
企画展「たけうちとしお作品展」ご来館の皆さまの感想 

（会期：2019 年 9 月 1 日～30 日／会期中来館者合計４,６６２人） 

・街の人の様子がいきいきと、気持ちが明るくなる素敵な絵ですね。 

・お菓子がとってもおいしそうに描かれていてとっても楽しい気分になりました。 

・いつもながら本当に素敵な絵の数々。繊細さとやさしさが伝わります。 

・作品展おめでとうございます。県内はもちろん、県外までの今に残る歴史ある建物を描き続けておら

れ素晴らしいことです。竹内さんの絵の線の美しさ、繊細で力強い線の描く建物の重厚な迫力、小さ

な小窓を描く線の確かさ、感動して拝見致しました。 

・異国の娘・ポスターの女性が所有の黒木メイサさんに似ていると思いました。会場が広く沢山の作品

を見る事が出来て、得した気分でした。これからもお体を大切にして絵描きを続けてください。上山

城内トイレの絵も竹内さんの作品です。 

・今日もステキな絵を見せていただきありがとうございました。竹内さんの絵を見ていつも思うこと、

その時その場所のにおいや風や季節の流れなどなど感じることができます。竹内さんの思い出の世界

へ私も一緒に旅に出かけた思いです。又、旅をさせていください。 

・楽しい絵ですね。絵手紙とも違って又いいですね。風景画も描いてみたくなりましたが眼も見えなく

なってかけるかな…。 

・竹内さんの作品展、本当におめでとうございます。竹内さんのセンスの良さは町内会でお世話になっ

ている時、衛生委員をしてくださっている時で、文字もまとめ方も全て今回の作品展同様、暖かさが

伝わってきました。竹内さんの絵を見ていると、お茶やおかしが欲しくなり、気持ちがほっこり心が

豊かになってきて気持ちに余裕が生まれてきます。上山の店や風景、いずれもなつかしく、竹内さん

の目を通してのやさしさが思われます。それにしても驚きなのは、ドストエフスキーの感想がポスタ

ーです。とてもインパクトがあり、暖かな街や人、風景画と違い、これまたセンスのいい魅力的なポ

スターです。竹内さんのやさしく暖かな作品はやはり全人的な表現であるとつくづく感じます。今回

はとてもうれしくなりました。ありがとうございます。増々の御活躍を期待しております。 

・あたたかい人柄がよくわかりますね。はじめてきましたが次回も楽しみにしています。 

・いつも見慣れた作品ですが、新しい物を見ている様な気がします。それだけ飽きない絵だと思います。 

・懐かしい街並みが消えつつあるなか、記憶に残せるなんていいなあと思いました。懐かしいお店良し、

お菓子良し、楽しい一時でした。 

・小野川温泉の絵を見に来ました。ステキでした。 

・会場が広いと前に拝見した絵も感じが違って感激しました。 

・思い出を絵に残して皆と語り合う事が出来本当に幸せですね。私も心が広々と豊かになっていきます。 

・いつもステキな絵を見せていただき、また心がやわらかくなりました。これからも楽しみにしており

ます。ありがとうございました。 

・個展開催おめでとうございます。竹内さんならではの作品、よくぞ 1 か月のロングラン。今、会場に

８人の方がじっくりと鑑賞しています。前期と後期に分けての作品展との表示、少し残念でした。も

う一度来ます。心のこもった絵手紙、私も沢山いただきましたが額に入れてレイアウトすると楽しみ

が増えますね。詩人木村さんの独特のつぶやき、今の年代だからこそ皆さんに共鳴していただきたい

ものです。1 か月お城に登城、ご苦労さまです。 



・あまりの精密さに驚きました。 

・細かい絵、おいしそうなお菓子絵、すごいです。全国紙芝居祭りの後によりました。是非、昔話の紙

芝居作ってください！ 

・河川清掃を通して知り合ってから、気になる存在の人です。芸術っぽいものに惹かれる性分にも共通

性を感じます。 

・突然のお願いにも関わらず。丁寧な作品にして頂きましたこと誠に有難く御礼申し上げます。今後の

創作の益々の盛んをお祈り申し上げます。 

・いつ見てもすばらしい絵、見せていただきました。 

・絵がとてもきれいです。絵を見るとかいた人のすばらしいそうぞう能力が出ていました。本当にあり

がとうございます。 

・絵の解説付きがよかったです。字もお上手ですね。 

・この絵のおかげで昔の様子が長く伝えられること、本当に素晴らしいと思います。ほのぼのとした気

持ちになれる絵ですね。 

・好奇心の塊、演劇に興味があったのも頷けます。細かい作業、脱帽です。 

・感動しました。すばらしい絵です。 

・一枚一枚、敏夫さんのおもいをお聞きしながら見せていただき感動のひととき、楽しいひととき、忘

れられない幸せな時間でした。どの仕事にも暖かさを感じました。 

・昔の生活やどの絵にも先生が楽しんで描いている姿に感動して見させていただきました。ありがとう

ございました。 

・風景が特に気に入りました。一度だけ先生に指導をいただいており、今後回数を重ねていきたい。感

動する絵ばかりで見せていただきありがとうございました。 

・絵が全て細かくてきれい。丁寧に描いてありとても感激した。 

・上山がとてもあたたかく描いてあり、ここに生まれ、生活できていることが嬉しく感じられました。

ありがとうございます。一つ一つの文字も優しさを感じました。 

・とてもステキな絵をありがとうございました。心が温かくなる絵ですね。また頑張って描いてくださ

い。 

・見終わってみて心がほんわかとなりました。こんな絵が描ける人は心が豊かだと思います。 

・とても懐かしく見させていただきました。お菓子の絵にはうっとり。 

・とっても心がおだやかになる絵、なんぼみてもあきない絵です。これからも時々展示してほしいです。

ありがとうございました。 

・何かホッとする絵です。昔なつかしさを感じ、子供の頃を思い出させてくれる絵でした。ありがとう

ございました。 

・楽しい遊びをお持ちで羨ましくも感じます。 

・絵も字も竹内さんの温かい人柄が感じられ素晴らしい、の一言です。 

・ご本人様にお会いでき、温かなお人柄にもふれていい思い出になりました。ご近所でしたら絵手紙習

いたかったです。お元気でこれからも素敵な絵をかいて下さい。 

・いろいろなお菓子が色鮮やかに描かれていて見ているだけで旅をしているような気持ちになりました。 

・お菓子の絵が楽しかったです。お店スケッチはとても素敵でした。 

・好きな絵も見るだけで、この様に描けないのが歯がゆい思いです。 

・いつも心がほんのりゆったり出来ます。ステキな絵をありがとう。 



・お菓子、かまぼこ、絵手紙などどれも素晴らしく、目の保養になりました。ありがとうございます。 

・竹内さんの絵を見るととても楽しくなり、自分でも描きたくなるのです。一枚の温かさを教えていた

だいてありがとうございます。 

・細やかなスケッチ、色づかい、絵手紙など楽しく拝見しました。 

・絵も文字も温かく、竹内さんの絵は大好きです。時間をかけてゆっくり見せていただきました。 

・毎回、お疲れ様です。楽しい仕事ですね。 

・お店の絵がほのぼのとして暖かいものが感じられました。昭和の店が思い出されました。 

・竹内さんご本人とお会いして、色々楽しいエピソードを交えてお話をしてくださり絵の楽しさを思い

出すことができました。帰ったら絵具を出したいと思います。 

・母と一緒に観光で立ち寄った際、ご本人にお会いし、色々と絵ハガキのこと、絵にまつわるエピソー

ドをお話頂きとても良い機会となりました。素敵な時間をありがとうございました。 

・毎日、上山城のトイレで拝見してほのぼのとしています。お客様からも好評です。今回はその集大成

で改めて感心しながら見させてもらいました。お菓子の絵も楽しいものですね。 

・スタートから現在に至るまでの数々の絵、楽しませていただきました。感動を絵に表現されて日々の

生活を送っていらっしゃることに感動です。 

・岐阜から旅行に来てたまたま上山城におじゃまして初めて作品を拝見させていただきました。細やか

なスケッチと優しい色づかいに癒され、すっかり先生のファンになりました。またぜひ作品を拝見さ

せていただく機会があれば嬉しいなと思います。ステキな出会いと癒しをありがとうございました。 

・胸おどらせて足運ばせてもらいました。たまたま敏夫さんの説明聴かせてもらい、作品の中味が広が

りました。後期も来たいと思います。 

・楽しい絵の世界を見させていただきました。 

・今日はすばらしい絵を観させて頂き気持ち楽しくなりました。 

・やさしい色彩、心がほっこりしました。上山のお店、なつかしくなりました。いい時代でした。 

・温かい色使いの数々の画。下がった目尻がまた一層下がってしまいました。心温まる時をありがとう

ございます。 

・細やかな筆づかいときれいな色彩に癒されました。楽しいお話ありがとうございました。 

・私は上山生まれ。なつかしい風景を楽しみました。 

・素敵な絵、なつかしい商店の姿、ほっこり温かな気持ちになりました。 

・毎年鑑賞しています。こういうグランドステージも楽しいです。 

・一つ一つの絵に思い出があり、宝物ですね。 

・竹内さん、私の詩をこんなに大きく書いて下さいましてありがとうございます。感謝します。 

・楽しんで描いているのが伝わります。 

・竹内先生のすばらしい作品ありがとうございます。楽しかったです。 

・可愛らしい絵手紙がとっても素敵でした。 

・絵手紙、風景画、素敵でした。ありがとうございます。 

・色づかいがとても鮮やかで素敵でした。 

・素敵な絵手紙、私にも描けたらいいなと思いながら、そして羨ましくもありました。ありがとうござ

いました。 

・とても素敵なひとときをありがとうございました。 

・写真を趣味にしています。写真とは違い、絵も味わいがあり素晴らしいですね。 



・引き込まれました。一生懸命に見たので目が疲れました。とても素晴らしかったです。先生が色々な

事をなさったのもわかり良かったです。ありがとうございました。 

・絵日記のようで自分の出身地ではないが楽しく拝見しました。記録というのは大切なものだと思いま

す。それが素敵なイラストなので、より大切な作品だと感じました。 

・多くの作品見せていただきました。素晴らしい作品です。 

・子供と来ました。絵手紙素敵です。姉に手紙を書こうかな。 

・心がポカポカになります。ありがとうございました。 

・人形やきの人とか雷門を書くのがとてもうまいです。楽しく見させて頂きました。 

・なつかしくやさしい絵をありがとうございました。 

・五十嵐豊子作「おみせ」に続く絵本を出してほしいです。 

・ほっこりする絵ばかりでした。 

・今日はとても暑い日になりました。汗をかき登ってきてようやく絵にたどり着きました。これからも

お店スケッチ、寺社、根気よく続けて下さい。色使い好きです。 

・楽しく観させていただきました。人柄がとても温かい感じですね。すばらしい！！人生を楽しむ生き

方が好きです。 

・いつみてもほっこりする様な竹内さんの絵です。今回、お菓子の絵、本当においしそう。お茶のんで

たべたくなるようです。また来年までにたくさん絵を書いてみせてください。 

・素朴で心がやさしくなりました。上山市やほかの町角がやさしいタッチで描かれて、しかも力強さも

感じられて上山がますます好きになります。 

・はじめて福島から来ましたが、絵を見て山形の楽しさやあたたかさがとても分かりました。 

・どの絵も色が鮮やかでかわいらしい絵でした。お祭りの絵が天気の様子までも勢いが強く感じました。

行ってみたいと思いました。 

・思いのまま心の向くままサラサラと絵にできるのはいいですね。素晴らしい。昔あった店などがある

と心温まりホッとする。 

・何だ、これは？感動。 

・老眼鏡をかけてすみずみまでゆっくり見せていただきました。入れ替えの時また来たいです。何度で

も見たいです。 

・電車の労働者が一番気に入った。あれは俺だ。 

・商店、旅館の絵、心が休まりますね。 

・いい展覧会です。郷土を愛し描く先生に敬意。わたしも真似したい。 

・個性ある絵でいいですね。 

・親しみあるとっても暖かい絵で良かったです。人間が生き生きと描かれています。絵手紙もあたたか

くて味のあるやさしい絵も字もステキでした。ありがとうございました。 

・とても色づかいがやさしくて気持ちが躍るようなタッチで良かったです。友人が上山にいるのでお話

したいと思います。 

・お菓子がとても美味しそうでした。特にイカせんべいはイカのにおいがしてきましたよ！！有難うご

ざいました。 

・色づかいが美しく、かわいらしく、町なみやお店が絵として残されて素敵でした。ありがとうござい

ました。 

・心温まる絵でほっこりしました。お話も楽しくサービス精神たっぷりですばらしい出会いでした。山



形を楽しんで帰ります。 

・一つ一つ話を聞きながらゆっくり見せていただきました。心休まる時間をありがとうございました。 

・まさかご本人様とお話が出来るとは思ってもいませんでした。心温まる絵と人柄に楽しいひとときを

ありがとうございました。 

・先生のすばらしい絵を見せて頂きありがとうございます。今更乍ら先生の弟子になったことを嬉しく

思います。 

・初めて先生の個展を拝見しました。どれもホッコリ、心が和む懐かしい思いにしばし心の洗濯、夜の

光景の米沢の扇屋の絵が特に気に入りました。こういう視点で見ることもできるんだなと、目からウ

ロコでした。 

・噂の GG カルテット拝見！入選すると現物が戻ってこないと伺い嬉しいやら残念やら。少年時代に戻

りました。益々のご発展を祈念します。 

・絵を見てほっこりしました。偶然の出会いに感謝です！地元絵を観て感動しました。 

・心が癒されるすてきな色彩ありがとうございます。 

・安心する絵でした。 

・とてもきれいな水彩画でした。地元のお菓子が描かれていたりして見ていて楽しかったです。お話あ

りがとうございました。 

・久しぶりに以前の我が家を見ることができ懐かしく思いました。どの絵もカラフルでとても楽しくな

ります。“ありがとう”（上山市長） 

・お菓子の絵がとてもお上手で食べたくなりました。私も絵を描くことが好きなので家に帰ったら挑戦

してみたいです。 

・絵手紙がステキでした。私もこんな絵手紙が描けたらな、と思いました。売って欲しいです。 

・いつか見てみたいと思っていました。近くで見られて幸いです。絵そのものに情がありほっとする気

持ちと、感動します。 

・とてもステキな絵たちでした。 

・上山城を訪れ偶然すてきな絵に出合いました。妻と二人感動しました。 

・竹内さんとお会いしたのは２回目です。毎月お城で楽しませていただいています。（トイレの絵手紙）

これからも元気でご活躍下さい。そして絵を書き続けてください。 

・心があったかくなる絵ですね。お会いできてうれしいです。 

・素敵な絵でした。お元気でがんばってください。 

・私も昔絵手紙をした事が有りましたが、とてもお上手ですね。繊細な所がとても感激しました。昔の

家の並びが手に取るように伺えます。とても楽しかったです。 

・いつもの県の庁舎よりゆったりと見ることが出来、楽しい限りです。絵は勿論ですが何とも言えぬ文

字と文章！！文字も絵ですね。これからも楽しんで沢山描いて下さい。 

・今日は初めて絵を拝見させていただきました。どの絵もバランスよく繊細で驚きました。お菓子の絵、

板に描いたもののいいですね。風景画をもっと見たかったです。 

・たのしい。おもいでになりそう。 

・とっても絵がじょうず。お店スケッチがうまい。 

・すてきな作品を拝見させていただきました。ありがとうございました。 

・かわいくてステキです。 

・とてもおもしろかった。ありがとうございます。（ベトナム人） 



・とても心が温かくほっこりしました。又、罪と罰、パンチも懐かしく拝見いたしました。今後もご活

躍を祈念いたします。 

・上山市の商家がなつかしく思い出されます。お菓子の中身も包装紙も楽しませてもらいました。 

・いつも絵手紙楽しみにしています。あたたかくかわいらしい絵葉書作品に癒されました。 

・絵がうまくてびっくりしました。センスが良い１００点 

・絵がじょうずでした。 

・まとめて観ると生活のニオイが漂ってくる感じがします。 

・心がやさしくなれるような絵で感動しています。お菓子の絵をみて一服したくなりました。うれしい

です！！“月刊かみのやま”の表紙をみていましたが今ここで色彩があると全く明るい絵になりますね。

特に山元の絵が好きです。（山元生まれのためもあるのでしょう）平凡パンチの女性二人の絵も。（主

張しているあの表情）どの絵も心穏やかに、深呼吸の後の気持良さを味わわせていただきました。 

・これからも元気で頑張ってください。 

・どの絵もやさしくやわらかで、いかにも竹内さんらしく、ホッとして見させていただきました。今日

はほんのりした気分でいられそうです。 

・手紙がとても上手です！！がんばってください。 

・楽しく見学させていただき幸いに思います。 

・絵がきれいでとても楽しい展示でした。お菓子の絵が好きです。 

・笑顔です！！手の痛さを忘れました。ありがとうございます。 

・たまたま立ち寄り良い物を見せてもらいました。家の近くの祭りやお店もあって見入ってしまいまし

た。写真や動画と違い「絵」は想像が広がっておもしろいですね。 

・なつかしさいっぱいで見にきました。昔のかんじがリアルにでてホッとする絵ばかりで心あたたまり

ました。これからも頑張ってください。 

・楽しんで描いている様子が感じられてすばらしい！竹内さんは沢山の特技がありうらやましいです。

ホッとする絵です。見入ってしまいました。 

・上山のお店の風景、懐かしく見させていただきました。故郷とはいいものですね。お菓子も絵になる

のですね。私も描いてみたいと思いました。 

・２回目！もう 1 回はくるぞ。 

・すべての色がやさしいです。 

・ほんわかした気持ちになりました。 

・楽しくなる絵の数々。思い出深い絵、懐かしい絵…すばらしい！ 

・秋田から来ました。偶然拝見することができてうれしく思います。絵手紙は少し試したことがありま

すが、まだまだ下手です。お声をかけていただき、かまぼこ板の絵のエピソードを楽しくお聞きしま

した。お菓子スケッチはこれまでに食した物が多数あり、興味深く拝見いたしました。ありがとうご

ざいました。 

・先生のすばらしい絵を見させていただき感激しました。線の細さにびっくりです。すごい集中力が必

要でしょうね。これからもお元気で良い作品を見せて下さい。 

・今日は朝からうっとうしい雨でしたが、先生の作品を見せて頂いて癒されました。ありがとうござい

ました。 

・毎回すてきな絵を見せていただきありがとう。これからも大いに見て書いてください。なつかしい昔

が思い出されます。 



・久しぶりに心がホッとする絵をゆっくりと楽しみ安らぎを頂きました。ありがとうございました。体

を大事にこれからも皆様に夢をあたえて下さい。 

・いつみても心がほっこりします。 

・竹内さんの絵を見ていると楽しさがとても伝わり自分もその場所に行ってみた気分になり、行ってみ

たいと思う作品ばかりです。絵も好きですが、文字もとても読みやすくてかわいい字で好きです。こ

れからもいろんな素敵な作品を見てみたいです。ステキな作品をありがとうございました。私も絵が

上手だったらな～。 

・竹内先生の絵を見て、とっても素敵な絵だなと思いました。今日はたくさんの絵を見せて頂いてあた

たかい気持ちになりました。絵の下の説明も先生が絵を書いている時の様子が分かってとても楽しか

ったです。 

・今日は先生のお話がいっぱい聞けて楽しかったです。勿論、絵は最高でした！山口の外郎…なつかし

かったです。 

・竹内先生、すてきな時間をありがとうございました。今日は思わず寄らせていただきお会い出来たこ

と感謝します。 

・上山のなつかしい作品は幼い頃をふっとよみがえらせてくれました。やはり“暮らしのの中で絵をた

のしんで描いてきて”のテーマのとおり、かまぼこ板、菓子を描くなど、なかなかおもいもしない絵の

題材が多くあるのですね。生活がゆたかになる事を感じすばらしい作品をみせていただきありがとう

ございました。“好きな絵は一生の宝ですね” 

・竹内先生、お世話になっています。日常とは全くちがう時間でした。心がほのぼのとします。 

・先生いつもありがとうございます。すばらしい絵、大変ためになりました。また宜しくお願いします。 

・先生、今日はステキな絵を見せていただきありがとうございます。 

・ありがとうございます。なつかしく幼いころを思い出しました。また、元気をもらい、がんばるぞ。 

・いつもさっさと簡単そうに描くのにはたくさんの下地があるのだと感心しました。足元にもおよびま

せんが月１回よろしくお願いします。 

・何回来ても満足して帰ります。いつまでの楽しませてください。 

・楽しく見させていただき、なつかしいお菓子のパッケージ等がありました。いつまでも元気で作品作

りに取り組んで下さい。 

・お祭りの絵は迫力が伝わってきました。かまぼこ板の絵は初めて知りました。面白いですね！ 

・細密画のようですごくて、近くで見ていたら少しくたびれました。安国寺の迫力もすごいです。不二

先生の絵のポッカリ感に癒されました。ありがとうございました。 

・今回の作品に接し“継続は力なり”と改めて感じました。竹内さんの感性がさらに研ぎ澄まされる事を

祈っています。素晴らしい！竹内さんの人生を物語るとても素晴らしい展覧会でした。会場に入って

最初に目に飛び込んだのが「おはんのうた」。文字が素晴らしい。 

・竹内さんの目に映り、心に届いた「色」「形」が細かく描かれていて、優しく温かく心にせまりました。

いろいろなものに心をよせて「描きたくなる心」の作品…感動でしばらく動けませんでした。 

・竹内さん、とても素敵でした。又、お会いできる日を楽しみにしていおります。お菓子の絵、良いで

すね。字も小さいのによく書いたなあと感心することしきり。かこさとしさんや絵本やまのたけちゃ

んの絵を何故か思い出しました。 

・快晴。秋晴れ。蔵王クッキリ。稲田黄色くなり家々が陽に輝いています。ご旅行の方、多く会場に訪

れ、にぎやかにしていただきありがたく思います。（竹内敏夫氏） 



・山形には行けなかったので久々に作品にふれさせてもらいました。どれを見ても一枚一枚に、一筆一

筆に心がこもっていてなつかしく見せてもらいました。作品も多いし、不二先生などほかの方の作品

にもふれてとても楽しかったです。本当にいつ見てもすばらしい。竹内さまの作品に込められエネル

ギーはすごいですね。ありがとうございました。 

・山形出張の帰りに立ち寄りました。偶然見る事ができてよかったです。 

・上山の神社巡りをしに来て、せっかくなので立ち寄りました。あたたかい絵がすてきでした。 

・高畠に来て少し足をのばして上山に来てみたところ、作者さんとお話できてよかったです。 

・色彩の豊かさに圧倒されました。写真では味わえない空気感が素晴らしいです。 

・一度に沢山の竹内さんの絵を観ることができて良かった。感性が豊かで優しいタッチと淡い色彩が大

好きです。題材はいっぱいあると思うので、また、楽しみに待っています。 

・計画は立てず、スマホでおもしろそうな場所をまわっている所で上山城を見つけてきました。心躍る

色づかい、何時間みてもあきず天才だと思いました。写真以上の心の伝達。 

・おはんのうた、苦労した父、母、また祖母、祖父を思い出し涙が出た。お店スケッチ、暖かいと思っ

た。 

・心が洗われるようなスケッチ、感動しました。ありがとうございました。 

・案内を頂き楽しみにしておりました。村山総合支庁舎の展示会も良かったですが、今回はさらにパワ

ーアップして感動しました。「母への絵手紙」はすばらしいと思いました。 

・上山のいい所が出ていて、いいです。 

・上山のおまつりとかあってすごいと思いました。 

・今回もすてきな作品をありがとうございます。 

・ほのぼのとしました。これからもお元気で。 

・なつかしい絵に癒されました。ありがとうございました。 

・心に響く懐かしい絵にふれ幸せです。 

・あたたかい絵、いいですね。味わい深いです。 

・なつかしい店、とても温かみのある絵、本当にすばらしいです。 

・ありがとうございました。やはり人の営みが想える絵がステキです。 

・楽しく拝見しました。人と生活、自然があたたかく伝わりました。踊り山車の夜空の青が素敵で魅了

されました。 

・長い時間見させて頂きました。としおさんのアウトドアっぷりにおどろきながらも楽しく過ごせまし

た。絵の中にももちゃんを探しましたが見つけることはできず、そのかわりお会いした事はありませ

んが、としおさんがイメージできました。 

・今回も楽しく拝見させていただきました。いつも、いつも、暖かい温かい絵。 

・初めてここに来させていただきました。お店の絵やお菓子の絵、とてもすてきでした。 

・初めて拝見しました。これからも良い絵を描いて下さい。 

・竹内さんの絵はいいなあ… 

・今日も楽しく見せていただきました。いつも竹内さんの絵で私の心を和ませていただいています。こ

んな気持ちで日々過ごせたらいいと思います。ありがとうございました。 

・なつかしい風景がたくさんあって楽しめました。 

・やさしくて温かい絵を見ていると過去の事がよみがえります。 

・すばらしい作品ばかりで感動しました。キクノばあちゃんから敏夫おじさんの絵手紙を見せてもらい、



昔話しを聞いていた頃を想い出しました。すてきな作品をありがとうございます。 

・とにかく細かく思いが込められた絵で感激です。私は手作り紙芝居の脚本、絵を描いていますが、見

習いたい事がたくさんあります。いつか落ち着いて何かを描けたらと思っています。健康に気をつけ

てもっといろんなお店、山形のお祭り描き続けてください。 

・上山の商店街は昭和時代を懐かしく思い出します。山形銘菓、大変面白く感じました。 

・すてきな絵と楽しいお話をありがとうございました。絵手紙書いてみます。 

・まちの様子や人々の生活が生き生きと感じられる作品ばかりです。ささやかな幸せを感じられました。

古鏡を買って家に帰ります。 

・絵を書く〈描く〉楽しみが身に沁みます。苦しみもあろうが努力も映っています。 

・今日は中学のクラス会であづまやに泊り、武家屋敷と上山城を散策しています。東京方面からも多く

来て、先生のなつかしいお店の風情を見て感激していました。 

・久しぶりに拝見させていただき、さすが、相変わらず見る人の為、自分の為、頑張っているなと思い

ました。前に絵手紙の指導をして戴きましたが、また指導していただきたくよろしくお願い致します。 

・天童・仲野酒店の仲野です。スケッチして頂いた店も道路拡張にともない３年前に新店舗になりまし

た。当時を思い出しなつかしく拝見させて頂きました。いただいたポストカードは今でもお店に飾ら

せて頂いております。たくさんのお店の中からモデルにしていただきありがとうございます。感謝の

気持ちを込めて…。 

・上山城での展示、あったかい絵に心があったかくなりました。おめでとう！ 

・いろいろなところに足を運んで、いろいろな人とふれあって、たくさん気持ちをうごかしながら描い

ていらっしゃることが絵からあふれ出て伝わってきます。「あったかいね」とみさせていただきまし

た。 

・いつもの支庁での展示と違いゆったりとした中での作品。今までの絵がイキイキとしているようです。

おめでとうございます。 

・一枚のハガキの中に、その時々の空気まで感じられる楽しさが観てとれました。 

・あいかわらずの思い出がよみがえるようなジーンとくる絵には感心させられます。これからも頑張っ

て下さい。 

・たくさんの作品ありがとうございました。昔を思い出してなつかしく拝見させて頂きました。亡くな

った兄を思い出しました。昔の風景がなつかしく思い出されました。 

・楽しく説明ありがとうございました。 

・アカデミズム何するものぞ！…ここは真に「たけうちとしお」ワールド。またまた大きな勉強をさせ

ていただきました感謝！ 

・竹内さんの絵を見ていると心があたたかくなるような気がする。優しさに満ちた作品ばかりですね。

ありがとうございます。 

・なんと優しく楽しい絵なのでしょうか。心がほっこりしました。安国寺最高です。幼い頃上山のおば

に手を引かれて見た祭りの記憶がよみがえり、なつかしさでいっぱいです。 

・見ていると場面が彷彿としてくるようでとてもなごむ一時でありました。益々の御活躍を…と祈りま

す。 

・見ている絵の過程が詳しく説明されていてそのご苦労が伝わりますが、出来上がった絵の何とホノボ

ノとしている事か…。 

・上山城見学ついでにたまたま寄らせていただきました。お菓子の絵、とても気に入りました。偶然先



生本人とお会いできとても楽しいひとときでした。ありがとうございました。 

・とても感動しました。隅から隅まで全部読んでよくぞここまで画いてくれましたね。上山市内の様子、

たたずまいが良くあらわれて全部あますことなく見、読み入りました。絵手紙どころか町のたたずま

いがよくわかり感心して見せてもらいました。ありがとうございます。 

・何度もみている先生の展覧会ですがいつも新しい発見があります。先生の初期の頃の作品もはじめて

みせてもらいました。その場でよくみて、見たこと感じたことを描く絵だから感動するのだと思いま

す。またみせていただきたいと思います。 

・竹内さんの絵も良かったですが、二人で来られた高齢の女性の会話も良かったです。絵手紙を見なが

ら「いいね！」を連発していました。方言で話されていたので尚更暖かみが感じられました。 

・冬の雪の絵と夜の中條屋さんの絵が大好きです。 

・作品のひとつひとつに思いが込められていて感動です。なんと充実した日々を過ごされていることで

しょう。うらやましい限りです。ますますのご活躍をお祈りいたします。 

・毎月「月刊かみのやま」の絵を楽しみにしています。細かいところまでのきれいな色づかい、温かみ

のある絵でとても楽しめました。 

・すてきな絵に見とれてしまいました。中條屋さん、なつかしくなりました。心があらわれますね。 

・初めて見る絵もたくさんありました。従姉妹と来たのですが上山の商店をなつかしく見ていましたよ。

木村さんの詩を竹内さんが芝居しているように見えました。ありがとうございます。 

・すごいなあ…このパワーを持ち続けて前進。 

・温かい絵、文章、楽しくみせていただきました。とてもよかったです。ありがとうございます。 

・どれもこれもすばらし作品でした。お店の絵は思わず中に入りたくなるようです。祭りの生々とした

絵やすい込まれるような風景が、ずっと見ていたくなるものばかりです。ポスターも描かれていたな

んてビックリです。 

・とてもあたたかい気持ちになりました。絵手紙もとても素敵でした。ありがとうございました。 

・お菓子の絵を見ていて食べたくなりました。 

・初めて上山市に来ました。どの絵も見ていて心がほっこりしました。絵手紙もみんなすてきであんな

絵手紙が届いたらすごく嬉しいと思いました。 

・日常のささやかな事柄に目を向けて感動したことを表現できるのはとてもすごいと思いました。東京

から山形へひとり旅で来ましたが、先生の作品との出会いも旅の思い出となりました。 

・すばらしい、の一言です。とても温かい気持ちになりました。会場もすばらしく感動です。 

・ほっと癒されるホットな絵を観て一日出発します。身体に気を付けてまたずっと長く書いてください。 

・竹内さん、絵もさることながら絵にまつわるエピソード。竹内さんの人柄が思い浮かぶとてもすばら

しい個展です。 

・竹内さんの絵の足跡を見させていただきました。いつもながらホッコリします。奥様の好物が人形焼

ということも知りました。おいしいですもんね。 

・見に来られて良かったです。楽しい絵の数々にすっかり見とれてしまいました。竹内さんの対象を見

る暖かさが感じられました。ありがとうございます。 

・二回目で作品が入れ替わるとパンフにあったので本日また会いにきました。上山の商店街もさみしく

なりました。現在開いている店を書き残してください。 

・上山の風景もありすばらしい。 

・いつまでも健康で１００才まで画き続けてください。 



・拝見すること大変遅くなってしまいましたが、おかげさまでゆっくりと見させていただき、コメント

等も楽しく読ませてもらいました。２０１６．３．１５日の作品が私の忘れられない作品になりまし

たので写真に収めさせてもらいました。 

・仕事で上山に来て作品展のことを知りみにきました。スケッチされた線ときれいな色使いが大好きで

す。 

・絵も字もあたたかくて素敵でした。ありがとうございました。 

・絵のあたたかさ、「いい絵だねえ～」と話しながら見せてもらいました。最高の旅行のひとときでし

た。 

・お店スケッチ、あったかい感じで好きです。しかし「おはんのうた」は凄いですね。感激しました。 

・後半また観に来ました。やっぱりホッとして、惚れ惚れしています。今後も宜しく描いてください！ 

・すごいですね～！！びっくりしました。ホッコリ。走るネコが好きです。一緒に来ていた母が、字が

小さくて読めず残念と言っていました。少し工夫したらみんな楽しめるかもしれません。 

・絵手紙は私の憧れでしたが、なかなか書けないものですね。教室に通おうかなと考えているうちに１

０年過ぎ、あっという間に自分もばあさんになり眼鏡が欠かせない。心が和みますね。 

・市内のお店をそれぞれの雰囲気を出されて、こと細かにお書きになりほんとうにすばらしく感動致し

ました。後世に残る絵です。ありがとうございました。 

・とてもかわいい絵でした。 

・素晴らしい絵でした（全て）。色彩が素敵。 

・一点一点に感動しました。繊細かつ人情のあふれた作品ありがとうございました。これからの作品も

期待しています。 

・前回、中條まんじゅうのお話を思い出しながら見て時間の流れのある絵だとつくづく思いました。 

・いつ見てもうれしくなります。同級生で良かった！！ 

・お店のスケッチの色づかいが好きです。とても生き生きとしてみえます。上山の街並みが本当にこの

色彩であふれますように。 

・町の歴史としてもとても貴重なスケッチだと思いました。続けていただきたいです。 

・絵を見ていると自然と笑顔になりあたたかい気持ちになりました。これからもあったかい絵をかいて

ください。ありがとうございます。 

・とても細やかなスケッチ、あたたかみのある絵、ほっこりとした気持ちになりました。 

・色彩豊かで情緒あってよかったです。 

・作品展おめでとう。いつもすばらしい作品をありがとう。 

・久しぶりに拝見致しました。依然の絵手紙教室を思い出しました。ほっこりした気持ちになりました。

ありがとうございました。 

・お城の中の個展ひき込まれます。しっかり竹内さんの全身がのぞかれ大満足。 

・なんとすばらしい！！竹内さんの絵の歴史が一目瞭然ですね。 

・ここにいるだけでほっこりし、なんだかうれしくなりました。先生すごいです。絵手紙教室、これか

らも宜しくお願いします。 

・いつでもすごいなと思っていましたが改めて見るとスゴイの一言で、また市村本店、佐藤屋さんをな

つかしく思いました。これからも楽しませてください。 

・大変おめでとうございます。私にはさっぱり絵心はありませんが何時拝見しても竹内さんの絵は心暖

かく、ご本人の心が表れていて人間性が伺えます。 



・何でも出来る竹内さんをうらやましく思います。よくもこれだけのものを作成されたかを不思議にさ

え思います。この人は画家なのかとも思われます。どの作品を見ても現実が通って来ます。作品の中

に画かれている人物の動きが気に入って見入りました。 

・竹内さんの絵は初め月刊かみのやまで拝見していましたが、モノクロなのでした。それでも心をなご

ませてくれる絵でした。色彩のついた絵を拝見するとますます気持ちが癒されます。特に人物が入っ

ている祭りや風景がとてもすごいと思います。健康に留意されましてたくさんの絵をこれからも描き

続けてください。 

・「絵手紙の竹内敏夫氏」との思いが強かったのですが、本展を拝見して、貴殿の素晴らしい様々な作品

から“にじみ出す”なんとも言えない“繊細で”温かい世界観に益々感動を覚えました。ぜひ、“画集”を

出して欲しいです。 

・僕自身も少し絵を描きますが、あなたの絵をふと一枚見て、とても、というか言葉にならぬほど美し

いと感じました。どうぞこれからも頑張ってください。 

・作品展おめでとうございます。素敵な絵に感動致しております。心がほっこりしました。 

・細部の描写もすばらしですし、色使いがとてもカラフル。見慣れた上山の建物も竹内さんの絵ではお

とぎの国の建物のように見ていて楽しくなります。そして人物も自然で動きがあって日常感がありす

ばらしい。これからも描き続けて下さい。 

・家族に誘われ、展示会に来ましたが本当に来てよかったです！！中條まんじゅうのお店スケッチはと

くに好きです。他の絵はほんわかしていたのに、あれは線も色もはっきりしていて強く印象に残って

います！！絵手紙の果実やかぼちゃもやさしい色合いで、私がもらったら額に入れてずっと大切に持

っているだろう、というくらい好きです！！スケッチはしっかりとした、でもやわらかい、絵手紙は

あたたかい、詩は私には少し分からないところもありましたが、とても力強い。初めて作品を見まし

たが、たけうちさんの色々な面が感じられました。これからもがんばってください！！応援していま

す！！ 

・はじめて作品展をみさせていただきました。日本のなつかしさと文化も感じつつ、でも洋風の絵の世

界が感じられました。私のしらないお店もとてもステキで、生活の明るさと元気と現実も見えました。

これほどの絵をかけるのはどれほどの素晴らしい世界があるのでしょうか。はかりしれないほどの何

かを感じました。ありがとうございました。 

・若い時の絵、初めて見ました。今まで知らなかった竹内さんの一面を感じることが出来ました。これ

からも楽しみにしています。 

・なにげなく来た上山城でラッキーです。絵の展示をしていました。おまけに作者の竹内さんとお話が

できました。絵手紙を教えていただきたいです。 

・竹内さんの絵を見て、また松山御殿を守っていかなければならないと自信が付きました。これからも

ご協力よろしくお願いします。 

・竹内さんの絵、文、どれも人の心を引きつけ自分の気持ちがなごみます。絵をみせてもらって、そこ

に人々の息づかいが聞こえてくるようでほっくりといたします。ますますのご精進をお祈りいたしま

す。 

 


