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陶芸家 小峰枝美子 作陶展
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「舞衣」
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1963 陶芸家 安原喜明、喜孝に師事。

1972 神奈川県葉山に築窯。

1975 陶芸の旅 オランダ･デンマーク等６カ国を巡る。

1977 天理ビルにて女流３人展 以後３回。

1978 日展初出品入選。現代工芸展入選。以後出品。神奈川県展受賞。

1979 東京赤坂 玄にて個展。

1980 新宿 アルカンシェルにて土窯グループ展。以後出展。

1983 葉山 一葉会ギャラリーにて個展。

1985 鎌倉 紅珠堂ギャラリーにて個展。

1990 大阪 花の万博政府招待出展。

1991 中国山東省国際展受賞。

1992 葉山 バトー･ラヴォワールにて個展。

1998 日仏合同美術博フランス審査委員長メダル受賞。

1999 仏、ベルサイユ祭出展。日仏友好賞、ベルサイユ市名誉市民、

リヨン･ジャパンウィーク国立美術館長賞。

2000 タイ国立美術館皇室ゴールドメダル受賞。作品皇室永久保存。

トルコ現代芸術世界展イスタンブール市芸術賞。

ウィーン、ハンガリー巡回展 ウィーン市長賞。

ハンガリー国際議員連盟会長賞。

2001 スペイン、ガウディ生誕150年祭バルセロナ大賞。

2002 サンクトペテルブルグ美術アカデミー賞。

2004 カンヌ国際芸術祭コートダジュール大賞。

2005 鎌倉 ギャラリー島森にて個展。

200 ･バリ･ジャパンフェ ティ

お二人の女流アーティストご紹介

陶芸家 小峰枝美子

＜陶歴＞

久々に地元で作品展の運びとなりました。

日展、現代工芸展、国外展等に出品された｢衣シリーズ｣をはじめ、

永年親しんで参りました茶道具等も出品いたします。

また、葉山窯の仲間達も共催で、楽しい作品が並びます。

ギャラリー内では、くつろぎのスペースを設ける予定です。

お茶でも召し上がりながらゆったりとお過ごしくださいませ。

お運び戴ければ幸いです。

小峰枝美子
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2005 鎌倉 ギャラリー島森にて個展。

2008 インドネシア･バリ･ジャパンフェスティバル大賞。作品ウブド市収蔵。

その他グループ展 多数

現代工芸会員 土窯グループ会員 鎌倉美術家協会会員

極込象嵌鈴文水指

型絵染作家 岡本紘子
相模湾を臨む湯河原町の高台にあるアトリエで型絵染と絞りを

施したきものや帯を制作しています。

主人は私と同じ芹沢銈介先生門下の同期生。公私共によきパー

トナーでもあります。

海、空、緑、森羅万象が生み出す「かたち」を模様に表現して

ゆくのが私の作品づくりのテーマ。

型絵染のきっぱりした輪郭と絞り独特のやわらかいぼかしを対

比させながら自分らしさを出しています。

この度は憧れの地、湘南の皆様に私の作品をご覧いただけると

のこと、今からワクワク…５月７日(土)８日(日)９日(月)の３

日間は会場におりますので、お会いできるのを楽しみにしてお

ります。

岡本紘子

プロフィール

1942年 東京都目黒区生まれ。

女子美術短期大学生活美術科卒。

型染の人間国宝芹沢銈介に師事。

同期門下生の岡本隆志と結婚。

1976年 湯河原に工房を構える。

国画会会員。

独特の絞りを施した型絵染作品は

染色界で高い評価を受けている。

お二人の女流アーティストご紹介

陶芸家 小峰枝美子

ようざん

葉山窯 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内309 Ｔｅｌ：046-875-2625 工房Ｔｅｌ/Ｆａｘ：046-875-3001
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