


Let’s Hope for “Peace” with our Souls

A New Year, 2012, has begun. We received lots of new year cards appealing the fear of atomic power plants. We could hear the 

voices of our friends that cried out for help. They could feel the fear of the nuclear energy after the dreadful earthquake and tsunami 

which caused the catastrophe at the nuclear power plants in Fukushima.

They were in agony for they knew how dangeorus to live in Japan surrounded by those nuclear energy. They, however, felt 

powerless and seemed to get lost what they should do. We had felt the same agony and had also sought what to do.

We identify ourselves as artists who want peace more than anything.

We have decided to set up an organization called “Kyoto Art Exibition” to represent all those voices through art.

We, the planner, are Keichou Lee, Naoko Morita in Osaka and Chikako Miyosawa

in Kanagawa. We hope “Peace” and this peace is based on anti-nuclear, antiwar and anti nuclear energy.  We are the artists who just 

want everybody to live peacefully.

We would like to show many people the works created by the artists who desire peace in our daily lives so that the visitors 

would sence their wishes and hopefully emphathize with them. We are planning to have the exibition at least once a year and through 

the exibition we’d like to get more associates.

We have chosen ancient Kyoto to hold the exhibition. We believe Kyoto is the most appropriate place for our purpose because 

it used to be a capital of Japan for more than 1000 years and is still lively and attractive to not only Japanese but foreigners.

Several monthes ago Morita read an article of the Asahi Shimbun about Hetty Bower and she felt very much encouraged. The 

headline said, ”A 106-year-old woman has been campaigning anti-war and sexual equality for 80 years.” We are now in our seventies. 

We will keep our action, holding the exhibition. It may be a small step but for our children and grand children, we must go forward.

Let’s keep hoping for peace with our souls.

March 2012

Organizer of Kyoto Art Exhibition: Naoko Morita, Keichou Lee and Chikako Miyosawa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平和を願う魂を

２０１２年新しい年が始まりました。

元旦には原発の恐ろしさを訴えた年賀状が、たくさん届きました。多くの人たちからその恐怖を胸に刻みながら、

何もできないどうしたらいいのか分からない、という叫び声が聞こえてきます。

　私たち平和を願う絵を描く者が、何かしようと考えた結果、１つの組織

Kyoto  Art  Exhibition  （京都アート展）　を立ち上げました。

大阪在住　李景朝・森田直子・神奈川在住の　三代沢史子　です。

私たちは、平和（反核　反戦、反原発）を願っています。あくまでも、自由に、

人間の幸せを願っている者の集まりです。平和を願う者の作品を集めて、多くの人に観て頂きたい。少なくとも

１年に１回、展覧会を開いて仲間を増やしていこうと考えています。

千年の古都・京都、今も市民たちが生活している街、この展覧会を呼びかけるのに一番ふさわしい地として京

都を選びました。数ヶ月前、朝日新聞でヘテイ・バウアーさんの「８０年にわたり反戦と男女平等を訴える１０６歳」

を読みました。私たちは７０歳代に入りました。子どもたち、孫たちのためにも小さい行動ではありますが続け

て行きます。平和を願う魂を一緒に持ち続けていきましょう。　　　　　　　　　　　KYOTO ART EXHIBITION  

　　呼びかけ人

２０１２年３月　　　　　　森田直子・李景朝・三代沢史子
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三代沢史子

　人は何か大事件がおこっても場所が遠かったり時間が経ってしまったり自分と関係がないと自然に忘れて行くも

のだ。それは私の住む神奈川県と福島を考えてもいえることである。ましてや京都まで離れてしまうとそれ以上で

はないだろうかと思っていた。呼びかけ人となった時、最悪は３人展を覚悟していた。

　３・１１の東北大地震の津波はテレビに写るたびに目を引き付けて離さない恐ろしさがあった。そして原発の人災。

終戦後の焼け野原からも立ち上がり、やっと文化を享受できる社会となりつつあった私たちに突きつけられたもの

は手のつけられない事態だけだった。

　水も野菜も肉も牛乳も魚も安心しては食せない。食物連鎖の現実は３年５年時が経つとどんな形で子や孫に出て

くるかわからない。それでも再稼働させるという人たちは何を考えているのだろう。

　Kyoto Art Exhibition　の初日会場は満員となった。来場者も作家たちも驚いた。私は多くの人たちが私たちと同

じ不安や怒りを持って平和を望み普通の生活の営みを願っていらっしゃることを感じて胸が熱くなった。そしてこ

の時京都アート展は来年もできると思った。作家一人一人が友人に声をかけさらなる発展を望みます。

Asuhenobi   (Art Future )

Kyoto Art Exhibition Report   No.1

         Message at the start

  Chikako Miyosawa

We often forget what happened, even if it was a serious disaster, as time goes on and if it occurs far from us or 

it is nothing to do with ourselves. For us who live in Kanagawa Prefecture, Fukushima is rather far and much more 

for the people in Kyoto. When we proposed the plan of this exhibition I supposed it would be held by only three 

artists at worst.

TV scenes of the Tsunami disaster on March 11 caused us dreadful terror every time we saw them. And then, the 

nuclear power plant disaster caused by man! We Japanese rose up from the burnt down field after the World War 

II and just managed to enjoy ourselves in the peaceful society. But now we are in the most disastrous situation. 

We cannot take water, vegetable, meat, milk and fish without suspicion of nuclear material. We can’t foresee what 

food chain will make result on our children or grandchildren after three or five years later. I cannot understand the 

idea of the people who are going to restart nuclear power plants.

On the opening day of Kyoto Art Exhibition, the exhibition hall was full of people. Both artists and comers were 

surprised at the sight. I was moved to know that so many people had the same anger and fear with us and long for 

peace and continuance of their ordinary life.  At the same time I believe that this Exhibition can be held next year 

again!

 I hope each of the member artists will talk his friends to join us and the exhibition will 

grow year by year.
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                                                          因果律　                                           
                                                                                                                                     李　景朝

宇宙誕生後、万物に質量をもたらしたとされるヒックス粒子が見つかったと発表があった。

標準理論で存在が予言された素粒子のうち唯一未発現の粒子であった。

その存在がなければ、太陽・月・星など宇宙は今の姿ではなく、私たち人類も存在しないと伝えた。

不思議な謎のような世界だ、まさに " 神の粒子ではないか。

夕涼みに夏の夜空を見上げて、星座のなりたちを想像するのも楽しいものだ。

アインシュタインの特殊相対性理論を発表して１世紀が過ぎた。質量とエネルギー光の輻射の量子に対し

て光量子など質量エネルギー転換する粒子方程式 E=mc² このエレガントな方程式が簡素で美しいと思える。

人類の思考の歴史における最大の業績の一つと言われる。

この理論が宇宙の神々を解明する夢の学問が人手によって、ウラン原子核の分裂を起こす強力な破壊力を持

った爆薬に用いることが出来る。

アインシュタインの言葉に「破壊を避ける目標は、他のいかなる目標に優位しなければならない」と言った。

`Einstein on Peace` であった。

原子力発電はもっともクリーンエネルギーとして原発を火山の多い列島に建設した。

自然現象に想定外は無い。

誰が最初に原発を作ることを建議したのか、誰が利権を与える構造を作っ

たのか検記すべきではないか。

政治家と科学者も美術展　科学者との対話も必要ではないだろうか。

全てのものには因果律がある、原因なき結果はない。

因果律が適応しないのは神の領域だけである。
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「平和」を願って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012.5.8.　　　　木下長宏（美術評論家）

　こんなすばらしい展覧会にお招きいただいてありがとうございます。これを実現するために、いろいろ計画

を立て努力してこられた森田さん、李さん、三代沢さん、作品を展示されているみなさん、準備や設営に力を

注いでこられたみなさんに、心から敬意を表し、また、お祝いを申し上げたいと思います。

　平和を願って集った展覧会に、お祝いというのもおかしい言葉かもしれません。現代は、日本だけでなく、

地球上のいろいろなところで「平和」が踏みにじられている時代ですから、「平和を願う」ということは、「平和」

を乱している権力者に対して抗議し、怒ることでなければならないからです。祝っている暇なんかない。その

通りです。でも、敢えて「お祝い」という今日の主旨に対極の言葉を発してみました。

　この展覧会は、絵画作品を中心とした「美術」の展覧会ですが、「美術」という表現手段にとって「抗議」

は苦手です。「美術」は、直接実力行動に訴える方法ではないからです。

　たとえば絵ですと、一つの作品が出来るまでには、ある熟成期間が必要です。まず、なにか「絵」にしたい

という感動、心の動きがあって、それが、その絵を制作する人の胸の裡に蠢いて、「絵」を描くことが始まります。

しかし、感動しただけでは「絵」は出来上りません。その感動、心を衝き動かしたものを表現したい、どのよ

うにしたら「絵画」にできるか、考えなければなりません。画家の頭、あるいは心のなかで、絵にしたいとい

う「なにか」を「絵」にするための熟成時間が必要だということです。その「熟成」時間は、深ければ深いほ

ど、出来上がった作品はいい作品になります。といって、それは、ストップウオッチで計れる時間ではないので、

何分何時間必要だという言いかたはできません。もっと、内的な時間で、外見には一瞬のようにみえる場合も

あるかもしれません。

　

　別の言いかたをすれば、「絵画」や「彫刻」というのは、ある感動が生まれ、その感動が心のなかで熟成し

て一つの表現の形をとることができたとき、「作品」になる第一歩を踏み出すのです。それは、まだ「一歩」

です。そういう「一歩」から、こんどは支持体に絵具を塗ったり、石や木に鑿をふるったり、と制作労働を経

過しなければなりません。ここでもまた、「時間」が必要です。展覧会というのは、そういう長い時間（「内的」

に「長い」時間です、制作過程もただ長い時間をかけたからいい作品になるとは限らない。「深い」という言

葉がいちばん適切な内的な長い時間です）をかけて熟成され制作された「表現」作品が並んでいる世界なのです。

　出来上った「作品」を観る方は、じつは無意識の裡に、この作品が産まれるまでに費やされた「時間」を観

じとって、その「時間」が深ければ深いほど「感動」も大きいのです。

　──ながながと喋りましたが、これは、とても大切なことです。「芸術」の本質に関わることだからです。

こんなふうに「芸術」とは、心のなかで「熟成」させたもの、「熟成」させなければ成立しない表現ですから、

たとえば、「戦争」を起すような行為に反対だと思って怒りを感じても、すぐに力ずくで反対行動を採るのは

苦手なのです。でも「熟成」された表現には、直接的な行動には出てこない、深い味わいがあります。それは、

人間の日々の生活のなかで、平和を願い戦争に反対する心のありかたの、その根源的な姿勢へ訴える表現だか

らです。

　

　もし、どうしても、直接的な行動で戦争に反対したいとき、しなければならなくなったときは、やはり、絵

画／美術表現とは別の政治的な発言と行動を選ばなければなりません。絵画や美術表現は、そういう政治的な

表現とは別の、人間の心と感性のレヴェルで、この問題を考える方法です。そういう方法が深く豊かでかつ鋭

くあればあるほど、もし直接的な行動をとらなければならないときにも、人間として、より人間的な行動への

支えを与えてくれるのではないでしょうか。

　絵画や芸術は、「怒り」や「悲しみ」を、そういう人間の心の営みのいちばん深いところへ働きかける表現です。

ちかごろ──ここ十年くらいとくにそう思うのですが、われわれは、「怒る」ということを忘れてしまってい

るような気がします。いや、些細なことで怒鳴り合ったり暴力沙汰を起したりという出来事はたくさんありま
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す。そいう個人的な感情の暴発ではなく、ほんとうに怒るべき相手に、きちんと「怒る」という行動をとれなくな

ってきているということです。おそらく、「怒る」という行為はすぐ「暴力」に結びつくので、そういう人を傷つけ

ることは極力避けさせようという現代の「権力」の考えが、マスコミや学校、社会生活を通して「教育」している（し

ていきている）という気がします。

　それに気づいたら、こういう「権力」の「大衆操作」にこそ「怒ら」なければなりません。それをどういうふうに「き

ちん」と「怒る」か、その「怒り」かた──これこそ「芸術」がいい手本をみせてくれなければならない大事なこ

とだと思います。人間を人間でないように扱っている「姿をみせない」相手（たいていのばあい「権力」という形

をとる）に対して、どう「怒り」を表現するかということです。

　ちかごろはみんな「怒り」の表現の方法を忘れるようにさせられてしまったなぁ、と考えていて、ボクは、はっ

と気がついたことがあります。イエスの存在です。イエスは、ほんとうに「怒り」の人でした。ガリラヤで宣教を

始めたときから、パリサイ人や律法学者に、あるいは弟子たちに、自分が死ぬ数時間前まで「怒って」いました。

しかし、その「怒り」の、なんと美しいことでしょう。その怒りは、じつにきちんとした「怒り」でした。彼以前

の古代社会では、「怒り」はそのまま人の生命を奪うような形できわめて暴力的に権力的に行われるのがふつうでし

たが（そういう例は聖書にもいっぱい出てきますが、福音書のなかのサロメの話もその一つです）、イエスは「怒り」

をすべて「ロゴス」の表現レヴェルへ高めている、ということができます。

　このイエスの「怒り」の方法は、芸術に携わるわれわれにとってどのように「怒りを表現するか」という点で、

いろいろ示唆を与えてくれるようです。

　

　もう一つ、ご紹介したいことがあります。ベトナム戦争の話なのですが、ベトナムは、日本、フランス、アメリ

カと何十年にわたる植民地支配と戦いつづけてついに独立を勝ち取ったのですが、そんななかで、絵画がとても大

切な役割を果たしていたのです。絵画が直接対米戦略に一役買ったという話ではありません。

　フランスの植民地だった時代（そのころはインドシナと呼ばれていましたが）フランス植民地政府がサイゴンに

国立美術学校を開設しました。まず油絵を学ぶコースが設置され、翌年、漆絵と絹絵のコースが創られます。この

漆絵と絹絵は、ベトナムが昔中国から学んで独自の民族絵画に育てたジャンルです。戦局が険しくなってベトナム

軍が山奥へ退却しなければならなくなったとき、美術学校も山の中へ一緒に退却します。そして山の中で展覧会を

開いています。「美術」という表現手段がこんな生死を賭けた戦争のさなかに大事にされていたことに感動します。

彼らはいわば銃を片手にもう一方の手に絵筆を持って生きていたのですね。

　その絵の仕事のうち、漆絵は、とりわけ完成させるまでに時間と根気がいる仕事で、日本では、忘れられてしま

った技法です。そういう漆絵を、日々戦場という生活のなかで、大切に作ってきた生きかた、それは「畑を耕すよ

うに絵を描く」姿勢だと思います。この姿勢、これこそベトナムの人びとの根源的な生きかたであり、この生きか

たがついに、フランス軍を撤退させ、圧倒的な最新兵器でもって攻めて来るアメリカ軍をやっつけた貴重な力の源

泉だったのだと最近ボクは気がついたことです。

　

　いまボクは集英社が発行している「創立 85 周年記念企

画『戦争×文学』全 20 巻」という全集の各巻に、各巻毎

に「朝鮮戦争」とか「日中戦争」とかテーマがあって、そ

のテーマに合わせて、その巻頭にテーマに応じた絵などを

掲載し、巻末でそれを解説するという仕事をしているので

すが、その「ベトナム戦争」の巻に取り組んでいて、ベト

ナム近代漆絵のことを学び紹介することができました。そ

して今日この展覧会を訪ねて、こういう「畑を耕すように

絵を描く」ことの意味をベトナムの人びとから学び共有で

きることも、今回のような展覧会の大切なお仕事の一つだ

とつくづく感じた次第です。この展覧会が来年もこの先も

持続されていくことを祈ります。
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　　　　　　　　　　　　　　　　美術家の集いに寄せて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　千賀子（賛助会員）

　静かな感動を頂いた時間でした。

　優れた美しい作品、豊かな繊細な内面を昇華させておられる作品をたくさん見せていただきました。

　その作品に囲まれた中でのオープニングの行事に引き込まれました。

　多くの入場者で一杯の会場で、腰痛で長く立っていることの苦手な私が、お話や詩の朗読、歌唱などを、辛いと

思わず最後まで立って聞かせて頂く事ができたのは不思議でした。

　それぞれの内容が素晴らしかった上に、亡くなった繁樹君が私に聞かせてくれたと、今思います。

　繁樹君は代表者の森田直子さんのご長男で、私の教師生活初めての教え子でした。

　重症のアトピー性皮膚炎に苦しみながらも、いつも笑顔で人懐こい子でした。

　当時はまだ、教師の中でもアレルギーについての認識も少なく、又、落ち着いて学習したくてもできない子供達

に対する見方も弱いものでした。

　みんなと一緒にさせようとする私たち教員や学校の無理解に、繁樹君もお母さんも、どんなに苦しい思いをされ

ただろうと申し訳なく思います。

　それでも、彼は優しく、かわいい子でした。

　夏休みの宿題で、箱のロープウェイを作ってきて、みんなの前でひもを引いてロープウェイが坂道を登るのを見

せてくれました。思わず拍手が起こり、満足した嬉しそうな顔が忘れられません。

1970 年代は公害問題が公になったころで、小学一年生の彼が

「きたない水や、空気を出した人がいる。それで病気になった人がいる。」

と憤っていました。

　その後東京に行かれ、彼が二十歳になった年の年賀状を頂いたすぐ後に、亡くなったとの知らせがありました。

何とも信じられない思いで、その頃の資料を整理していると、私の拙い初めての学級通信に子ども達の「七夕様

へのおねがい」が載せてありました。　ほとんどの子のお願いは「プールで上手になりたい。」「おもちゃがほしい。

」などですが、繁樹君は、

『天使になりたい』

と書きました。

　彼は確かに天使になっていて、あの平和を願う集いの会場にお母さんと一緒にいたのだと思います。

　恐ろしい天災の上に、人の命を軽んじた上の人災で多くの人が悲しみ、苦しんでいる今の日本を繁樹君はともに

泣き、何とかしたいと思っているはずです。

　原子力災害の恐ろしさに、知れば知るほど「震災鬱病」のようになる人もいます。でも、そうではなく、前を向

いて平和のためにと、この集いを企画された方々に、亡き繁樹君とともに心から賛同させていただきます。

　もう一人、素晴らしい「アリラン」の歌を聴いて思い出した同じクラスの子供がいます。

　伸ちゃんという元気な在日朝鮮人の子。

　一年生の音楽の時間に、『ひのまる』の歌を教えなければなりません。共通教材と言って、必須だったのです。音

楽ワークのページの日の丸の旗に子供たちが色を塗ります。ところが伸ちゃんは

「これ、朝鮮の旗や。」

といって、朝鮮民主主義人民共和国の旗を大きく描いてきました。

　そのキラキラした目を忘れません。焼肉屋を営むお母さんにその話をすると、

「祖国が統一されたら帰ります。」

と言っておられました。

祖国を奪い、名前まで奪った国の旗を、

「ああうつくしいにほんのはたは」と、この子に歌わせてはいけないと思いました。　日本の子供達にもこの旗の下

8
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　　　　　　　　　　　　　　　　描き続ける

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田直子（画家）

木々が梢を揺らしています。この美しい自然の姿を、そのまま安心して生活できる場として、私たちは、子ども

たち、孫たちに、残して行かねばなりません。

５月８～１３日、「平和を願う美術家の集まり」の展覧会を、京都の同時代ギャラリーで開きました。願ってい

た以上の人たちの参加に驚きました。それだけ反戦、反核、反原発に関心を持ってくださっている人たちが多いこ

とに力強さを感じました。私たちの言葉や文字でなく、色彩や線、形などを通して表現する平和運動をご理解して

いただけたこと、ほんとうに感謝しています。

その後、二ヶ月が過ぎました。

政府と電力会社は、東日本の大地震、大津波、福島原発事故で犠牲になり、被災されたすべての人々を返り見る

ことなく、福井大飯町原発「再稼働」に、力を入れています。

「原子力規制庁　無責任体質は変わらない」（２０１２年６月２７日「朝日新聞」朝刊）に、「事故直後、米国が

空から放射能を実測して『汚染地図』を作製して、日本政府に提供したのに、日本政府は公表せず、住民避難に生

かさなかった、、、、」。

この文章が目に入り、あらためて、この運動を進める必要性を強く感じました。

大飯原発「再稼働」、福井の友人に地元の人たちの声はと聞きました。返事の手紙を記します。

圧迫骨折の痛みの中、反原発の活動に傾倒されておられる直子さん、頭が下がります、私の友人も多数、「さよ

なら原発（さよ原）」活動に関係し、活動しています。大飯町一基を動かせば、なしくずし的にまた原発が次々に稼

働するのは目に見えていますから。御依頼の件調べてみました。地元紙も１部同封しました。直子さんの求めるも

のと一致していないかもと思いますが、地元の意見は、賛成６０％、反対４０％が実情かと私は見ています。

主人の実家の美浜町も「関電さまさま」の地元、日本一古い原発（御年４０歳）があるのが美浜で、まだ引退さ

せずに使うという話があって心配です。私は原発を止めるということと同時に、「使用済核燃料をどうするのか」を

考えないといけないと思うのです。目先の生活が、この数年多忙を極め色々な反原発活動に踏み込んでいません。

ですが、日本のそして福島、福井の今、これからを憂えるばかりです。くれぐれもご自愛ください。

地元の意見は、賛成６０％、反対４０％。美浜町も「関電さまさま」。原発による収入が、いかに多いかが目に

見えてきます。さらに同封されていた新聞記事からは、特に原発関連就職先の人気が変わらずに、高校生の就職先

として、原発関連への希望は、福島事故の前と後とほとんど数字が変わっていないのです。原発関連企業は、初任

給が他の業種と比べて２～３万円ほど高いということです。

事実、原発によって生活が潤っているという声も聞こえてきます。この社会のシステムは、キケンを犯さなけれ

ば豊かな生活はできないということです。「原発が止まれば、雇用や地元経済はどうなる」という不安が地元の人た

ちの中に大きく根付いているようです。それは、「国策」として原発を推進してきた当事者と受益者共に、その解決

方法に力を尽くしてもらう責任があるのではないでしょうか。

次に、「原発なしでは、電力は不足しているのでしょうか」。

若狭の原発に消費電力の５０％以上も依存しているという関西の２府４県のみなさん、今１５基の原発が全面停

止していますが、停電や不都合があるのでしょうか。そして私たちは、高レベルの放射性廃棄物と１０万年以上も

つきあい続けなければならないのです。

　今日の人間中心のバベルの塔、高くなればなるほど、人間の自己破壊はもちろん地球環境そのものの破壊へとつ

ながって行きます。美術家たちの働きは、小さなものですが、一人が一人に呼び掛け、私たちの仲間を増やしてい

きたいと願っています。
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編集後記

　　　この冊子を作りながら３, １１以降の様々なことを思い出しました。食物を作る、採るという生存の根底を

　　おびやかされ生産者も消費者も苦しんでいる。政治はこの苦しみをすくいあげる為のものです。　　三村和子　　　　　　

　　　７月中にお届けのはずが大変遅くなりました。不手際をお詫び致します。最初に会報を引き受けた人が原稿

　　を持ったまま音信不通になったため９月に入って出品者でもあった三村さんにお願いいたしました．　三代沢 　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

呼びかけ人　３人の略歴

李景朝　　　現在　日本美術家連盟会員　　新作展会員（韓国）　二紀会同人

　　　　　　２０１１　日中交流展（中国）

　　　　　　　    ０７　福岡日動画廊個展　０６公州国際アートフェスティバル出品　

                            ０３   大阪韓国総領事館で個展　韓国最優秀芸術家二選ばれる　

                                      評論家協議会（最優秀画家賞）受賞　済州道知 事賞　

                             ８８　韓国現代作家展（アルゼンチン・チボリ美術館）　個展、受賞多数

                             ６８   鴨居玲に師事　神戸大学教育学部美術研究科修了　二紀会展初入選以来出品　新人賞

　　　　　　　              奨励賞　関西２紀展賞　受賞　　　　　　　　　　　　

                             ３６　韓国済州道生れ

　　　住所　　　　〒５４４－００３３大阪市生野区勝山北５－２－２T/F 06-6717- ６８３３（アトリエ）

----------------------------------------------------------------------------------

森田直子　　 現在　　作家活動　調停委員　堺市土師教会牧師夫人

　　　　　　２０１１　堺市市展　市議会長賞受賞　

                             ０８   光陽展　新人奨励賞　行動展　入選３回     個展　７回　

                            ８７上智大学文学部心理学・大学院心理学聴講　

                            ８５　ルーテル神学大学付属カウンセリング研究所上級終了　

                            ８３カリフォルニア・ロジャース研究所　同志社大学文学部美学卒　

                       　著書　「ホラーヤの風」「釜山の風」　　　　

                             ４１年京都生まれ

　　　   ホームページ　http://www7b.biglobe.ne.jp/^morita16/

     住所　　堺市中区土師町３－１４－３８　　　　　　T/F ０７２－２４２－６１２０

        e-mail  morita-412@khh.biglobe.ne.jp 

-----------------------------------------------------------------------------

三代沢史子　現在　日本美術家連盟会員　　　　国際教育音楽会員（ＩＳＭＥ）

　　　　　　　　　ミュージック＆アート主宰

　　　 　　　 ２０１１　２人展（父・水原房次郎遺作展と・福岡県立美術館）

                     　　　　　　　 「わすれないあの日」絵本展（福岡・大牟田市）

　　　　　　　07 ～０９日韓交流展（東京、北京、韓国）

　　　　　　　07 ～       ノーウォー横浜展

　　　　　　　04 ～　　JALLA 川崎展                                            

　　　　史子平和展を含む個展２７回・絵本展２７回　

　　　　 　94 までは　新芸術展（都知事賞他４賞）７年　東京女流展７年　独立展５年　神奈川独立６年に

出品、

　　　　　入選　著書・絵本　　｢わすれないあの日｣ 日本図書・｢音とあそぼう｣ 上下音楽の友社・｢子どもの

創作ピアノとともに｣ カワイ出版　　国立音楽大学声楽卒・色彩学校卒　４２東京生れ　　　

　　　ホームページ　　ｗｗｗ //miyosawachikako.com　　　　　　e-mail  miyock@mc.scn-net.ne.jp      

住所　　神奈川県平塚市中原１－２－１２　　　T/F ０４６３－３２－８３６１






