
事務局（NPO法人健康長寿推進機構）
〒559-0034大阪市住之江区南港北2-1-10  ITM棟 11階  ATCエイジレスセンター内 水彩画コンベンション係

※上記の作品はワークショップで使用するものと異なります。

TEL. 06-6170-9822　FAX. 06-6170-9832  担当 蔭山・井戸

1999年　大阪で絵画教室を開く。その後京都、豊中教室開催。
2001年～2006年　毎年大丸・心斎橋店個展
2007年～2016年　近鉄百貨店・あべのハルカスアートサロン 他
各地百貨店で個展
示現会入選
2015年　日展入選、白日会入選
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1948 年 愛媛県に生まれ
学生頃は油彩画に没頭
その後　黒田保画伯に師事
レ・ピエール賞受賞
現在　紫蘭の会主宰
よみうり文化センター水彩画教室講師
サンケイリビングカルチャー水彩画教室講師
愛媛新聞カルチャー水彩画教室講師
「水彩画コンベンション」事務局長
「いきいき美術展」事務局長
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静岡県出身
1967年 東京芸術大学工芸科卒業
東京芸術大学大学院彫金専攻修了
著書
「久山一枝・墨の旅路」
「尾瀬の光と風」
「モチーフ別水彩スケッチ攻略法」
現在 新水墨画協会 会長
毎年水墨画・水彩画公募展「日本の美しい自然」を主催
朝日カルチャーセンター東京・池袋コミュニティーカレッジ
読売日本テレビ文化センター京葉 講師
コクーンカルチャー大宮 講師
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1950年　上海生まれ
1976年　上海戯劇大学美術学部卒
1991年　現代洋画精鋭選抜展入賞
1992年　東京藝術大学色彩研究室　研究生終了
1993年　浅井忠記念賞展優秀賞（千葉県立美術館作品所蔵）
2008年　ギャラリー一枚の繪にて毎年6月に個展。他多数開催
現在　　　王軍　透明水彩教室主宰
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中條 健史中條 健史先生先生9/27(日)

王 軍王 軍先生先生

久山 一枝久山 一枝先生先生

井戸 啓司井戸 啓司先生先生9/25(金)
（事務局提供講座）

1部・2部

第7回
期日　2020年9月19日（土）～9月29日（火）
会場　ATCビル11F「ATCエイジレスセンター」

新型コロナウイルス関連の延期イベント

期日 2020年9月19日（土）～9月29日（火）

新型コロナウイルス関連の延期イベント

水彩画コンベンション

青江 健二青江 健二先生先生
1部・2部

三原色水彩画家。
青江水彩画塾（奈良、東京校)を主宰。
大阪あべのハルカス美術画廊をはじめ個展多数。スペイン、
タイ、台湾、イタリア、ギリシャ、マレーシアの国際水彩画
展に招待出品。・アブラハシュ水彩画コンテスト2018 
2019「Appreciation Award受賞」・マレーシア国際水彩
ビエンナーレ2018「Elite Award受賞」・マレーシア国際
オンラインアートコンペティション2019「LANDSCAPE、
FLORAにてTop 70 Painting Awards 受賞」
著書:三原色を極める『大人の水彩画塾』 (日貿出版社)、透明水彩
レシピ1、2、3（JWS日本透明水彩会 日貿出版社）共著。
JWS日本透明水彩会会員。
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9/29(火)

9/26(土)9/19(土)



Program
9月 27日 (日 )

9月 26日 (土 )

9月 25日 (金 )

４月の「水彩画コンベンション」にお申込み・振
り込みが完了している方へ
１．日時が変更になりましたので再度お申込みを

願います。
２．お申込の講座と日時が合わない方は、講座を

変更する事が可能です。
３．ご入金を済ませた方で参加できない方は返金

いたします。

プログラム

FAXお申込書

ふりがな 4月申込済
新規申込

9月27日(日 ) 4,000円
6,000円
6,000円

13:30～ 中條先生
10:00～ 王先生
13:30～ 王先生

＊参加ご希望のイベントに　 チェックを入れてください

〒　　　ー
ふりがな

氏名

住所

TEL （　　　 ）
（　　　 ）携帯

06-6170-9832FAX：
締切：2020年8月31日(月)

9月25日 ( 金 ) 9月26日 ( 土 )

4月に申込済み
の方へ 講座に参加できない為、返金して下さい。9月19日 ( 土 )

3,000円
6,000円
6,000円

10:00～ 青江先生
13:30～ 青江先生

13:30～ 井戸先生

5,000円13:30～ 久山先生

9月29日 ( 火 )

中條健史 先生
（募集約20名 /参加費4,000円）

9月 19日 (土 ) 9月 29日 (火 )

久山一枝 先生
（募集約20名 /参加費5,000円）

13:30～16:30  デモンストレーション&プチレッスン

※当日先生が描く風景写真と同じものをお送りしますので、
　練習をしてください（任意）。

13:30～17:00  水辺の風景を描く

※当日先生が描く風景写真と同じものをお送りしますので、
　練習をしてください（任意）。

井戸啓司 先生
（募集約20名 /参加費3,000円）

13:30～16:00  こうすればもっとうまくなる
（質疑応答形式で進行）

※参加者の作品をご持参下さい。質疑応答形式で進めます。

王　軍 先生
（募集約20名 /参加費1部: 6,000円・2部 : 6,000円）

1部　10:00～13:00  花デモンストレーション
2部　13:30～17:00  緑と映りを描く（教室スタイル）

※当日先生が描く風景写真と同じものをお送りしますので、
　練習をしてください（任意）。
※1部参加者には、王先生の水彩画絵ハガキ進呈。

青江健二 先生
（募集約20名 /参加費1部 : 6,000円  2 部 : 6,000円）

1部　10:00～13:00 静物画 「背景色に困らない
 効果的な配色を学ぼう」
2部　13:30～17:00 「ライティング（光と陰影）
 でつくる魅力的な静物画」

切り取り
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