17日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　木島隆夫
部門賞　安田火災美術財団奨励賞　望月久也
部門賞　坂本敏・木島隆夫・山本旬子・小阪淳・コラール　イヴォンヌ
奨励賞　鈴木修一郎・増井克利・若井義子・岡田尚・織田芳彰
新人賞　堀内正行・平井素子

新会員　稲田健・川田伊津子・鈴木修一郎・天目健一・錦谷禎・濱本重和・増井克利・山内恵美子・安藤省吾・望月久也・古川仁史・
石井香久子・熊田喜宣
’91モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月11〜16日開催

俊英作家賞　高島芳幸・五嶋稔・有川高志
1991年５月11日　会員吉川恍陽・８月６日　会員金沢烈死去
会員友成潔・朝倉直巳退会
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第42回　1992　平成₄年
（事務局長　高木康夫、補佐　平松生夫、会計　大津由美子、広報　都築邦春、　庶務　山内恵美子）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月16〜24日／福岡市美術館６月２〜７日／愛知県文化会館美術館７月６〜12日開催

協会賞　該当者なし
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　後藤令子・堀内正行
優秀賞　種田瑞樹・秋山亮子・コラール　イヴォンヌ
奨励賞　渡辺武郎・米良敏男・五嶋稔・玄間正吾・佐野渉・坂口紀代美
新人賞　黒沢睦子・松村弘文

新会員　青木幸夫・井草裕明・笠倉實・後藤令子・五嶋稔・芳賀広至・坂口紀代美・瀬川喜美子・有川高志・織田芳彰・南部榮
’92モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館９月８〜13日開催

俊英作家賞　和田憲治・木島隆夫・平井素子
1992年６月12日　会員杉本亀久雄・７月12日　会員川村武雄・８月29日　会員中川タマオ・９月12日　会員内田周一・12月５日　会員
執行正夫死去
会員河西吉明・藤原健嗣・山西俊彦退会

第43回　1993　平成₅年
（事務局長　平松生夫、補佐　川上キヨ子、会計　清水正人、広報　安原竹夫、庶務　遠藤洪平六）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月15〜23日／福岡市美術館６月１〜６日／愛知芸術文化センター・８階ギャラリー　愛知
県美術館７月６〜18日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　玄間正吾
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　坂本敏
優秀賞　新井知生・弥富充代・鯉沼恵美子・柳楽節子
奨励賞　遠藤弘子・黒沢睦子・堀内正行・和田憲治・井上裕子
新人賞　鞍谷淑子・林宝忠・永井ひとみ

新会員　飯島昌・今中和義・小谷明美・のだひろき・鈴木佐知子・柳楽節子・寺澤幸笑・石川泰弘・尾崎洋・穂積穀重
’93モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月８〜12日開催

俊英作家賞　小谷公清・丸山靖弘・三村力
会員高柴牧子・鉾之原俊彦・松原宇杏退会

第44回　1994　平成₆年
（事務局長　川上キヨ子、補佐　遠藤洪平六、会計　野口眞木雄、広報　稲垣佳保、庶務　水本敦子）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月13〜22日／福岡市美術館５月31〜６月５日／愛知芸術文化センター・８階ギャラリー　
愛知県美術館７月５〜10日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　大町亨
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　三村力
優秀賞　新井知生・佐野渉・北野敏美・和田直人
奨励賞　藤沢彦二郎・星川しげ子・和田憲治・林宝忠・井上裕子
新人賞　西川肇一・水野雅普・大西房子

新会員　坂本敏・高野俶子・田中木芽・平岡幸子・星雅明・玄間正吾・和田憲治・瀬尾孝子・時田也寸子・青山久子・木幡幸子・コラ
ール　イヴォンヌ
’94モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館９月13〜18日開催

俊英作家賞　堂免和美・渡辺武郎・髙濱英俊
1994年１月27日　会員東俊二・７月４日　会員西原元死去
会員石岡光朗・中村木美・安田奈津子退会

第45回　1995　平成₇年
（事務局長　遠藤洪平六、補佐　永井　肇、会計　水本敦子、広報　野口眞木雄、庶務　阿部素尚）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月13〜21日／福岡市美術館６月６〜11日／愛知芸術文化センター・８階ギャラリー　愛知
県美術館７月５〜９日開催

協会賞　三村力
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　杉山昭・佐野渉
優秀賞　小谷公清・大町亨・長井光司・西川肇一
奨励賞　則松冬実・藤沢彦二郎・山脇佐久子・堀内正行・木島隆夫・井上裕子・水野敏子・和田直人
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新人賞　萩原万里子
新会員　新井知生・小谷公清・寺沢徹・則松冬実・藤沢彦二郎・遠藤有里子・佐野渉・三村力・木島隆夫・井上裕子・杉山直樹・松尾
泰彦・村上進
’95モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー８月30〜９月３日開催

俊英作家賞　萩原万里子・杉山昭・宮沢高
1995年７月20日　会員清野恒・10月27日　会員清野克巳死去
会員小野寺博・鈴木修一郎・和田宏子・下村治道・清水正人・コラール　イヴォンヌ・山内慶子退会

第46回　1996　平成₈年
（事務局長　永井　肇、補佐　阿部素尚、会計　望月久也、広報　井草裕明、庶務　村松俊夫）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月18〜26日／福岡市美術館５月28〜６月２日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化セ
ンター８階）７月２〜７日開催
創立時（1950年）宣言「モダンアート協会は純粋なる芸術運動の為に新しい方向を示す世代の秀れた美術家群によって21世紀への橋を
かける役を果す機関として行動する」に1996年「我々はこの創立期の宣言の精神を継承し常に新しい時代認識と批評精神を以て芸術活
動を展開する」の言葉を追加し新世紀に向けて改めて創立時精神の継承を確認した。

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　鈴木フサ子
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　西川肇一
優秀賞　遠藤成夫・山脇佐久子・水野雅普
奨励賞　神吉廣純・前川和昭・弥富充代・石原則和・北野敏美・長井光司・永井ひとみ・山本旬子
新人賞　三浦昌秀・北村元成・長屋けい子

新会員　岩出まゆみ・遠藤成夫・柏瀬功次・髙島芳幸・中元宣子・星川しげ子・前川和昭・丸山靖弘・弥富充代・渡辺武郎・石原則
和・石塚暢・加久間汀子・梅田幹博・小林喜久男・杉本剛
’96モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館９月10〜15日開催

俊英作家賞　大町亨・倉藤紀子・北村元成
1996年５月９日　会員清水昭八・７月14日　会員田中木芽・７月17日　会員本野東一死去
会員柴田奉明退会

第47回　1997　平成₉年
（事務局長　阿部素尚、補佐　村松俊夫、会計　小高由里子、広報　藤沢彦二郎、庶務　山内恵美子）
東京都美術館４月６〜20日／京都市美術館６月７〜14日／福岡県立美術館６月17〜22日／富山県民会館美術館６月26〜７月７日／愛知
県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター８階）７月15〜21日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　島田毅
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　三浦昌秀
優秀賞　高澤俊郎・浅井菜保子
奨励賞　浜田勇治・鈴木フサ子・髙濱英俊・長井光司・西川肇一・水野雅普
新人賞　鵜木かおる・樽晃子・中風明世・伴庵・古屋圭充康・藤田美惠子

新会員　大町亨・浜田勇治・山脇佐久子・若井義子・髙濱英俊・堀内正行・長井光司・永井ひとみ・山本旬子・水野雅普
’97モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー10月16〜21日開催

俊英作家賞　星加民雄・石橋美由紀・中風明世
1997年２月26日　会員水谷信子・４月５日　会員谷内広・７月25日　会員上條竹二郎・12月28日　会員勝田寛一死去
会員中本純一・遠藤有里子・西川幸衛・岩田ちよ子退会

第48回　1998　平成10年
（事務局長　村松俊夫、補佐　柳澤信男、会計　永井研治、広報　鶴見厚子、庶務　小松崎広子）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月16〜24日／福岡市美術館６月９〜14日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センタ
ー８階）７月７〜12日開催

協会賞　三浦昌秀
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　石橋美由紀・水谷美紀子
優秀賞　市原恵子・浅井菜保子・赤穂恵美子・仲野益一
奨励賞　鈴木フサ子・高澤俊郎・樽晃子・後藤雅宣・和田直人・藤田美惠子
新人賞　石垣むつみ・菅沼稔

新会員　市原恵子・小田仁人・神吉廣純・黒沢睦子・やはた文明・草野葉子・赤穂恵美子
’98モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館９月１〜６日開催
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俊英作家賞　斎藤ゆみ子・菅沼稔・和田直人
1998年２月３日　会員松尾薫明・３月１日　会員岡山良一・３月６日　会員山脇佐久子・４月９日　会員加久間汀子・12月22日　会員
小松義雄死去
会員熊谷みどり・村上進・佐野渉・小林喜久男・松永品子・日比野夫美子・佐藤清人・小高由里子・原本康三・森健二・佐藤輝喜退会

第49回　1999　平成11年
（事務局長　柳澤信男、補佐　村上　保、会計　鶴見厚子、広報　古川仁史、庶務　藤沢彦二郎）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月22〜30日／福岡市美術館６月15〜20日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センタ
ー８階）６月30〜７月４日開催

協会賞　杉山昭
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　小堀貞・仲野益一
奨励賞　鈴木フサ子・高澤俊郎・樽晃子・三浦昌秀・水谷美紀子・浅井菜保子・後藤雅宣・藤田美惠子
新人賞　政所新二・五十嵐純一・尾㟢ゆみ

新会員　蒲雄二・鈴木フサ子・中野由紀子・米良俊男・岡田吉次・和田直人
’99モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月１〜６日開催

俊英作家賞　石垣むつみ・水沢知枝・平野直哉
1999年２月５日　会員村井正誠・６月20日　会員神太麻雅生・2000年１月９日　会員棚池信行死去
会員岡島茂夫・後藤久雄・望月久也・友沢恭男退会

第50回　2000　平成12年
（事務局長　村上　保、補佐　野口眞木雄、会計　山口貞次、広報　古川仁史、庶務　中元宣子）
創立50回記念展として開催
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月23〜31日／福岡市美術館６月13〜18日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センタ
ー８階）６月28〜７月２日開催
会員299名・会友187名

「創立50周年記念画集」「モダンアート協会50年史」の刊行
「創立会員　村井正誠、山口薫特別陳列コーナー」設置
「創立50周年記念モダンアート展授賞式およびオープニングレセプション」を東天紅上野店平成ホールにて開催
記念講演会開催　講師／瀬木愼一氏

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　伴庵
村井正誠特別賞　樽晃子
山口薫特別賞　達和子
優秀賞　石橋美由紀・三浦昌秀
奨励賞　安田火災美術財団奨励賞　古谷圭充康
奨励賞　太田謙二・鞍谷淑子・杉山昭・高澤俊郎・堂免和実・水沢知枝・後藤雅宣・仲野真
新人賞　神島レイナ・峰岡順・長はるこ・村田由紀子

新会員　石橋美由紀・犬飼正・鞍谷淑子・杉山昭・水沢知枝・三浦昌秀・後藤雅宣
モダンアート明日への展望2000　埼玉県立近代美術館９月12〜17日開催

俊英作家賞　松岡滋子・長はるこ・西尾路子
2000年６月２日　会員瀬古英生・12月25日　会員辻野精一死去
会員川田伊津子・佐々木健治・清水亟 ・黒沢睦子・重田照雄・井草裕明・曽根亮・草野昭治・坂原チエ・高島芳幸退会

第51回　2001　平成13年
（事務局長　野口眞木雄、補佐　都築邦春、会計　弥富充代、広報　木島隆夫、庶務　稲垣佳保）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月24〜31日／福岡市美術館６月12〜17日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センタ
ー８階）７月３〜８日開催

協会賞　安田火災美術財団奨励賞　中川知美
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　今成正孝
優秀賞　水谷美紀子
奨励賞　相田ひろみ・石垣むつみ・太田謙二・高澤俊郎・達和子・中風明世・古谷圭充康・嘉数彰彦・藤田美恵子
新人賞　金度亨

新会員　石垣むつみ・大辻紀子・菅沼稔・高澤俊郎・鷹啄栄峰・ミトクヤステル・古谷圭充康・水谷美紀子・相田ひろみ・藤田美恵子
’01モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月26〜10月１日開催
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　俊英作家賞　達和子・西村広恵・尾崎ゆみ　
2001年１月　会員入江祥三郎・１月20日　特別会員石井利秋・12月17日　会員犬飼正死去　
会員樋口三郎・水沢知枝・大谷葉子・永井研治・青山久子・小林恒夫・端山經作・堀内正行・高濱英俊・岡崎星秀退会

第52回　2002　平成14年
（事務局長　都築邦春、補佐　水本敦子、会計　山田和枝、広報　木島隆夫、庶務　岩出まゆみ）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館４月30〜５月５日／福岡市美術館６月４〜９日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化セ
ンター８階）７月２〜７日開催

協会賞　中川知美
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　達和子
優秀賞　安田火災美術財団奨励賞　橘智哉
会友佳作賞　太田謙二・小河原国男・中風明世・西村広恵・平栗洋三・星加民雄
新人賞　磯部卯美男・本多榮子・江藤亮・澤田正美

新会員　岩瀬史・上野道子・太田謙二・小河原国男・島田穀・平栗洋三・大沢隆・星加民雄・水野敏子
’02モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館９月10〜15日開催
　俊英作家賞　上野秀一・本多榮子・軽部早苗
2002年１月12日　会員佐藤庨・２月11日　会員伊藤彌四夫・２月　会員籾山七重・８月２日　会員立花みどり・８月18日　会員遊佐伸
弥・12月２日　会員吉田英子死去
会員石山潤・小松崎広子・塩見正・藤沢彦二郎・森慧・古屋圭充康・和田憲治・大原雄寛・杉田豊・藤川喜也退会

第53回　2003　平成15年
（事務局長　水本敦子、補佐　芝　章一、会計　瀬尾孝子、広報　鈴木佐知子、庶務　星川しげ子）
東京都美術館４月６〜20日／京都市美術館５月４〜11日／福岡市美術館６月３〜8日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センタ
ー８階）７月１〜６日／富山県民会館美術館７月15〜28日開催

協会賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　本多榮子
優秀賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　西村広恵
優秀賞　成瀬有紀
会友佳作賞　菅田七郎・達和子・中風明世・松岡滋子・横井幸代・仲野真
奨励賞　橘智哉
新人賞　金埻・山岡万莉・小松原洋生

新会員　天田弘之・菅田七郎・達和子・中風明世・松岡滋子・横井幸代・西村広恵・鈴木浩二・笛木節子
’03モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月３〜８日開催
　俊英作家賞　小松原洋生・本多榮子・仲野真
2003年４月２日　会員刀根眞澄・10月24日　会員笠倉實・2004年１月５日　会員高木康夫・１月16日　会員遠藤慶一郎死去
会員飯島昌・市原恵子・水藤澄子・高澤俊郎・根岸和弘・平岡幸子・堀晃・森下昭・阿部素尚・石原則和・佐藤秀・大沢隆・杉本剛・
清水國夫退会

第54回　2004　平成16年
（事務局長　芝　章一、補佐　藤原昌美、会計　石垣むつみ、広報　木島隆夫、庶務　鷹啄栄峰）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月４〜９日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター８階）６月30〜７月４日開催

協会賞　該当者なし
優秀賞　伴庵・嘉数彰彦・緒方亮
会友佳作賞　瓜生由紀子・中川知美・峰岡順・今成正孝・本多榮子・下地俊子・仲野真・長屋けい子
奨励賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　金埻
新人賞　石原輝雄・堀茂美

新会員　上野秀一・瓜生由紀子・小田雅代・田中理・樽晃子・浜口一哉・伴庵・今成正孝・浅井菜保子・玉川岩雄・嘉数彰彦・古倉数
也・篠原利朗・片岡雅子・仲野真・長屋けい子
’04モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館９月７〜12日開催
　俊英作家賞　金埻・深作廣光・小松原洋生
2004年４月12日　会員小倉ポオ・５月14日　会員佐藤友重・７月15日　会員佐藤和子・９月26日　会員潮田親吾・2005年１月22日　会
員奥行彦死去
会員堀田能生・渡辺律吉・米良俊男・小島洋吉・坂本敏・寺沢徹・高塚篤・神吉廣純・丸山靖弘・杉本清退会
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第55回　2005　平成17年
（事務局長　藤原昌美、補佐　平松生夫、会計　横井幸代、広報　片岡眞幸、庶務　上野秀一）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月３〜８日／福岡市美術館６月７〜12日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センタ
ー８階）６月29〜７月３日開催

協会賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　峰岡順
優秀賞　山岡万莉・小松原洋生
会友佳作賞　金埻・古川鈴代・本多榮子・江藤亮・木下幸子
奨励賞　石原輝雄
新人賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　宮川祐治
新人賞　岡田道子・竹内宏臣・小野里雅由

新会員　おづたかし・坂口久代・澤井由美子・中川知美・峰岡順・渡辺靖隆・山岸江利・本多榮子・江藤亮・村上祥子・木下幸子
’05モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月10〜16日開催
　俊英作家賞　小泉里美・竹内宏臣・宮川祐治
2005年４月26日　会員赤坂君美・９月18日　会員玄間正吾死去
会員森田万樹・星雅明・山本一了・平塚良一・芳賀広至・加藤三男・遠藤洪平六・濱本重和・鈴木フサ子・坂口紀代美・新井知生・嘉
数彰彦退会

第56回　2006　平成18年
（事務局長　平松生夫、補佐　蒲　雄二、会計　長屋けい子、広報　古川仁史、庶務　上野秀一）
東京都美術館４月６〜21日／京都市美術館５月６〜14日／福岡市美術館６月６〜11日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センタ
ー８階）７月４〜９日開催

協会賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　サガキケイタ
優秀賞　佐藤純・小松原洋生
会友佳作賞　飯塚直也・中角洋子・山岡万莉・堀茂美・下地俊子
奨励賞　宮川祐治
新人賞　鈴木律子・上浦佑太・朴秀光・村上貴則

新会員　石井正美・奥村安久・佐々木久隆・佐藤純・佐藤実・中角洋子・広畑卓司・三塩寿子・山岡万莉・小松原洋生・石野和子・能
崎邦雄・足立勝身・下地俊子
’06モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館９月５〜10日開催
　俊英作家賞　二子石義之・宮川祐治・東城信之介
2006年９月３日　会員小笠原忠弘・11月23日　会員小林孔死去
会員青木幸夫・石垣むつみ・松尾泰彦・水本敦子・天目健一・若井義子・錦谷禎・髙木辰夫・服部碩夫退会

第57回　2007　平成19年
（事務局長　平松生夫、補佐　蒲　雄二、会計　長屋けい子、広報　古川仁史、庶務　松岡滋子）
東京都美術館４月23〜５月７日（併設・「新企画室─57回展の試み─」）／福岡市美術館６月５〜10日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸
術文化センター８階）６月27〜７月１日／京都市美術館７月24〜29日

協会賞　村上貴則
優秀賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　内田滋子・出村まさと
会友佳作賞　飯塚直也・岡本博実・濱名幸子・古川鈴代・松村啓仙・水沼喜代子
新人賞　湯田弘雄・齋藤正和・篠原和子・瀬川明子

新会員　飯塚直也・池長裕子・岡本博実・金埻・小堀貞・杉浦充・田名部ひろし・玉谷優・西村佳代子・西村彰剛・濱名幸子・濱中正
博・船越洋子・古川鈴代・松村啓仙・三塚和夫・山本聖賢・渡辺雅子・五十嵐純一・柳田輝子・奥野順次郎・後藤のりこ・成瀬有紀
’07モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月10〜16日開催
　俊英作家賞　尾崎ゆみ・今城彬・古賀和博
2007年９月２日　会員大谷禮子逝去
会員江藤幸男・花田喜八郎・上野山エイシ退会

第58回　2008　平成20年
（事務局長　蒲　雄二、補佐　平松生夫、会計　達　和子、広報　木島隆夫、庶務　松岡滋子）
東京都美術館４月23〜５月７日（併設・「新企画室─58回展の試み─」）／福岡市美術館５月20〜25日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸
術文化センター８階）６月25〜29日／京都市美術館７月22〜27日

協会賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　鈴木律子
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優秀賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　川鍋和子
優秀賞　出村まさと
会友佳作賞　石原輝雄・岩佐敏子・立花多美子・深作廣光・二子石義之・尾㟢ゆみ・村上貴則
新人賞　ワタベカズ・深山正樹・松岡賢二　

新会員　石原輝雄・岩佐敏子・鵜木かおる・川鍋和子・北詰眞弓・立花多美子・萩原万里子・深作廣光・二子石義之・森眞澄・山本祐
司・吉光直藏・髙石寛・大橋宏記・尾㟢ゆみ・出村まさと・堀茂美・ふくいはるこ
’08モダンアート明日への展望　埼玉県立近代美術館９月２〜７日開催

俊英作家賞　佐藤靖子・武市理子・高山けい子
2008年６月21日　会員能仲ヤツヲ・８月24日　会員光永直人・2009年２月８日　会員則松冬実死去
会員安田潤兒・馬場雄二・岸浩・高橋伸子・古野耕作・赤石よしまさ・浜田勇治・瀬尾孝子・太田謙二・大塚哲郎・加藤清治・大津忠
太郎・水谷美紀子退会
青木幸夫会員復帰

第59回　2009　平成21年
（事務局長　平松生夫、補佐　片岡眞幸、会計　古川鈴代、広報　木島隆夫、庶務　渡辺雅子）
東京都美術館４月23〜５月７日（併設・「新企画室─59回展の試み─」）／福岡アジア美術館６月４〜９日／愛知県美術館ギャラリー（愛
知芸術文化センター８階）６月30〜７月５日／京都市美術館７月21〜26日

協会賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　菅徳子
優秀賞　内田滋子・村田とも子
会友佳作賞　有賀孝子・水沼喜代子・鈴木律子・松本秀治
奨励賞　深山正樹
新人賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　野本喜石
新人賞　浅田洋二・阿蘇千鶴子・武市理子・加納裕美

新会員　明石英子・安達吉男・有賀孝子・大西道夫・小倉進・尾澤和子・加久間晶子・川本輝子・倉藤紀子・下内裕次・洲澄宏・高倉
隼志・鷹啄織音・冨田喜平司・長岡祐介・早川多恵子・林嘉彦・日岡美穂・水沼喜代子・三宅正広・望月久子・松本秀治・水田喜代
’09モダンアート明日への展望　横浜市民ギャラリー９月１〜６日開催

俊英作家賞　小澤はるみ・小泉里美・武市理子
会員飯島保良・荻野博・水野敏子・岩出まゆみ・前川和昭・横井幸代・木幡幸子退会
2009年９月12日　会員稲垣佳保死去

第60回　2010　平成22年（東京都美術館リニューアル工事のため、60回展は全国４会場で分散本展開催）
（事務局長　片岡眞幸、補佐　山田展也　平松生夫、会計　古川鈴代、広報　田名部ひろし、庶務　渡辺雅子）
地方分散本展＝せんだいメディアテーク４月23〜28日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター８階）６月30〜７月４日／京
都市美術館７月20〜25日／福岡市美術館８月３〜８日／新人展＝埼玉県立近代美術館８月24〜29日

協会賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　山縣武
優秀賞　片山博美・小㟢美智代・草刈愛
佳作賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　古賀和博
佳作賞　上野新司・小泉里美・佐野要三・若松恵子・平野牧子・鈴木律子・武市理子・瀬川明子
新人賞　阿部水咲・阿部弘子・斎木三男・稲田明・浦江妙子・岡沢幸・柳沢晶子

新会員　阿久津和子・上野新司・大西正洋・河合雅子・柴藤須美子・竹内宏臣・福井愛・前嶋南・よこたこういち・若松恵子・脇坂ヨ
シ子・鈴木律子・永易基精・勝田群青・齋藤美絵子・金度亨・小出昌二
会員五十嵐純一・嶋谷卓之・渡辺康・織田芳人・高野俶子・奥山善一・瀬川喜美子・菅沼稔・種田和夫・石塚暢・長岡祐介・鈴木久
子・渡辺可久・伴庵・河村一夫・笛木節子・小田雅代・小田仁人・吉光直蔵・安原竹夫・船越洋子退会
2010年９月24日　会員山口貞次死去

第61回　2011　平成23年（東京都美術館リニューアル工事のため、61回展は全国４会場で分散本展開催）
（事務局長　片岡眞幸、補佐　山田展也　平松生夫、会計　竹内宏臣、広報　上野秀一、庶務　川鍋和子）
地方分散本展＝愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター８階）５月10〜15日／京都市美術館５月24〜29日／福岡市美術館６月
21〜26日／横浜市民ギャラリー（横浜市教育文化センター３階）９月５〜10日＝東日本大震災のため中止となった４月の仙台展の会場
を変更して開催

協会賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　瀬川明子
優秀賞　損保ジャパン美術財団奨励賞　小泉里美
優秀賞　高山けい子・前田実紀子
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佳作賞　清水忠・内田滋子・大塚恵子・柴田美智子・古賀和博・三上ゆうこ・浅田洋二・石田恵以子・片山博美・髙橋勝吉・遠松和
栄・村田とも子・浦江妙子・岡沢幸
新人賞　相馬亮・三崎龍馬

新会員　小泉里美・佐野要三・清水忠・中村啓子・内田滋子・大塚恵子・古賀和博・野宮謙吾・瀬川明子・村上貴則
会員大津由美子・宮木英幸・宮木慧子・髙石寛・田中靖彦・益田凡夫・達和子・河野穣而・金埻・園田康成・中元宣子・堀茂美・佐藤
実・井上公雄退会
長岡祐介会員復帰
2011年３月７日　会員瓜生由紀子・３月28日　会員坂本正直・６月５日　会員小河原国男・６月13日　会員平松生夫・６月19日　会員
濱名幸子・８月18日　会員永易基精・９月18日　会員飯沼志珪夫・10月15日　会員栗原勇死去

第62回　2012　平成24年
（事務局長　山田展也、補佐　鶴見厚子　村松俊夫、会計　竹内宏臣、広報　上野秀一、庶務　川鍋和子）
東京都美術館４月１〜15日（併設・特別企画展示「草創期の作家展」）／京都市美術館４月24〜29日／福岡市美術館５月22〜27日／愛知
県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター８階）６月20〜24日

記念協会賞　損保ジャパン美術財団賞　村田とも子
優秀賞　米元慶一・鈴木眞弓
佳作賞　江口薫・湯田弘雄・齋木三男・稲田明・浦江妙子
奨励賞　風間虹樹
新人賞　鴛海彩・坂本和子・吉田仁美・田村未歩・伊藤まどか

新会員　馬場陽子・三隅俊昭・村田とも子・湯田弘雄・米元慶一・小㟢美智代・深山正樹・鈴木眞弓
会員日岡美穂・稲田健・長屋けい子・山本旬子・小堀貞・有賀孝子・南部榮・倉藤紀子・池田清史・石原輝雄・大和百代・安藤省吾・
中谷有逸退会
2012年９月17日　会員永井肇・2013年１月30日　会員海老塚市太郎・２月４日　会員高橋克芳死去

第63回　2013　平成25年
（事務局長　山田展也、補佐　鶴見厚子　村松俊夫、会計　中角洋子、広報　古川仁史、庶務　川本輝子）
東京都美術館４月２〜16日（併設・特別企画展示「もう一度みたいあの作家」展）／京都市美術館５月14〜19日／福岡市美術館５月28〜
６月２日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター８階）６月19〜23日

協会賞　損保ジャパン美術財団賞　望月文人
優秀賞　立花古陸・吉田仁美
佳作賞　江口薫・稲田明・齋藤正和・高山けい子・相馬亮・阿部弘子
奨励賞　松本良子
新人賞　丹野明花・真柴毅・保坂紀夫

新会員　田川明美・間部一郎・望月文人・稲田明・高山けい子
2013年度モダンアート受賞作家展　銀座井上画廊　10月21〜26日
会員長沢勇・立花多美子・川上キヨ子・彰剛・小谷公清・齋藤美絵子・石川泰弘・栃木順子・鐘築嘉彦・椙村勝・山田和枝・樽晃子退
会
2013年９月20日　会員ノダ利道・2014年１月21日　会員近藤てつのすけ死去

第64回　2014　平成26年
（事務局長　鶴見厚子、補佐　村松俊夫、会計　長井光司、広報　古川仁史、庶務　川本輝子）
東京都美術館４月１〜16日（併設・特別企画展示「もう一度みたいあの作家」展 Vol.2）／京都市美術館５月13〜18日／愛知県美術館ギ
ャラリー（愛知芸術文化センター８階）６月18〜22日／福岡市美術館７月15〜21日

協会賞　損保ジャパン美術財団賞　相馬　亮
優秀賞　東光司・竹薮多代子
佳作賞　浅田洋二・久保田昌代・立花古陸・松本良子・阿部弘子・齋藤正和
奨励賞　鉄仙一郎・小関資朗
新人賞　大塩桃丘・古木孝典

新会員　浅田洋二・阿蘇千鶴子・江口薫・久保田昌代・松下茂邦・森谷洋・川崎美智子・鈴木弘志・大西房子・渡辺和弘
2014年度モダンアート受賞作家展　銀座井上画廊　10月27〜11月１日
会員石井正美・櫃田勉・尾澤和子・ミトクヤステル・三塚和夫・上野道子・上野秀一・洲澄宏・足立勝身・のだひろき退会
2014年８月24日　会員戸塚秀三死去
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第65回　2015　平成27年
（事務局長　鶴見厚子、補佐　加藤勝久、会計　今成正孝、広報　木島隆夫、庶務　下地俊子）
東京都美術館４月１〜16日／京都市美術館別館５月５〜14日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター８階）６月10〜14日／
福岡市美術館６月30〜７月５日

協会賞　損保ジャパン日本興亜美術財団賞　松本良子
優秀賞　ミニー吉野・深須砂里
佳作賞　相馬亮・立花古陸・中谷れい子・阿部弘子・飯村澄江
奨励賞　柏尾伊佐雄
新人賞　西野優子・森木麻新・よしだまさこ・小林宣子

新会員　川崎誠和・相馬亮・高田栄一・立花古陸・中谷れい子・長谷川由美子・平野牧子・松本良子・山田博之・YOKO田中・柴田
美智子・松岡賢二
2015年度モダンアート受賞作家展　ギャラリー檜B・C　10月12〜17日
会員石井敏之・奥村安尚・岡崎圭史・三村力・平栗洋三・杉山直樹退会
2016年１月７日　会員増井克利死去

第66回　2016　平成28年
（事務局長　加藤勝久、補佐　藤貫喜由子　都築邦春、会計　今成正孝、広報　木島隆夫、庶務　田名部ひろし）
東京都美術館４月１〜16日／福岡市美術館５月３〜８日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター８階）６月15〜19日／京都
市美術館６月28〜７月３日

協会賞　損保ジャパン日本興亜美術財団賞　森木麻新
優秀賞　阿部弘子・橋本淳也
佳作賞　上杉道子・小澤はるみ・ミニー吉野・矢田由紀子・今城彬・東光司・小関資朗
新人賞　石井一夫・朴東竜・中川正夫

新会員　小澤はるみ・片山博美・渡辺明子・阿部弘子・今城彬・東光司・織田千代
2016年度モダンアート受賞作家展　ギャラリー檜B・C　10月17〜22日
会員横山智也・石野和子・小山喜三郎・岸勤・竹内宏臣・鶴見厚子・若松恵子・古長康典・伊原道夫・鈴木眞弓・古賀和博退会
2016年５月４日　会員藤沢晴・12月４日　会員正田壤・12月19日　会員宮本興一郎死去

第67回　2017　平成29年
（事務局長　加藤勝久、補佐　都築邦春　藤貫喜由子、会計　長井光司、広報　木島隆夫、庶務　田名部ひろし）
東京都美術館４月２〜16日／愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター８階）６月21〜25日／奈良県文化会館７月12〜17日

協会賞　損保ジャパン日本興亜美術財団賞　橋本淳也
優秀賞　高橋恵子・小沼百合子
佳作賞　小関資朗・竹薮多代子・石井一夫・大塩桃丘・西野優子
新人賞　武部眞理子・Momo・仙臺耕一

新会員　浅野瑞枝・上杉道子・大谷清・岡田道子・高橋勝吉・高橋祐子・橋本淳也・平賀数人・ミニー吉野・矢田由紀子・小関資朗・
陳慶彰・飯村澄江・竹薮多代子・豊田共子・前田実紀子
2017年度モダンアート受賞作家展　ギャラリー檜B・C　９月25〜30日
会員濱口惠・川崎誠和・阿蘇千鶴子・山口秀太郎・出村まさと・木下幸子・瀬川明子・松岡賢二・高山けい子・山岸江利退会
2017年３月７日　会員板井榮雄・３月23日　会員大西道夫・５月９日　会員清水忠・12月17日　会員東俊光・2018年１月12日　会員高
木茂夫死去

第68回　2018　平成30年
（事務局長　都築邦春、補佐　長井光司　藤貫喜由子、会計　高田栄一、広報　木島隆夫、庶務　穂積穀重）
東京都美術館４月３〜15日／熊本県立美術館分館５月８〜13日／京都市美術館別館６月５〜10日

協会賞　該当者なし
優秀賞　損保ジャパン日本興亜美術財団賞　小松太志
優秀賞　小林宜子・近藤美奈子
佳作賞　大塩桃丘・高橋恵子・八幡欽子・宇佐美由希子
奨励賞　西野優子・潮田　均・武部眞理子
新人賞　李　宣喜・大浦美知子・呉　奇娜・塩見京子

新会員　大塩桃丘・永田ケイ子・新居妙子・西野優子・箭内信子・渡辺祥子・小林宜子・小松原揚子
2018年度モダンアート受賞作家展　ギャラリー檜B・C　９月17〜22日
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会員山本光生・谷村敬八郎・天田弘之・山本清次・飯村澄江・浜口一哉・岡田吉次・玉谷　優・太田俊伸・佐野要三・よこたこういち・
古倉数也・ふくいはるこ・松川　寛・間部一郎・村松俊夫退会
2018年７月９日　会員玉川岩雄・９月25日　会員山田展也・2019年１月13日　会員出町克人死去

・上記モダンアート展小史について訂正等お気付きの点がありましたら事務局にご連絡下さい。
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