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ささえ愛センターでは毎年４月に、
「ささえ愛センターまつり」を開催しています。
会場では、市内で活躍する市民活動団体が、
日頃の活動内容を楽しく紹介します！
今年は４月２０日（日）に開催しますので、
みなさんでぜひお越しください！

この情報紙はささえ愛センターのカラー印刷機で印刷しています。登録団体の皆様はぜひご活用ください！
（Ａ４カラー片面２０円）

今回の団体は……

春日井版画クラブ“杲”
木版画を通じて春日井の魅力を発信している、
春日井版画クラブ“杲”(こう)
今回はその会長である山本景三さんと、
会員の水野さん、石田さんの三名にお話を伺いました。
左から会長の山本さん、水野さん。会の生い立

活動のきっかけ

ちや木版画の魅力など、色々なお話を聞かせて
いただきました。

旧知多公民館が完成したばかりのころ、春日井市の要請
で木版画教室が開かれました。私たちはまずそこで木版
画の勉強を始めました。
一年間の木版画教室が終わったとき、私たちはすっかり
木版画の魅力に取り憑かれてしまいました。
「もっとやりたい」と春日井版画クラブ”杲”を立ち上げ
たのは、昭和 52 年のことでした。あれからもう 37 年間

杲の歴史を綴ったアルバム。そこには第一回の
展覧会のお知らせのハガキや集合写真も保存
してありました。

も続いております。

名前の由来
この団体の名前は、知多公民館の講座から引き続いて木
版画の指導をお願いしていた故長江先生から「春日井の
真ん中の『日』と、木版画の『木』を組み合わせた『杲』
は如何ですか」
との提案をいただき、決定しました。この杲という漢字
には、日の光の明るいさまや、昇るさまという意味が含
まれていて、とても気に入っています。

春日井版画クラブ”杲“のマーク。日の下に木が
ある「杲」という漢字は、形は単純ですがなか
なか目にすることのない漢字です。

どんな活動をしていますか？
普段は、市内のスケッチや旅行、作品観賞などにより、
作品のモチーフや構図を検討しています。「どういう作
品にするのか」を考えることが一番大変で、とても時間
がかかります。毎月、第２第４日曜日の午前中に、知多
公民館の研修室で、吉川房子先生の指導を受けながら木
版画技術の向上に励んでいます。また、毎年開催する企
画展では、春日井市に由来するテーマを掲げて、市内の
隠れた名所名品を木版画で表現し、春日井市の魅力を紹
介しています。今年も、32 回目になる作品展を文化フ

多色刷りの版画は、色の数だけ別々に版を作る
そうです。
「展示会では出来上がった作品だけ
でなく、版も展示していますよ」とのことでし
た。

ォーラムで６月３日(火)から８日(日)まで開催します。テーマは「春日井・下街道を歩く」です。
これまで知らなかった春日井市の魅力を発見していただければと思います。是非お越しくださ
い。そして、正月前には市民の方を対象にして年賀状教室を開いていますが、これも毎年とて
も好評です。手作りの木版画には、やはりパソコンでは表現しきれない暖かみを感じます。

活動の喜びとこれから
版画は、同じ版を使っても一枚一枚色合いや風味が違い
ます。自分ではこうなるだろうと思って刷ってみたもの
が、実際は全然違ったりするのです。だからこそ、絵の具
を重ねて刷り上げて、出来上がりを確認するその瞬間が
一番の醍醐味でもあります。私たちはグループで木版画
を楽しんでいますが、それは競うために集まっているの
ではなく、それぞれの個性を育てるために集まっていま
す。上手下手ではなく、自分だけのものが出来上がってい

版画というと一色のイメージでしたが「多色刷

くことが大切だと感じています。杲は 37 年間続いてきま

りは浮世絵などでも行われていた歴史のある

したが、これから 50 年経っても「春日井に杲あり」と思

発見が沢山あったインタビューでした。

手法ですよ」と教えていただきました。新しい

っていただけるよう、今後も地道な活動を継続していき
たいと思っています。
※現在、春日井版画クラブ“杲”では、新しい会員を募集しています。
ご希望の方は、右記へご連絡ください。

問い合わせ
春日井版画クラブ“杲”
052-935-0488

(山本

景三)

イベントカレンダー
日付

時間

イベント名

4 月 5,12 日(土）

13:00-16:00

「かたつむりの里」フリースペース

4 月 5 日(土)

13:30-15:30

4 月 12 日(土)

9:00-翌 17:00

4 月 19 日(土)

8:30-12:00

4 月 19 日(土)

18:30-20:30

ボトムラインライブ Vol.7

4 月 20 日(日)

10:00-15:00

ささえ愛センターまつり

5 月 3,10 日(土)

13:00-16:00

「かたつむりの里」フリースペース

5 月 3 日(土)

11:00-12:00

5 月 4 日(日)

場所・定員・料金・その他

実施団体

東部ほっとステーション、

精神保健福祉ボランティアグルー

参加費 100 円

プ「かたつむり」

講演「情報社会のまちづくり」

東部市民センター、1000 円

「ふるさと春日井学」研究ﾌｫｰﾗﾑ

トレーニングキャンプ①

春日井市少年自然の家、500 円

ｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾗｰｻｰｸﾙ「みろく会」

名城公園散策

JR 春日井駅集合、

名古屋城周辺を歩く

参加費は交通費、現地解散
名古屋市千種区今池 4-7-11、
ボトムライン 2000 円

ウォーキング春日井同好会

KC ジャズオーケストラ
ささえ愛センター、無料

ささえ愛センター

東部ほっとステーション、

精神保健福祉ボランティアグルー

参加費 100 円

プ「かたつむり」

グリーンピアコンサート

春日井市都市緑化植物園、無料

KC ジャズオーケストラ

10:00-12:00

小学生のためのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教室

ささえ愛センター、無料

NPO 法人けやきフォーラム

5 月 4 日(日)

13:30-15:30

ﾌｫｰﾗﾑ｢鳥居松の歴史と郷土館」

ささえ愛センター、500 円

「ふるさと春日井学」研究ﾌｫｰﾗﾑ

東部ほっとステーション、

10:30-13:00

第３回お下がり交換会
5 月 23 日(金)

ベビー服やおもちゃ等

もらう人は 200 円

5 月 24 日(土)

9:00-翌 17:00

トレーニングキャンプ②

春日井市少年自然の家、500 円

ｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾗｰｻｰｸﾙ「みろく会」

5 月 30 日(金)

10:00-12:00

朗読発表会

ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい視聴覚室、無料

やまびこの会

6 月 1 日(日)

13:30-15:30

ﾌｫｰﾗﾑ「春日井の戦争遺構」

ささえ愛センター、500 円

「ふるさと春日井学」研究ﾌｫｰﾗﾑ

10:00-17:00

第 32 回版画クラブ“杲”作品展

文化フォーラム春日井、

春日井・下街道を歩くⅢ

入場無料、8 日(日)まで

6 月 3 日(火)
(8 日は 16 時)

岩成台西地区社会福祉協議会

春日井版画クラブ“杲”
東部ほっとステーション、

精神保健福祉ボランティアグルー

参加費 100 円

プ「かたつむり」

6 月 7,14 日(土)

13:00-16:00

「かたつむりの里」フリースペース

6 月 15 日(日)

10:00-11:30

外国人と英語で交流しよう

6 月 21 日(土)

13:30-15:00

東部公民館まつり朗読の会

東部公民館、参加無料

かすがい朗読研究会

6 月 21 日(土)

9:00-翌 17:00

トレーニングキャンプ③

春日井市少年自然の家、500 円

ｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾗｰｻｰｸﾙ「みろく会」

6 月 22 日(日)

13:00-15:10

第 35 回健康体操祭

春日井市総合体育館、見学無料

春日井市健康体操連盟

6 月 29 日(日)

14:00-15:30

第６回サックス演奏会

総合福祉センター、入場無料

サックス AIKO 会

ささえ愛センター交流ルーム、
無料、要予約

春日井市国際交流ネットワーク

※詳細は実施団体にお問い合わせください
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