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渓の三溪園、大倉喜八郎の大倉集古館、根津嘉一郎の根津美術館、岩崎彌之助・小彌太

代表的な私立美術館として公開されている。主なものを列挙してみると、原善三郎・三

沢な資金を元手に、贅沢なコレクションを形成した。このコレクションは現在、日本の

に近代以降である。日本では、財閥系の資産家のコレクターが知られている。彼らは潤

もともと時の権力者が蒐集するものであった美術作品が、個人のものとなったのは主

暇惜しまず作品を見て回り、情報を集めているからであろう。

の優品がそろうのも、コレクターひとりひとりが、美術作品に情熱と愛情を傾け、手間

個性と魅力を十全に伝え、小品でありながらどれも忘れがたい印象を残した。これほど

の魅力を放つ。実際、会場に展示された一四六点の作品は、それぞれの画家、彫刻家の

そのコレクションは決して派手なものではないが、どれも隠れた名品であり、いぶし銀

社員をはじめ、公務員、医師など様々な職種による美術品コレクターの親睦団体である。

展覧会のサブタイトルは「サラリーマンコレクターの知られざる名品」
。
「わの会」は会

一昨年（二〇一五年）平塚市美術館で「わの会」メンバーのコレクション展が開催された。

334 332 330 328 326 324 322 320 318 316 314 312 310 308 306 304 302 300 298
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島慶太の五島美術館、出光佐三の出光美術館等々。現代美術では銀行家の原六郎の原美
術館などが知られている。また、瀬戸内海に浮かぶ小さな島、直島を世界的に有名なアー
トの拠点にした福武總一郎もいる。以上の美術館は国内外にも知られ、へたな地方公立
美術館にはかなわぬ豊富なコレクションを収蔵する。その一方で、少ない資金ながらも、
優れた眼と直感によってこつこつコレクションを集め、注目すべきコレクションを残し
たコレクターもいた。画商でもある洲之内徹や、梅野隆などは、そのような慧眼の士と
して代表的存在であろう。この二人には私も個人的にお世話になった。机上の学問では
学べない、自分の眼だけを頼りにした、美術作品との真剣勝負のようなものを教わった。
洲之内徹はいまでは伝説的な存在となった現代画廊を経営し、無名で有望な画家たち
を応援した。ここでの展覧会をきっかけに世に出た画家も多い。名文家でも知られ、
「気
まぐれ美術館」シリーズは美術ファン必読の書となっている。
「売らない画商」との異名
で知られ、
気に入った大切な作品は手元に置いた。現在その作品は「洲之内コレクション」
として宮城県美術館で常設され、全国から熱心なファンが訪れている。
元サラリーマンコレクターであった梅野隆は、定年後、東京・京橋で美術研究所藝林
を経営した。父親は青木繁の友人で遺作の大半を所持していた梅野満雄。藝林時代の梅
野は損得抜きで世に埋もれた画家たちを発掘し、その価値を世に問うた。今西中通、伊
藤久三郎、菅野圭介、吉田卓ら、当時の美術界であまり話題にのぼらなかった、実力派
の画家たちの再評価は梅野の存在抜きには語れない。長野県東御市にある梅野記念絵画

館はそのコレクションを展示している。
洲之内コレクション、梅野コレクションを見てまず感じることは、二人の美術作品に
かける強い情熱と愛情である。両コレクションとも、前述した大コレクションに比べる
と実にささやかな規模である。しかしながら、その一点一点は地味ながらもジンワリと
心に響く。美術があくまでも精神的な営みであることを実感する。両コレクションを訪
ねる度に、何か大切な原点を確認する。
「わの会」は、この洲之内、梅野両氏の薫陶、影響を受けたメンバーが多い。両氏の美
術に対する精神、姿勢がそのまま、この会の雰囲気を形成している。このことは、今回
第二巻が刊行されるこの本を一読されればお分りいただけるだろう。ここには大コレク
ターが持つ巨匠作品は見当たらない。人気画家の売り絵もない。すべて画家が丹精込め
た珠玉の作品ばかりである。また自慢の愛蔵作品に寄せた各コレクターのコメントも、
評論家、学芸員では書けぬ性格のものだ。そこには、作品への慈しみが溢れている。
刊行が待たれたこの書によって、美術を愛する庶民コレクターの輪が広がることを願
う次第である。
（ひじかた・めいじ／美術評論家 平塚市美術館館長代理）
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『わの会の眼 コレクターたちの静かな情熱』は二〇一二年六月にＮＰＯ法人あーと・わの会の
一〇周年記念事業の一つとして発刊されたものです。その続編として本書『わの会の眼 Ⅱ 心を
射抜く作品たち』が上梓されました。小コレクターの集まりでありますＮＰＯ法人あーと・わの会
の前身は「コレクターが創る！わたくし美術館」です。物故の洋画作家の作品を主にコレクション
している七三名の会員で組織されています。作品の公開や埋もれた作家の発掘顕彰をして美術普及
活動の推進をはかっています。本書掲載の作品をご覧いただければご理解いただけるように高名高
額なものはありませんが、珠玉の名品が数多くあります。全国の会員が長年苦労してコレクション
したものです。作品は一七〇点、作家数一四五名、制作年の幅は一八八一年から二〇一四年までの
一三三年間に制作されたもので、油彩が主ですが水彩・版画・日本画・立体作品等で構成されています。
二〇一五、
六年には、平塚市美術館と東御市梅野記念絵画館で前著掲載作品のほぼ全作品を展示し
ていただき大好評を得ました。小コレクターのコレクションが一括して公立美術館二館で企画展扱
いで本格的に展示されたことは大変稀なことでコレクター冥利に尽きます。いつも見慣れている作
品が本格的な照明技術により一段と輝きを増し、我が子の晴れ舞台を見ているような感激を得まし
た。この本の掲載作品も機会に恵まれれば是非晴れの舞台に立たせてあげたいと思っています。
あなたの好きな一枚の絵を探してみてください。きっと見つかります。そして楽しいひと時をお
（のはら・ひろし／ＮＰＯ法人 あーと・わの会理事長）

過ごしください。私たちの仲間としていつでも歓迎します。

編集長挨拶
平 園 賢 一
二〇一五年一二月から二〇一六年三月にかけて平塚市美術館と東御市梅野記念絵画館
の二館で「わの会」展が開催されました。公立美術館では全国初となる庶民コレクター
団体（ＮＰＯ法人）のコレクション展です。美術館とコレクターの共同開催という実験
的な試みでしたが大成功で終える事ができ、日本の芸術啓蒙運動の新たな形として世に
問うことが出来たと確信しています。これもひとえに関係者の皆様のご協力とご理解の
賜物であり、今さらながら感謝の念に堪えません。本当にありがとうございました。
さて、この度『わの会の眼 Ⅱ』が刊行される運びになりました。前回にも増して多
くのメンバーが出品し、質・量ともに素晴らしい内容となっています。芸術は日常生活
の中にあってこそ本領を発揮します。作品に込められたコレクターのやむにやまれぬ思
いは、きっと読者の皆さまにも通じる事でしょう。
「蒐集亦芸術」そして「感動は新たなる美を発見する」
本書が後世のコレクターの良き道標になる事を期待しつつ。
絵のある待合室にて
（ひらぞの・けんいち／書籍プロジェクト・リーダー）
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