
幸
福
の
小
径
を
歩
い
て
み
よ
う！

こ

　う

　
　ふ

　く

こ

　
　
　み

　ち

日
常
に
ア
ー
ト
が
あ
る
街 

に
ら
さ
き

発　　　行：韮崎市
発　行　日：2018 年 11月15日
印　　　刷：株式会社島田プロセス　
表紙撮影：平賀健太　
作品撮影：青柳茂
問い合わせ：韮崎大村美術館　TEL/FAX　0551-23-7775

アクセスのご案内
Access Information

JR韮崎駅より武田橋西詰まで徒歩15分、タクシー5分
韮崎ICより武田橋西詰まで車8分
15 mins. walk or 5 mins. by taxi to Takeda Bashi Nishizume from JR Nirasaki Station; 
8 mins. by car to Takeda Bashi Nishizume from Nirasaki Interchange

 

至）清里
To Kiyosato

中央自動車道
Chuo Expressway
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至）小淵沢
To Kobuchizawa

至）甲府昭和
To Kofu Showa

至）甲府
To Kofu

韮崎市民交流センターニコリ

韮崎IC
Nirasaki I.C.

七里岩トンネル
Shichiriiwa TunnelShimojuku

至）甘利山
To Mt. Amariyama

わに塚の桜
Wanizuka Cherry Tree

武田八幡宮
Takeda Hachimangu Shrine

韮崎西中
Nirasaki Nishi Junior High School
韮崎西中
Nirasaki Nishi Junior High School

願成寺 / Ganjo-ji Temple願成寺 / Ganjo-ji Temple

徳島堰 / Tokushimasegi Canal

そば処「上小路」
Sobadokoro "Kamikoji"

白山温泉 / Hakusan Onsen 

武田橋 / Takeda Bridge /  Kamanashigawa River

塩　川 / Shiokawa River

至）白州
To Hakushu

JR韮崎駅

42

神山町

武田橋北詰 一ツ谷

下宿

甘利山入口 武田八幡宮入口

韮崎大村美術館
Nirasaki Omura
Art Museum

韮崎市役所 / Nirasaki City Office韮崎市役所 / Nirasaki City Office

幸福の小径
（立体作品展示）

Kofuku-no-Komichi 武田橋西詰

Takeda Hachimangu IriguchiAmariyama Iriguchi

Nirasaki Sta.JR中央本線
JR Chuo Line

Nirasaki Civic Center Nicori

Kamiyama-machi 

Takeda Bashi Kitazume

Takeda Bashi
Nishizume 

Hitotsuya

至）南アルプスTo the Minami Alps

甘利沢川
Amarisawagawa River

Nirasaki City  An Outdoor Art Museum
Nirasaki City

An Outdoor Art Museum
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幸福の小径について
　茅ヶ岳から八ヶ岳、富士山を一望する韮崎市神山町鍋山。鳥のさえずりが響くのどかな集落に、本市名誉
市民で、女子美術大学名誉理事長・北里大学特別栄誉教授の大村智博士は生まれました。
　豊かな自然環境に育まれた少年時代、自宅（韮崎大村美術館付近）から韮崎中学校（現在の韮崎西中
学校で、当時は現在の韮崎市役所付近にありました）まで日々通った通学路を、2015年ノーベル生理学・医
学賞の受賞を記念して「幸福の小径」と名付け、芸術作品に触れながら、誰もが心豊かな時間を過ごせるよう
同小径内に立体作品を設置しました。※

　ノーベル賞を育んだ原風景に思いを馳せながら、四季折々に変化する眺望と個性豊かな作品を味わい、の
んびり歩いてみてはいかがでしょうか。

本事業は、韮崎市と学校法人女子美術大学の連携協働協定に基づき、同大学教授・日沼禎子氏監修のもと実施しました。作家の
選考については、選考委員会によって、大村智賞（大賞）２名、韮崎市長賞（幸福の小径賞）２名を選出し、特別制作枠として女子
美術大学名誉教授および教授の中から５名を選出しました。選考にあたっては、酒井忠康氏（世田谷美術館館長）・向山富士雄氏
（南アルプス市立美術館館長）にご協力いただきました。

About the Kofuku-no-Komichi (The Path of Happiness)
From Kamiyamamachi Nabeyama in Nirasaki, it’s possible to look out over a view that takes in Mt. Kayagatake, the Yatsugatake 
Mountains and Mount Fuji. It is a tranquil town, where the sound of singing birds can be heard, and is the birthplace of Satoshi 
Omura, Honorary Citizen, Honorary Chairman at Joshibi University of Art and Design, and Distinguished Emeritus Professor at 
Kitasato University. 
Every day, young Omura would make his way from his home (close to the Nirasaki Omura Art Museum) to Nirasaki Junior High 
School (the current Nirasakinishi Junior High School, at the time close to Nirasaki City Office). The route, which at the time of his 
childhood abounded in nature, is now known as the Kofuku-no-Komichi, and commemorates Omura’s achievement of winning the 
Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2015. Artworks have been installed along the path in order to enrichen the lives and souls 
of all those who see it.※
Please take this opportunity to gently stroll through the landscape that gave birth to and raised a Nobel Prize winner, as you look 
out over a spectacular view that changes with the seasons, and as you take the time to appreciate truly individualistic pieces of art. 

This project was initiated through a cooperative agreement between Nirasaki City and Joshibi University of Art and Design, and was 
carried out under the supervision of Professor Teiko Hinuma of the same university. The artists were chosen by a selection committee, 
who picked tworecipients of the Satoshi Omura Award (Grand Prize), two recipients of the Nirasaki Mayor’s Award(The Path of 
Happiness Award), and five members of faculty (professors and honorary professors) from Joshibi University of Art and Design. 

※Creation and Installation of the Artworks※立体作品制作・設置事業について
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profile
愛知県出身
女子美術短期大学専攻科造形専攻彫塑修了
徳島大学総合科学部人間社会学科（彫刻）卒業
筑波大学大学院修士課程芸術研究科（彫塑）修了
二紀会会員

profile
静岡県出身
女子美術短期大学専攻科造形専攻彫塑修了
女子美術大学名誉教授
国画会会員、日本美術家連盟会員

渡辺 治美
Harumi Watanabe

radish 

黄御影石・ブロンズ　Yellow Granite and Bronze
2018
女子美術大学教員特別制作　
Joshibi University of Art and Design Faculty Exceptional 
Artwork Award

2

林 佐和子
Sawako Hayashi

積み重なる刻
Layered Temporal Inscriptions

ブロンズ　Bronze
2018
韮崎市長賞（幸福の小径賞）
Nirasaki Mayor’s Award (The Path of Happiness Award) 

1 悠 と々広がる空、豊かな自然に囲まれた狭山のア

トリエで制作したこの作品は、植物の根であり動

物の生の源の意味でもある “Root” をテーマにした

作品の一つです。力強いエネルギーを持った植物

の根に生命の根源を感じ数年前から制作を続けて

います。

通常、植物は地に根を張りますが、こ

の “ 蕪 ” は空に向かって根を伸ばし、

葉で地を支えています。私は、既成概

念に捕われることなく自由な発想で創

造し、造形的にも美しい形を造りたい

と考えました。

広い宇宙の中で回転する小さな星であ

る地球に生きるものとして感じることが

多く、このような表現に至りました。先

端は未知の世界を探るアンテナを意識

し、希望と好奇心の表現でもあります。石と金属

を組み合わせることでより美しさを増した存在感の

有る作品に仕上げたいと考えました。

作品の観方は本来自由ですからどのように観て解釈

し、各々が異なっていても当然のことです。願わく

ば、時を超えても愛される存在でありたいと思って

います。

This is one sculpture that takes as its inspiration roots, 
the roots of plants that are the source of life. In the 
several years since I realized the strength and energy 
that plant roots hold and their role as the font of life, 
I have continued to work on various pieces that make 
use of this theme. Usually, plants spread their roots 
out underneath the ground but this radish stretches 
upwards towards the sky, its leaves supporting the 
ground. I let my imagination run free as I made the 
artwork, hoping to give form to and shape something 
beautiful.

この作品は、大村智先生のノーベル生理学・医学賞

を記念して、先生が研究を重ね、そこに至るまでの

道のりを想いながら制作しました。

下の部分の大きさの違いは、思う様にいく時もあれ

ば、なかなか捗らない時もある、

そんないろいろな時（刻）をかたちにし、一段一段、

積み重ねて表現しました。

そして上に立つ少女は、未来の象徴として、掌に 

“ 希望 ” を持って佇んでいます。

人生において何かを成そうとした時、１つ１つの積み

重ねが道となり、その先へと繋がって行く、という

想いを込めました。

見て下さる方々が、過去から現在、そして未来へ

と繋がって行く“ 希望 ” を感じていただければ幸い

です。

I create d th e p ie ce w i th th e id ea that ,  in  l i fe , 
ever y t ime w e  t r y  to  a c h i e v e  s o m e t h i n g ,  o u r 
past experiences accumulate to form a path that 
takes us onwards and upwards. 
I hope that those who see this artwork feel the 
hop es and dreams that l ink our pas t s and our 
presents, our presents and our futures.
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profile
神奈川県出身
女子美術短期大学専攻科造形専攻彫塑修了
女子美術大学名誉教授
日展会員、日彫会会員、白日会会員

profile
千葉県出身
東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了
女子美術大学教授
環境芸術学会理事

柏原 花子
Hanako Kashiwabara

dream 

ブロンズ　Bronze
2018
女子美術大学教員特別制作
Joshibi University of Art and Design Faculty Exceptional 
Artwork Award

4

平戸 貢児
Koji Hirato

CULTIVATION  - Gold wall -

真鍮　Brass
2018　
女子美術大学教員特別制作
Joshibi University of Art and Design Faculty Exceptional 
Artwork Award

3 韮崎市まちなか美術館事業「幸福の小径」立体

作品として制作させていただきました彫刻「dream」

は、コンセプトである風景や環境を考慮した作品、

大村智先生の功績にふさわしい作品、韮崎大村

美術館の理念に合った作品であることを目指して

取り組みました。

韮崎駅から大村美術館、大村智先生の

生家に向かう風景は眺望に恵まれ、近

くに多くの名所旧跡があり富士山や多く

の山々に囲まれて、幸福の小径は遊歩

道であると共に通学路でもあります。

「幸福の小径」という名前から、自然・

大地・子供・未来・夢・平和などの言

葉をイメージしながら、なるべく風景に

溶け込むようシンボル化した子供の姿

で表現したいと考えました。

子供さんたちが将来に向けて大きな夢を持って、

未来への発展のために日々元気に学んでいってほ

しいとの想いでタイトルの「dream」に願いを込め

ました。

幸福の小径から川下に向かって遠くに横たわる丘

陵「七里岩」は、武田橋を渡ると目前に現れました。

切り立ったその崖はとても印象深い自然の造形で、

韮崎を訪れる度にずっと気になる存在でした。

この小径は見晴らしの良い川沿いの緩やかな傾斜

地にあり、南に富士山、北に八ヶ岳を望みます。

七里岩はそれら雄大な景色の中で、釜無川と塩川

によって削られてできた要塞、自然が造りだした

地球の芸術でした。私はその姿に圧倒されながら、

人びとが長い時間をかけて形づくるもの、その地

を耕し根付いてゆく文化、そのような思いを城壁

のような形に込めて作品にしたいと考えました。

私は時 、々古い遺構や遺跡を訪ね歩きます。そこ

には人が残した形、確かにここに人が存在した証

が見てとれます。時代がうつり代わり風化してもそ

の痕跡は私に存在を語りかけます。古代から連綿

と続く人の行為や息づかいが、さらに人の行いに

よって育まれ培われた時、文化や文明という名の

壮大なエネルギーが創出されるのではないかと思

うのです。そしてその力こそ、私の創作の源となり

得ているのだと感じています。

The name Kofuku-no-Komichi (The Path of Happiness) 
conjures up such words as nature, earth, children, the 
future, dreams and peace, and I wanted to symbolize 
those in the form of a child that would melt into and 
harmonize with the landscape. 
The title of the piece, dream, expresses my wish for 
children to face the future with dreams in their hearts, 
and the hope that they will develop and learn, full of 
life and joy every day. 

When you visit and walk around ancient ruins, it’s 
possible to get a glimpse of what remains of the lives 
of people long gone. Over time these vestiges create 
great energy in the form of culture and civilization, and 
that power is the basis for my work. When I saw the 
naturally formed hills of the Shichiriiwa plateau, and 
thought of the culture that has grown and taken root 
there, I decided I wanted to incorporate this idea into a 
shape like a castle wall.
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profile
岐阜県出身
京都精華大学大学院芸術研究科立体造形領域修了

profile
東京都出身
女子美術短期大学専攻科造形専攻彫塑修了
女子美術大学教授
自由美術協会会員

竹腰 耕平
Kohei Takekoshi 

韮崎の木
Tree of Nirasaki

アカマツ　Japanese red pine
2018
韮崎市長賞（幸福の小径賞）
Nirasaki Mayor’s Award (The Path of Happiness Award) 

6

藤倉 久美子
Kumiko Fujikura

駅
Station

ブロンズ　Bronze
2004
女子美術大学教員特別制作
Joshibi University of Art and Design Faculty Exceptional 
Artwork Award

5 長椅子に座っている女性は、駅のベンチで列車を

待っている、あるいは列車に乗り込みこれから何

処かへ向かう人の一場面をイメージして造った作品

です。

駅では異なる地から到着し、異なる場所へと出発

する列車が行きかい、そして何処かへ

向かう人達が列車を待ち、乗り込み、

あるいは降りている姿を見かけます。

私はそんな人々の姿に、その背中に背

負っている一人一人の人生を、物語を

感じます。人を乗せて走り出す列車は

それぞれ行き先が異なり、私にとって

駅は人生の岐路を感じさせる場所なの

です。

大村智先生の通学路を記念して造られた「幸福の

小径」を歩かれる方々が、この作品にわずかな時

間でも触れて下さり、ご自身の人生の来し方を、

そして未来へと想いを馳せて頂けましたら大変う

れしく存じます。

私は韮崎市穴山町に滞在し制作しました。

滞在し生活することで、その場所を思う時間が生

まれ、その土地を考えることが増えます。

その毎日の中で出会う様々な出来ごとが刺激とな

り、それが、その土地で表現する上での手がかり

になります。

ここでおきることのすべてが、制作に関

わっていると実感できます。それは生

活の一部に制作があり、制作の一部に

生活があるように感じられる時間です。

この《韮崎の木》は、韮崎市穂坂町で

立ち枯れていた樹齢約５０年のアカマ

ツの木です。

山の斜面に生えていた一本の木の根

は、しがみつくように力強く広がっていました。

木は、私達の歩く世界の下に、まだ見ぬ世界を広

げています。

立ち枯れた木は、いずれ大地へと還っていくでしょう。

その一時の時間を借りて、木はここにあります。

協力 ＝ 穴山町のみなさま　穂坂自然公園　
　　　  株式会社島村組　島津工業所

Train stations are a place that make me think of the 
crossroads we come across in our lives. I like to think 
that those who walk the Kofuku-no-Komichi (The Path 
of Happiness) will, upon seeing my work and even if 
only for a moment, be driven to consider the paths they 
have taken in their lives to get to where they are, and 
the paths that lead off into the future. Residing and living my life here, I had time to really 

consider the place, and my thoughts about the local 
landscape multiplied. Everything that happened here 
can be linked to my work. The artwork was a part of my 
lifestyle, and conversely my lifestyle was a part of the 
artwork. Trees belong to another world hidden below 
our feet as we go about our lives, spreading out unseen.
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profile
京都府出身
東京藝術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了
武蔵野美術大学教授

津田 裕子
Hiroko Tsuda

Dr. Satoshi Omura 
for people in the world

ブロンズ　Bronze
2016

10

三沢 厚彦
Atsuhiko Misawa

Animal 2015-08-B2 

ブロンズに彩色　Colored Bronze
2018
大村智賞（大賞）
Satoshi Omura Award (Grand Prize)

9 富士山と向き合い、八ヶ岳の山並みを背に立つ大

村博士。見据える眼差しは、未来に向けた

希望を、広げた手は救いの手、発信すべきメッセー

ジを多くの人々が受けとめる。

そんな像にしたいと思いました。手は先生の右手

を型取り、彫刻の必然からできた手と重ね合わせ

真実の手という意味を込め、社会貢献と世界平和

を願う先生の思いを具現化したポーズです。

着衣は韮崎の雄大な風土と響き合う大地・水・ 風

などの形を取り入れ、人類は自然と分かち難く結

び付く物である事を表し、またノーベル賞へと導

いた業績に繋がる常に進化する姿を表現しました。

スケールの大きなオーラ、全人格、歩いてきた道

程は先生の心の深い内面を想像させる事が大切と

自問し続けました。

この像が未来に向けた希望の象徴として、先生の

理念が継承される事を願っています。

「全て任せるから楽しんで創ってください」という

大村先生の言葉から始まり、制作にご協力を下さ

いました、台座のサインも直筆です。

芸術への理解の深さに感謝しております。 

設置場所がなかなか決まらなかった。二転三転し

たものの、八ヶ岳と富士山を結ぶ直線上に四角く

安定した台座をこしらえてもらった。方向が定まり、

そのラインに視線のベクトルが加わった。八ヶ岳

を背後に前方に富士の山を望む。そして、ここか

ら様々な出会いが始まっていく事を思うとワクワク

する。

そうだ、クマについて書かなければならない、な

ぜクマなのか？私はクマが好き、という人は沢山

いるように思う。実際のクマは猛獣であり獰猛な

動物だ。にもかかわらず好きなのだ。それは実際

のクマと寓話や物語に登場するクマ、そしてぬい

ぐるみやクマの姿をしたキャラクターなどが混じ

り合った、一つのクマの像を持っているのだろう。

それは本物のクマをも凌駕してしまうリアリティを

持つ。だからクマが好き、となる。

僕のアニマルは実際の動物とキャラクター化され

た動物の境界線上にあるのだと思う。環境や時間、

そして見る人により、どちらにでも行き来し、そし

てそのいずれかでもないのかもしれない。

Gazing out across to Mt. Fuji in the distance with hope 
for the future, and with opened hand symbolic of giving 
aid, the statue embodies Professor Omura’s wishes for 
world peace and his desire to make a contribution to 
society. The clothes in which he is clad borrow style 
elements from the majestic atmosphere of Nirasaki 
and the land, water and wind that harmonize with it, 
conveying the fact that humanity is inextricably tied to 
the nature around us.

Bears as fierce and ferocious beasts; bears as they 
appear in fables and fairy tales; bears as cutesy 
characters and merchandise—the image of bears 
has become a mix of these conflicting concepts, a 
reality that exceeds what a bear really is. The bear 
I have created sits on the border between the real-
life creature and the teddy bear-esque character it 
has become. Both come and go depending on the 
environment, time and the eye of the beholder, yet 
it may not be either. Here, in this place that links the 
Yatsugatake Mountains and Mount Fuji, a range of 
encounters begins.

profile
東京都出身
女子美術短期大学造形科彫塑教室卒業
女子美術大学名誉教授
二科会評議委員、日本美術家連盟委員
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アクセスのご案内
Access Information

JR韮崎駅より武田橋西詰まで徒歩15分、タクシー5分
韮崎ICより武田橋西詰まで車8分
15 mins. walk or 5 mins. by taxi to Takeda Bashi Nishizume from JR Nirasaki Station; 
8 mins. by car to Takeda Bashi Nishizume from Nirasaki Interchange

 

至）清里
To Kiyosato

中央自動車道
Chuo Expressway

20

至）小淵沢
To Kobuchizawa

至）甲府昭和
To Kofu Showa

至）甲府
To Kofu

韮崎市民交流センターニコリ

韮崎IC
Nirasaki I.C.

七里岩トンネル
Shichiriiwa TunnelShimojuku

至）甘利山
To Mt. Amariyama

わに塚の桜
Wanizuka Cherry Tree

武田八幡宮
Takeda Hachimangu Shrine

韮崎西中
Nirasaki Nishi Junior High School
韮崎西中
Nirasaki Nishi Junior High School

願成寺 / Ganjo-ji Temple願成寺 / Ganjo-ji Temple

徳島堰 / Tokushimasegi Canal

そば処「上小路」
Sobadokoro "Kamikoji"

白山温泉 / Hakusan Onsen 

武田橋 / Takeda Bridge /  Kamanashigawa River

塩　川 / Shiokawa River

至）白州
To Hakushu

JR韮崎駅

42

神山町

武田橋北詰 一ツ谷

下宿

甘利山入口 武田八幡宮入口

韮崎大村美術館
Nirasaki Omura
Art Museum

韮崎市役所 / Nirasaki City Office韮崎市役所 / Nirasaki City Office

幸福の小径
（立体作品展示）

Kofuku-no-Komichi 武田橋西詰

Takeda Hachimangu IriguchiAmariyama Iriguchi

Nirasaki Sta.JR中央本線
JR Chuo Line

Nirasaki Civic Center Nicori

Kamiyama-machi 

Takeda Bashi Kitazume

Takeda Bashi
Nishizume 

Hitotsuya

至）南アルプスTo the Minami Alps

甘利沢川
Amarisawagawa River

Nirasaki City  An Outdoor Art Museum
Nirasaki City

An Outdoor Art Museum
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