




Garden Stroll

The Art of
Eda VARRICCHIO





Message

The most fulfilling experience as an artist is
to have the love of so many people.
More than the hope of fame, I paint to hear the
loving voices of many people at my shows saying
"keep painting!" whichi I do with much love.

メッセージ

数えきれないくらい多くの人々に愛されていると
実感するとき、作家として最高の幸せを感じます。

「良い絵を描きつづけてください」
そう励ましてくださる方々のために、
これかもずっと描きつづけてゆきたいと思います。
心をこめて…
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 1. ガーデン　ストロール
     Garden Stroll
     アクリル Acrylic Paints
     356 × 406
     1999
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 2. 花色のブーケ
     Pastel Flowers
     アクリル Acrylic Paints
     419 × 546
     1997

イントロダクション

　「この絵を見ていると、何か優しいまなざしに包まれているような気持ちにな
るのです。絵の中に人は描かれていないのに…。そうすると、しだいに心が安ら
いでゆき、また新たなエネルギーが湧いてくるのです。」ある展覧会で一人の女
性がこのように言っていた。その女性はイーダの作品のコレクターで、日々の生
活の中でわきおこるさまざまな感情や思いを重ねながら作品に接してきた一人
だった。
　イーダ・ヴァリッキオの作品には人の心を癒してくれる不思議な力があるよう
だ。彼女の作品を前にすると、美しいものを美しいと感じ、楽しさや喜びを全身
で表現し、悲しい時、声を出して泣いたあの子供の頃のような素直な心がよみが
えってくるのだろう。私達が時間を重ねるとともに身にまとうようになった虚栄
心、自意識、先入観、そういったものがひとつひとつ削ぎ落されて行くと、実はずっ
とそこにありながら見失っていたものが、輝きをもって見えてくる。
　ある種の画家にとって芸術とは自己主張であったり、追求であったり、あるいは社会
へのアンチテーゼであったりもする。それらは時として見る者に拒絶感を与え疲労させ
ることさえある。そんな中にあって、イーダは優しい微笑みを浮かべてこう語る。

「私は作品を通して人々に喜びや幸せを与えてゆきたいのです。世界はこんなにも美しい
ものに満ちているのだから。」

　彼女は毎朝４時に起きて制作を開始する。朝の静けさに包まれ、生きる喜びに満たされ、
小鳥たちのさえずりを聞きながら筆を動かすとき、彼女はすべてのものから解き放たれ、
自由なのだろう。ひたすらそこにある自然や花々の美しさをいとおしみ、生命を慈しみ
感謝する気持ちを色彩に置き換えているかのようである。それは単に描くという行為を
越えて、いつしか世界のどこかでその作品に出会うであろう、未知の人々に対する優し
い祈りのようでもある。そして私達が心の目を開き、一つ一つの作品と無垢に向き合う
とき、そこに描かれた花々、自然、大空、そして静寂な池のほとりや庭にある白いベン
チからも、イーダが作品にこめた優しさのメッセージが聞こえてくる。

ノヴォ　ファインアーツ
山縣量子
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Introduction

    "Whenever I look at her paintings, I feel the warm gaze of someone. It's quite strange. There are no human figures 
in her work. My mind becomes calm after a while. Then, I realize I am filled with energy, which makes me want to 
go on with my life." A woman, who is a collector of Eda's painting, spoke thus at one of Eda's show. For her, looking 
at Eda's paintings is a part of her daily life. She looks at the paintings parhaps with sadness, loneliness, happiness or 
other emotions;  and the paintings are always there waiting for her.
    Eda Varricchio's art seems to have some mysterious power to heal people. Some feel peace of mind, and others 
find her work refreshing and revitalizing. When looking at her paintings, we feel as if we are transported back to our 
own childhood, where we can appreciate the beauty around us naturally, express our joys and pleasures fully, and 
cry out loudly if sad. Her paintings help us to remember the way we used to look at the world. If we took off  the 
masks of vanity, self-consciousness, and prejudice, that we learned to wear as we grew up, we would notice that the 
world we once loved and cherished so much was still there. It always is.
    For some artists, the principle reason for their artistic activity is to express themselves in depth, to explore truths, 
or to protest against society. Sometimes, their works can be tiresome to look at and we can hardly relate ourselves 
to their works. Eda's works are the antithesis of such works. Her paintings are for us to love and enjoy as she herself 
explained. "I would like to be remembered as an artist who gave joy and pleasure to people. There are so many 
beautiful things in life!"
    Every morning, Eda wakes up around four o'clock and atarts painting. She paints in the tranquility of the morning, 
feeling content with life. Birds are twittering with joy in the background. She is probably feeling completely free at 
these moments. Concentrating fully on her brushwork and colors, she tries to capture her deep love for nature and 
her compassion for all beings. It is not just an act of painting. It is as if she is trying to convey her prayers for happiness 
to the people who would possess a particular painting. of hers some day. You must let your heart open up to listen 
to her messages. Only when your mind is still and clear, can you hear her voices through the flowers, woods, skies, 
tranquil ponds, and white benches she has lovingly painted.

Ryoko Yamagata
NOVO Fine Arts
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イーダの庭へのエントランス
Entrance to Eda's Garden
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     Chapter 1.  Garden Stroll
        散歩



3.  ツー マイ ガーデン 
     Entering My Garden
     アクリル Acrylic Paints
     610 × 812
     1997
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4.  イングリッシュ ガーデン 
     English Garden
     アクリル Acrylic Paints
     508 × 610
     1998
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5.  ジャパニーズ ガーデン 
     Japanese Garden
     アクリル Acrylic Paints
     610 × 812
     1999
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6.  ホワイト ガーデン
     White Garden
     アクリル Acrylic Paints
     508 × 508
     1999

"Take a walk in nature and listen to the woods, flowers, and birds.
You will find the answer you are looking for."

自然の中を散歩してみませんか。鳥たちのさえずり、木々や花々のささやきに
耳をすませて…　きっとそこに答えがあります。



7.  ピースフル コーナー 
     Peaceful Corner
     アクリル Acrylic Paints
     812 × 812
     1998
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8.  幸福の時 
     Moment of Happiness
     アクリル Acrylic Paints
     508 × 610
     1999

"There are so many shades of green around us."
グリーンには数えきれないほどたくさんの表情があります。



9.  ひとやすみ 
     Time to Rest
     アクリル Acrylic Paints
     406 × 356
     1997

"Sit on the bench and look..."
そのベンチに腰掛けてみてください。



10. サークル レーン 
     Circle Lane
     アクリル Acrylic Paints
     508 × 610
     1998
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11. イン ザ パーク 
     In the Park
     アクリル Acrylic Paints
     406 × 356
     1998
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     Chapter 2.  Tranquility
        静寂



12.  ブルー インプレッション 
       Blue Impression
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1999
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13.  藤の橋 
       Wistaria Bridge
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1997

"Look at the pond. Your mind will become quiet and peaceful."
池を眺めていると、心が静かに落ち着いてきます。



14.  朝の散歩道 
       Morning Stroll
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1998
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15.  モーニング ミスト 
       Morning Mist
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1999

"Take a deep breath in the morning. Every day is a new beginning..."
朝、思いっきりの深呼吸。毎日が新しい始まりです。



16.  リフレクション 
       Reflection of the Sky
       アクリル Acrylic Paints
       812 × 812
       1998

"Imagine..."
思い描くこと。



17.  睡蓮の池 
       Tranquil Water Lily Pond
       アクリル Acrylic Paints
       812 × 812
       1999
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18.  ラブ ウィズ ネイチャー 
       Being in Love with Nature
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1999
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19.  アフター ザ ストーム 
       After the Storm
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1998
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20.  トワイライト モーメント 
       Twilight Moment
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1997
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     Chapter 3.  Joy
         花の詩



21.  ガラス花瓶の花束 
       Vases of Flowers
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1999

"Flowers are a great message of love and joy. May your life be full of both."
花々は愛と喜びのメッセージ。あなたのために…。



22.  パーク ベンチ 
       Park Bench
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1999
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23.  青空のハーモニー 
       Harmonies
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1997

"Look at the flowers. They have faces!"
花たちをようく見てごらん。それぞれに“顔 ” があるはずだから。



24.  花々の歓迎 
       Welcoming Flowers
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1998
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"The secret of happiness is being grateful. It's within you."
幸福の秘訣は感謝する気持ち。それはあなたの心の中にあるのです。

25.  マイ カラーズ 
       My Favorite Colors
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1998

26.  テンダネス 
       Baskets of Tenderness
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1999
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27.  ウォーター リリー レーン 
       Water Lily Lane
       アクリル Acrylic Paints
       812 × 1016
       1999
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28.  スマイリング フラワーズ 
       Smiling Flowers
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1997
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     Chapter 4.  A Pause
        休息



29.  サマー バケーション 
       Summer Vacation
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1997

"Wherever there is a meeting of land and water, there is a sense of completeness."
大地と水が出会うところ。これ以上の場所はどこにもありません。



30.  シーサイド デイジー 
       Seaside Daisy
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1999
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31.  ソノマ カウンティー 
       SONOMA County
       アクリル Acrylic Paints
       812 × 1016
       1999
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32.  ナパ バレー 
       NAPA Valley
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1999

"Mother Nature is so beautiful. Use your eyes..."
あるがままの自然は美しい。それに気づきさえすれば。



33.  サンシャイン フラワーズ 
       Sunshine of Flowers
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 508
       1997
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34.  カリフォルニア ゴールド 
       California Gold
       アクリル Acrylic Paints
       432 × 498
       1998
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35.  ビクトリアン バケーション 
       Victorian Vacation
       アクリル Acrylic Paints
       812 × 812
       1999
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36.  潮風にのって 
       Sea Breeze
       アクリル Acrylic Paints
       812 × 1016
       1998

"Let your mind free and keep going, just like the white sail in the wind."
心を開いて、そしてまっすぐに歩み続けよう。風にのって進む白い帆のように…。



37.  カントリー ビレッジ 
       Country Village
       アクリル Acrylic Paints
       812 × 812
       1997
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     Chapter 5.  Seasons
        四季



38.  チェリー ブロッサム 
       Cherry Blossom Time
       アクリル Acrylic Paints
       812 × 812
       1999
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39.  春のベンチ 
       Spring Bench
       アクリル Acrylic Paints
       356 × 406
       1998
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40.  ブルー ポンド 
       Blue Pond
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1997
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41.  海辺のアイリス 
       Iris Hill by the Sea
       アクリル Acrylic Paints
       508 × 610
       1999
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42.  落ち葉の散歩道 
       Fallen Leaves
       アクリル Acrylic Paints
       406 × 356
       1998
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43.  オータム カラーズ 
       Autumn Colors
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1999

"Nothing stays the same. Change makes our life colorful."
永遠のものなど何ひとつない。でもその移ろいが人生に彩りを添えてくれる。



44.  冬の白樺湖 
       SHIRAKABA Lake in Winter
       アクリル Acrylic Paints
       610 × 812
       1997
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45.  春を待つ小枝 
       Longing for Spring
       アクリル Acrylic Paints
       406 × 356
       1997

"If old age is a new venture, I must say I'm enjoying challenge. Nature is so perfect
that when the tree lose their leaves, snow falls softly to keep the branches warm.

I think of it as the comfort and wisdom of old age."
年をとるという新たな冒険。心からそれを楽しんでいます。自然というのは

何と完璧なものでしょう。葉の散ってしまった小枝を雪が優しく暖めてくれるように、
年をとるとともに生まれる叡智が心にやすらぎを与えてくれるのです。



46.  ホワイト エンジェル 
       White Angels
       アクリル Acrylic Paints
       356 × 406
       1999
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     Eda's Flowers and Gardens
        イーダの愛する花と庭



イーダの愛する花と庭　～優しさの源泉～

　イーダ・ヴァリッキオ、このチャーミングなイタリア人女性は 1923 年、トルコのイズミールに生まれた。両親は
イタリア、フランス、ギリシャ、オーストリアの血を引く貴族の出身である。豊かな自然に囲まれ、幸せな少女時代
を過ごした彼女は当時のことをこう回想する。「少女時代、トルコの思い出と言えば、イズミールの祖母の家が浮か
びます。そこには白やピンクの西洋キョウチクトウが咲き乱れる素敵な庭がありました。生涯変わることなくとても
愛し合っていた両親の姿も、忘れられない思い出です。」
　７歳のときに両親の祖国であったイタリアのジェノバに移った後、1942 年、イーダは当時イタリアで著名な作家
の一人であったオスカー・サコロッティ氏に師事し絵画を学ぶ。
　イーダが本格的に描き出したのは、その後、アメリカ人のフランク・ヴァリッキオ氏と結婚し愛娘のジョアンヌを
出産したのち、夫の仕事について世界中を旅していたころのことだった。「それは、私の魂の叫びのようなものだっ
たかもしれません。私たちの周りにあるこんなにも美しいものを、それらのものへの私自身の愛を伝えたいという。
おそらく画家になるべく何かはすでにそこにあり、ある時それが芽を出したのでしょう。」
　1967 年に夫の祖国アメリカへ移り、やがて一家はサンフランシスコ郊外にあるサンタローサに居をかまえると、
イーダは恵まれた自然に慈しまれて咲き誇る花々の中で過ごす生活をとおして数々の作品を生み出してきた。

　彼女の住むサンタローサは、サンフランシスコから約 50 分ほどのところにあり、花と緑に囲まれたワインカント
リーとして知られている。カリフォルニアの穏やかな気候に恵まれ、この街では何百種類もの花々がまるで競演する
かのように咲き乱れている。イーダのアトリエ兼自宅もまた美しい花々で彩られ、訪れる人々を暖かく迎えてくれる。
アトリエにつながる中庭にはイーダお気に入りの木々があり、その木陰には作品にもよく登場するトレードマークの
ベンチが置かれている。庭のあちこちには「鳥たちの避暑地」とユーモアあふれる言葉を記したプレートが貼られて
いたり、「そっと耳をすませて」と彼女の直筆で書かれたメッセージが刻まれた石が置かれていたりして、そこにい
るだけで思わず微笑んでしまうような楽しい気持ちになる。「人生が旅ならば、私の旅は最高に楽しいものにしたい！」
をモットーに生きる彼女ならではの、いたずらっぽさと優しい心遣いに溢れた庭である。
　リトグラフ、シルクスクリーン、アクリル画等、数々の作品が飾られたアトリエで、イーダは作品の制作をすると
ともに、絵画の講義も行っている。「絵を描くのに最も大切なことは自由になること。」そう考える彼女にとって、絵
画を教えることは、すなわち創造の楽しさや喜びを生徒達と分かち合うことで、それは自身の人生において最も幸せ
なことのひとつだと言う。ユーモアと優しさに満ちた彼女を慕い集まってきた生徒達の中には、アメリカやヨーロッ
パなどで個展を開き活躍している者もいる。
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Eda, 2 years old
２才のイーダ

With her sister Bruna
妹のブルーナ ( 左 ) とともに

Bench with a plate saying "My Birds Resort"
‟鳥たちの避暑地”と書かれたプレートが貼ら

れているベンチ

A stone with her handwritten message 
"Listen",in her garden
自宅の庭にある石に直筆で書かれた
メッセージ‟耳をすませてごらん ”

At Rose Garden, Allentown, Pennsylvania in 1957, 
with her daughter Joanne
1957 年ペンシルベニア州アレンタウンの
ローズガーデンで娘のジョアンヌと

Looking at her studio from her garden. Her used pallets are displayed on the outside 
wall of her studio
庭から見たアトリエ、使い終わったパレットが壁を色とりどりに飾っている

With her students having an "end of the class party" in the wine country
ワインカントリーで生徒達とコース終了のパーティー

Her work desk in her studio
イーダの仕事机 Her painting easel in the studio

アトリエにあるイーゼル
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　イーダの作品に描かれている庭の多くは、彼女の心に残る思い出の風景である。かつて最愛の夫フランクとともに休暇を
過ごしたイタリアのコモ湖、フランスやヨーロッパの庭々、カナダのブリティッシュコロンビアのイングリッシュガーデン
等は、幸福な日々の記憶とともに今でも彼女の作品のインスピレーションとなっている。と同時に、77 歳になった現在も、
休暇には自宅がある北カリフォルニアのソノマカウンティーの草原やボデガ湾などに出かけ意欲的に取材する。広大な自然
に咲き乱れる美しい花々につつまれると、イーダはまるで少女のように軽やかに動き回り、時を忘れてカメラのシャッター
を切る。こうして得たイメージをもとに、彼女は早朝から制作する。あふれるように描きたいイメージが湧き筆が止まらな
くなる朝があり、またある時には、ゆっくり描きつづけた後にようやくイメージが湧きあがってくることもあるが、描くこ
とそれ自体が彼女にとっての日常なのである。「もしも、何かの理由で数日間描けないときがあると、どうしても描きたい、
伝えたいと渇望します。」と自身も語っているように。
　ここ数年、特に日本の庭園や田舎風景、四季の移ろいにひかれるようになり、それらを題材とした作品が多く見られるよ
うになった。来日すると、忙しい展覧会のスケジュールの合間をぬっては京都や奈良などの日本庭園を訪れるイーダは、そ
こに完璧なまでの静寂と秩序を感じるという。色彩も、最近の作品にはグリーンと白を基調とし、色のトーンで微妙なニュ
アンスを表現するものが多く見られるようになってきた。日本の庭や自然には限りない種類のグリーンがあり、その繊細な
美しさにアーティストとしての創作意欲を掻き立てられるという。かつてはカリフォルニアの陽ざしを浴びて輝く赤や黄色
のポピーなどの、カラフルでエネルギッシュな色彩を好んで描いていた彼女であるが、時を経て今、グリーンと白の清らか
で静寂な世界に魅せられている。
　1996 年に最愛の夫フランクを亡くしたが、イーダは今その悲しみを乗り越え、自分の作品を愛してくれる数多くの人々
に支えられ至福の喜びを感じているという。

「一作一作心をこめて描いた作品は、私自身でもあるのです。それらが私の手を離れ、世界のどこかで誰かに大切に愛され、
生きつづけるという喜びは、言葉では言い尽くすことはできません。」彼女の作品を愛してくださる方々への感謝を胸に、こ
れからもイーダは自然とやすらぎを求めて花と庭を描きつづけてゆくことだろう。

取材・文／山縣量子
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British Colombia, Canada
ブリティッシュコロンビア（カナダ）

Eda visiting a garden to look for inspiration for her paintings
カメラを肩に下げ作品の取材に出かけるイーダ

Minter Gardens, British Colombia
ミンターガーデン

（ブリティッシュコロンビア）

Sebastopol, Sonoma County
北カリフォルニア、ソノマカウンティーのセバストポル

Pacific Grove (Monterey, California)
パシフィックグローブ（カリフォルニア州モントレー）

Eda visiting Japanese Garden in Nara
奈良の日本庭園を訪ねるイーダ

With her husband Frank Varricchio
夫のフランク・ヴァリッキオ氏と

With her exclusive agent Masaaki Kiyohara
ノヴォ・ファインアーツ代表清原正明氏と
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　Eda Varricchio, a charming Itarian lady, was born in Izmir, Turkey in 1923. Her parents came from a background of 
Italian, French, Greek, and Austrian aristocracy. Surrounded by beautiful nature, she had a very happy childhood.
　〝The memory of my childhood is in my grandparents house in Izmir,″recalls Eda, "and the lovely garden with pink and 
white oleanders. I have wonderful memories of my parents; two people extremely in love with each other all their lives."
　The family returened to Genova, Italy when she was seven years old and in 1942, Eda was inspired by the paintings of 
Maestro Oscar Saccorotti, who was one of the well-known Italian painters of the time.
　It was after she married an American businessman, Frank Varricchio, who was working for American President Lines in 
Europe, and gave birth to her daughter, Joanne, four years later, that she started to paint professionally. "It came from deep 
inside me, almost like the voice of my heart, which guided me to communicate the beauty of the world and my love for it. I 
guess that something inside me was unconsciously urging me to become an artist. Then, it just happened."
　In 1967, she moved to America with her family and settled in San Francisco. When Frank was retired, the family moved 
to Santa Rosa where Eda opened her own gallery "Eda's Gallery." Having fallen in love with the beautiful flowers and nature 
of this country, Eda has been living and working there ever since.

　Santa Rosa, located in the north of San Francisco, is the wine country. In the warm Californian climate, hundreds of 
varieties of flower grow here throughout the year. Eda's home studio is also full of colorful flowers. In her garden next to 
her studio, there is a bench that she often paints in her garden pieces. One of the pleasures of waliking through her garden 
is that you will notice playful signs here and there. For example, you may find a sign on her bench saying "My Birds Resort", 
or a stone on which Eda has written the word "Listen." We find ourselves smiling just walking through her garden. The 
garden reminds me of her philosophy of life, that is "if life is a journey, make it most enjoyable. "She has a special way of 
enjoying life and shares her joy with others.
　In Eda's studio, there are many art works of hers; lithographs, silk-screens, and acrylic works. This is where she works 
every day. She also holds painting classes here. She believes the most important thing when one tries to learn painting is to 
be free. Teaching for her is to share a creative joy with her students and it is, she says, "the happiest venture of my career." 
Her students are very fond of Eda for her warm personality and her sense of humor. Some of her students have become 
successful in Europe and America.

Eda's Flowers and Gardens ― the source of her love ―
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　The gardens she paints are mostly based on the images she has retained in her heart. They 
are the gardens where she used to spend her vacations with her beloved husband Frank; 
Lake Como in Italy, French and European gardens, and English gardens of British Colombia 
in Canada. They are not only her cherished memories but are also great inspirations for her 
work even now. At the same time, she also enjoys going out into the fields to get new ideas 
and inspirations. Sometimes, she takes trips to places like Sonoma County or Bodega Bay 
near her home. When fields of flowers and beautiful nature surround her, Eda is just like 
a little girl moving happily and freely in the open. She takes pictures when she finds her 
favorite flowers, combination of colors, or a nice corner. These are taken home to her studio. 
Everyday, she paints early in the morning. Sometimes, she is so inspired that new images emerge like the flow of water. At 
other times, she has to proceed slowly until suddenly the right ideas and images come up. Each morning is different, but 
for her, painting is definitely a part of her life. She once said,"If I can't paint for a few days for some reason, I have a strong 
craving to communicate."
　In the last few years, gardens and country scenery of Japan are the fascination of her paintings. When she travels to 
Japan for her exhibitions, she spares time from her busy schedule to visit Japanese gardens in Kyoto or Nara. She finds 
complete peace and order in Japanese gardens. Her pallet has been changing as she becomes more and more attracted to 
Japanese gardens. She often uses green and white and their gradations to express subtle nuances when painting Japanese
gardens. She observed that Japanese gardens are so green and she discovered many shades of green in them. According to 
her, they stimulate her creativity as an artist. Although she used to love painting with colorful and vivid colors like the red 
and yellow of California poppies, she now prefers to paint with green and white as she relates more to the spirituality of 
Japanese gardens.
　Having overcome the death of her husband Frank in 1996, Eda now finds a lot of comfort through all the people that love 
her paintings. "Each work of mine that I paint with my love," Eda says "is a part of me. You can never imagine how
wonderful it is to know that a part of me leaves me to be loved by so many." 
　She is always grateful to the people who love her paintings. Their love is the
source of her inspiration to keep on painting.

Written by Ryoko Yamagata
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バイオグラフィー

イーダ・ヴァリッキオ 1923 年 3 月 24 日 トルコ、イズミール生まれ
イタリア人：カリフォルニア州サンタローサ在住

1930　  ジェノバ ( イタリア ) に帰省
1942　  オスカー・サコロッティ氏に師事し絵画を学ぶ
1947　  トリノ ( イタリア ) で初の個展開催
1948　  フランク・ヴァリッキオ氏と結婚
1952　  ジョアンヌ・ヴァリッキオ ( 長女 ) 誕生
1967　  サンフランシスコに移住
1970 イタリア美術界のフーズフー (Who's Who) に掲載される
 サンフランシスコ ホール オブ フラワー出展 ( ～ 1983)
1972 サンタローサにイーダズギャラリーをオープン ( ～ 1997)
1991 ロサンゼルス アート エキスポ出展
 東京インターナショナルアートショー出展 ( ～ 1994)
1992 アメリカ合衆国ワシントン DC200 年祭芸術展招待作家
 ( ヴェリースペシャルアーツ )
1994 ルーサーバーバンク庭園協会にデザインを寄贈
1996 ユニセフ ( 国際連合児童基金 ) はイーダの花の絵をポストカードに採用
1997 アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、カナダ、シンガポール、
 日本など世界各国 50 ヶ所でイーダ・ヴァリッキオ画業 50 周年記念絵画展
 を開催 ( ～ 1999)
1998 ユニセフ ( 国際連合児童基金 ) はイーダの花の絵をポストカードに採用
1999 ルーサーバーバンク庭園協会にデザインを寄贈
2000 生誕 77 周年記念絵画展を東京を皮切りに 77 ヶ所にて開催

コミッション：

 サンタマルゲリータ病院の壁画
 インペリアルホテルの壁画
 横浜プリンスホテルの室内装飾の絵画
 オークモントホテル＆ガーデンズの装飾絵画
 ルーサーバーバンク ホーム＆ガーデンズ
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Biography

Born in Izmir, Turkey on March 24, 1923
Italian: Living in Santa Rosa, California

1930　  Returned to Genova, Italy
1942　  Started to study painting inspired by Maestro Oscar Saccorotti
1947　  First Solo Exhibition in Torino, Italy
1948　  Married Frank Varricchio
1952　  Her daughter, Joanne, born
1967　  Moved to San Francisco
1970 Listed in Gente D'Art(Who's Who of Italian Art)
 Exhibited at Hall of Flowers in San Francisco (-1983)
1972 Opened Eda's Gallery in Santa Rosa (-1997)
1991 Exhibited at Art Expo in Los Angeles
 Exhibites at Tokyo International Art Show (-1994)
1992 Participated in The United States Capital 200th　Anniversary Artists Project
 (Very Special Arts)
1994 Donated her designs to Luther Barbank Home and Gardens Association
1996 Published postcard (2 images) by UNICEF
1997 Travel Exhibitions celebrating her 50th anniversary as an artist
 in 50 locations (-1999)
1998 Published postcard (2 images) by UNICEF
1999 Donated her designs to Luther Barbank Home and Gardens Association
2000 Travel Exhibitions celebrating her 77th birthday in 77 locations starting in Tokyo

Commission:

 Mural Painting for Santa Marglerita Hospital
 Mural Painting for Imperial Hotel
 Yokohama Prince Hotel (Japan)
 Oakmont Home and Gardens
 Luther Barbank Home and Gardens 

Eda VARRICCHIO
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