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ごあいさつ
一人の少女が海辺に屈みこんでいる写真をみた。夕暮の砂浜には人の姿は誰もなく、少女が何を見るともなくぼーっ
とそこにいる。波は少女の足元にまで来ている。海水には触れたくない。遠くの海も見たくない。しかし家族を奪っ
た海へまた来てしまった。夏には姉弟と遊び楽しい思い出もたくさんあっただろうなと、少女の心の内をわたしはお
もった。
３・１１の東日本大震災による津波と原発の事故から２年が過ぎたが原因究明にはいまだほど遠いばかりでなく
次々と事故が起こってきている。幼い子を持つ親は、故郷が避難解除されても恐ろしくて帰れない状態だ。これだけ
大きな被害をまき散らしておいて、原発を再稼働させようとしたり海外に売りに行ったりすることは民意ではない。
人が人をいたわる心の芽生えはもともと誰にでもあるはずだ。それは、それぞれが自分の道だけを究めるのではな
く交流の場を持って深くかかわりあっていくことではないだろうか。世界中の出来事が手に取るように報道される今
日、もう自分の国だけでは平和は保てない。今こそ大人の世代の私たちは子ども達に「平和」を残していく最大の努
力をしなくてはならない。
アート作品が展示された中で、自分の思いをそれぞれの表現で切実に訴えた第２回 KYOTO ART EXHIBITION はそ
の意味を改めて考えさせる場であったと思う。
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平和を願う魂を
2011 年 3 月 11 日、東日本を襲った大地震、それに続いた原子炉の大事故。私たちは恐怖の中に突き落とされ
ました。” 生きている ” ことが不思議に思われるような、信じられないことでした。
皆様もご存知のように、危険を知っている原子力関係者は、いちはやく関西、海外へと身を移しました。恐ろし
さを隠されて生活している私たちは、それまで生活している地に留まる以外、何もできませんでした。
” 何かしなければならない ” と体の底から突き上げてくる叫びに、三人の画家が「平和を願う美術家の集まり」
という小さな組織をたちあげました。
KYOTO ART EXHIBITION

京都アート展の誕生です。

核のエネルギーと人間は共存できません。核兵器を無くし、原発を無くし、美しい自然を残していかねばなりま
せん。私たちは、反核、反戦、反原発、そして平和を願っています。この地球の管理を委ねられている私たちは責
任をもって平和を構築していかねばなりません。
私たちは人間の幸せを願っている者の集まりです。平和を願う者たちの作品を集めて、多くの人達に観ていただ
きたいと願っています。作品から私たちの願いが皆様に伝わっていくことでしょう。
・年 1 回

展覧会を開催します

・年 2 回

会報の発行

・海外の作家たちとの交流
芸術作品の目的は鑑賞者の視覚に訴える美の愉悦ばかりだけでなく、伝えるべき思想を表現するという思いから、
内面的なもの、精神的なものを言語化することも芸術家にとって大切なことだと思います。
子どもたち、孫たちのために、美しい自然、暮らしやすい地球を造りあげていきましょう。平和を願う魂をご一
緒に持ち続けていきましょう。
呼びかけ人

李景朝

三代沢史子

賛同してくださる方

出品費 7,000 円

森田直子

年会費 3,000 円

Let’s Hope for “Peace” with our Souls
On March 11, 2011, Earthquake hit northern Japan, Tohoku. Facing the nuclear reactor
disaster in Fukushima, caused by tsunami triggered by the earthquake, we were thrown
into an abyss of fear. This chain of catastrophes overwhelmed us and we amazed to know
that we still kept our lives.
As you know, some of the people who were responsible for controling the nuclear power
plants fled to Kansai or abroad, as soon as they knew what would happen. The whole nation include the people who had been living in that region was taught nothing. We had
no choice but to stay where we had been, and just to believe the anouncement through
medeia, “We are safe. Don’t be panic.”
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“We must act for something!”This is the cry from bosom of our souls. Three artists decided
to set up a small organization called, “the Group of Artists Who Want Peace.” And this is
also the beginning of “KYOTO ART EXHIBITION.”
We believe that we, human beings, can not live with nuclear energy. We have to abolish
nuclear wepons. We have to abolish nuclear energy. We have to sustain our beautiful and
precious nature for the future. We declare anti-nuclear, antiwar and anti-nuclear energy.
We want peace. We have to build it because we, the all people who live in this world, are
responsible to manage our planet, the Earth.
We are a group of people who just hope to have peace for human beings. We plan to show
the works of artists who also want to have peace in our daily lives. We wish that you will
feel our desire through those art works in our exhibitions.
We have made following plans,
• held KYOTO ART EXHIBITION annually
• put out our newsletter twice a year
• have exchange meetings with artists abroad

The purpose of art is not only attracting viewers, but expressing the artist’s thoughts
or desires which have been cherished in their spirits through their works.
Let’s make our beautiful nature and keep the Earth safe for our children and grand
children.
Let’s keep our peace-desiring spirits high.
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太平洋戦争

6.25 動乱（朝鮮戦争）、4.3 事件（4.3 蜂起）を体験して
李

景朝 （洋画家

大阪韓国文化院

大阪成蹊大学で文化史特任講師）

京都加茂大橋を渡ると、鴨川辺の桜の花が満開となって咲きみだれていた。季節
はめぐり春がきた。桜の名所は全国いたるところにある。花見のシーズンだ。川辺
の芝生の上に弁当を開く人、散策する若い男女、様々だがこの冬は例年にない寒い
冬だったが、やっと春を実感した。
被災地福島など東北でも、今頃は桜の花が咲いているのではと思った。
それから早くも三年が過ぎた。未だ 15 万人以上の人々が故郷を後に避難生活をし
ている。被災地では咲き乱れた桜の花を見る人もなく寂しい光景を思いながら、地震・
津波その上に起こった原発事故は人災であり、あってはならない恐ろしい出来事で
ある。ここ地震大国に原発を建立する発想とは何であったか、その因果性を検証す
る必要があろうと思う。
50 年代初頭、米国アイゼンハワー大統領の就任式典を思い出す。聖書の上に手を置いて宣誓をした後、黒人歌
手マリー・アンダーソンが米国国家を歌った。独唱をしたのが印象的だった。大統領の演説全文が新聞前面に掲載
された。当選した直前に、朝鮮戦争の最中 38 度線戦地を視察した。資本主義自由陣営と社会主義陣営が激しく対
峙した時代であった。朝鮮戦争は東・西陣営の代理戦争であった。アイゼンハワー大統領就任後、休戦調印が板門
店で行われた。就任演説では核の平和利用、産業化を内容とした文言に重みがあって印象的だった。人類史上初の
人頭に原爆を投下して多くの人命を奪い、放射能で苦しめた広島・長崎への思いがあったのではないかと思った。
核の産業化は原発を製造して売り込むことと、構想の中に、パナマ運河拡張工事に、港湾築工に原爆を投下するな
どの発想が計画されたとの記録があった。科学万能主義時代、アメリカの後期プラグマティズムの流れといえる。
日本に原発を売り込んだのはアイゼンハワー時代であった。50 年代中ごろ中曽根氏が正力松太郎を抱き込んだ。
正力氏は核についてはまったく無知であったと言われている。国会に原発を初めて提出して予算を勝ち取ったのは
よく知られている。国内各地をまわり 3 メートルのコンクリートで囲む設備の原子炉は安全だと説得した。政・財界・
マスメディアを企みに利用した。意外に思ったのは敦賀原発の ” もんじゅ ” とは仏教の文殊菩薩である。知恵の徳
を受け持つ文殊と命名にあった。仏教 ” 色即是空 ” の教えが原発に加担しているのには驚いた。
敦賀・美浜原発の 30 数キロの先には関西の水がめ琵琶湖がある。原発に事故があれば近畿一円では水が飲めな
くなり、人が住むことが困難になる。原子炉の下には活断層があって、点検の虚偽報告などうやむやにしても、脱
原発依存を訴える運動は旗を下ろしていない。原発がないと日本の産業はだめになるとの、人間の経済優先の傲慢
さを反省する機会であろう。福島や被災地での放射線汚染物質と土壌 2 千 800 万立法メートルは東京ドームの大
きさの施設を 23 個つくる計算だ。すべての廃炉には、4 兆 4664 億円が必要との試算だ。
放射能が完全に消滅するまでには 10 万年の歳月が必要だ。
原発が果たして経済的だろうか。科学技術が進歩しても放射能汚染には勝てない。次の時代に汚点を残してはな
らない。
近代歴史が築いた国民主体の基本的人権の尊重などの平和主義は、アジア侵略と大戦のための反省からの平和憲
法である。
かつて天皇制のもとで軍国主義が招いた惨禍の教訓が背景にある。
今なぜ改憲か。天皇を「元首」と位置づけ、国旗国歌の尊重と公益に反する活動を制限する。
「日本は強力な軍
事国家になるべきだ」と提唱している。
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私は太平洋戦争と 6.25 朝鮮戦争を、そして済州道での 4.3 事件を体験している。出身地済州道には、大戦中南
方戦線防衛の軍事基地があった。戦争末期には、本土爆撃の B29 飛行隊が毎日のように頭の上を飛んだ。黒い飛
行物体グラマンが低空飛行で機銃掃射して村人を襲った。内臓破裂した人を目の当たりにした。グラマンの飛行音
が聞こえると 2 歳年長の兄と森の方へ逃げまわった。済州道の空襲は本土爆撃の残弾を落として行ったように思っ
た。米軍が済州道上陸するとの情報もあった。竹槍を作って上陸戦と聞いて備えた。
終戦後、植民地から解放されて、外地に離散していた人々が戻って来た。
日本軍が引き上げた後は解放感にあふれていた。暫くは平和で穏やかな日々だった。バスの中で日本から帰って
きた青年と出会って親しくなり、私が絵が好きでよく写生に行くのを知った彼は、自分も絵が好きだとして一緒に
写生に出掛けた。日本の工業学校で学んだ港湾築工の技師でもあった。
ある日写生地とは反対方面へ散歩に行くので一緒にと誘われた。郊外の農家に立ち寄った。彼は農家の人に紙片
を渡した。私にはここに来たのを内緒にと口止めをした。それから 2 年程たったころから全国で南だけの分断選
挙抗議運動が広がった。麗水、順天、済州道では内乱となった。他の都市は鎮圧された。済州道では長引いた。一
緒に写生に行った先輩は逮捕され銃殺刑となった。農家の一族は山に篭って武装闘争をして殺害された。家の一族
は首を切られ見せしめに群衆の前に晒された。4.3 事件の数年の間に数万人が殺害された。技師で絵の好きな先輩
は、農家の人々も何かの組織の一員だったと思う。殺害された人々は郊外の田畑や野に放置された。
数年後、内乱は鎮圧となって、郊外に写生に行くと田畑に人々がうずくまった形の草がところどころ生えていた。
殺害されて、引き取り手もなく、放置した人の身体が栄養となって、草が生い茂っているのであった。4.3 済州道
内乱がまだ完全に治まるまえ、朝鮮戦争が起きた。1950 年 6 月 25 日、1948 年 4 月 3 日での 5 月 10 日の単独
選挙反対の蜂起だったが、その延長線としての内戦だったが、太平洋戦争末期から米ソの勢力争いの代理戦争でも
あった。
済州道には軍事訓練所が設置され、数 10 万人の新兵訓練後、戦場に送られた。多くの若い兵士が負傷して、手
足を切断されて帰った。
遺骨となって、白い布に包まれて戻った先輩がいた。仁川上陸作戦に参戦した、親しかった先輩は狙撃され、屠殺
場での畜殺声のような苦しい声を張り上げて死んだと同じく出兵した兵士から帰郷の折に話があった。
戦争には正義はない。無慈悲で残忍なだけだ。なぜ憲法九条を改定するのか、次の世代に平等で平和な普遍の原
理を守り続けることだ。
昨年の秋、友人小谷氏と久しぶりに済州道へ二人旅をした。過ぎ去った 4.3 事件のことを海が見える小高いとこ
ろのレストランで話した。ふと思うと放置された死体が栄養となって、人の形の草が生い茂った場所であった。今
は平和で、世代も変わって穏やかで美しい海を眺めた。小谷氏からあの事件の教訓が今この地に美しい風景を虚仮
にしていると言った。
今福島、” 燕来て人消える街 ” の早期復旧を願い。脱原発、平和憲法を守る立憲主義で九条を守ろう。
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窓を磨く
名古きよえ
ひたすらな芸術家は

窓が少ない

月日は流れて

家庭を持ち

息子たちは成人し
おもいおもいの所で

子どもを育てて行く

磨いているうちに光り出し

また

自分が向かう窓を
たった一つの窓から

あかん

あかん

行く！

平和を

騙されたら
多くの人の祈りや声が

選んで

展覧会「平和を願う美術家の集まり」で朗読

戦争のない道を

あかん！

多くの歴史、人達、物に守られていることか

曇って来た

磨かな

何と

宮沢賢治も一つの窓を見つけて

タオルで拭いて

と唱えて来た

私の平和祈願の窓を

人が喜ぶ作品を産んで行く
多分
人のために生きようと

私は窓が一つに絞れない

情熱を燃やした

蟻の行列を見ると

友情の窓は寂しさの

ひたすら

彼らは窓が一つしかないからだ

幾つかの窓を眺めていたら

つい引きこまれてしまう

あのようにひたすら列を作るのは！
手で拭き

美の欲望は老いる怖さの

女王蟻は彼らの一つの窓を頼りに

中に甘い菓子があるのだ

窓の下の蟻に気がついた

甘い香りを放っている

卵を産みつづける

ビルの多い街には

愛も友情も美も

容易に下がらない

じっとしながら

その中に生きている人間も

蟻は一途だから

数えきれない窓があって

それぞれ幾つも窓を作り

自分を見つめた
一つの窓が ぼーっと浮かんできた
それは私の十歳の時に

闇に慣れて

暗がりの中で

そこで私は窓を閉めて

窓が多すぎるからだ

選びながら明るい方へと向かうが
事故が多発するのは
タカやトンビは目が良い
神さまはすべてが見えるだろうから

広島・長崎に落とされた原爆のショックで開いた窓

一々見ていられない

もう見えすぎて

──

あかん

戦争の気配があると おろおろしながら

あいていたのだった ──

だから戦争は神も仏もなく

あれから

ずーっと

足もとも未来も見えない火を吐く

あかん
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無国籍者

じつは自分が

丁 章

ステートレスのままでも

ぽつんと地球の上に

ステートレスだったなんて

わたしにはたしかに

独り立っている

幸福に生きられる世界

親も国も有るのに

わたしは無国籍者

わたしはちっとも知らなかった

紙切れの上では

親も国も無いのだという

国家からこぼれ落ちてしまっていた

わたしは無国籍者

わたしにはたしかに

いまここで生きている

暮らしや社会が有るのに

ここで生きてゆきたいならば

国籍が無ければダメだと

国民は無国籍者に冷たく

ヒューマンライツまでをも奪う

国家は人間の幸福のために

営まれるはずではなかったのか

人間よりも国民のために

国民よりも国家のために

そんな営みのままでは

国家も国際社会も

無国籍者を救えない

戦争だってやめられない

そして無国籍者がまた産まれる

そんな未来をめざして

能面・キリスト教
髙谷
今回の KYOTO ART EXHIBITION

－平和を願う美術家の集まり―

泰市

で、私のような素

人が「能面」を出展させて頂き、まことに恥ずかしく思っています。何かの会合で森田さ
んから何か出品してくれませんかと言われ、まさか専門家の方々とは知らず、平和という
趣旨で思わず出品したまでです。今回はまた、何か書くように言われましたので、最近考
えていることについて書いてみます。
わたしは、いわゆるクリスチャンです（お前がそれでクリスチャンと言われそうな？）
。
しかも YMCA というキリスト教の団体で仕事をしてきました。能面を彫っているというと、
クリスチャンの人が何でまた？と言う方が多いのです。わたしはこどものころから謡曲を
親に習わされていました。大学を出るまで習っていて、毎年何度か能楽堂でも会の発表会
でも謡いました。そうしている中に、中学の友人に誘われて教会に行くようになりました。教会の世界は、今までと
全く違った世界でした。したがって、成長期にわたしの中は、能楽と教会が共存していたのです。一般のクリスチャ
ンでは、あまり考えられないことです。
しかし、日本のキリスト教は、何故か日本的なもの、文化や伝統などを否定する傾向があります。かつて魚木忠一
同志社大学神学部教授は、
「日本的キリスト教」を提唱しました。
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展覧会の報告から
三代沢史子
新緑につつまれた５月７日（火）～１２日（日）、第２回 KYOTO ART EXHIBITION を文化交流センター京都画廊
で開催しました。
１人当たりの作品壁面スペースは、昨年より広い会場でしたので１００号とし、ジャンルは昨年同様自由としまし
た。集まった作品は油彩をはじめ水彩、彫刻、織物、フェルトアート、工芸、版画、書、アート書等６５点にのぼり、
うち５０点を展示しました。
初日４時からのオープニングは会場が満席となり立ち見も出るほどでした。最初に、会報「明日への美」第１号を
作ってくださった漫画家・イラストレーターの三村和子さんが４月６日に病気のため亡くなられましたので、全員で
彼女へ黙祷をささげました。続いて呼びかけ人でもある李景朝氏の「済州島四・三事件」のお話、そして飯嶋豊・照
子夫妻によるフルートの演奏にひと時うっとりと耳を傾けました。詩の朗読は名古きよえ氏、丁章氏。最後に飛び入
りで出品者近藤あき子様のパートナーの Kashimoto 氏がロシアの民謡をギターの弾き語りで歌ってくださいました。
平和への強い思いを持つ者の集まりであるこの会は多彩な文化の交流の色を濃くし、なごやかな場となりました。
故人・欧陽可亮氏の作品はお譲様がこの会の趣旨に賛同して出品していただきました。韓国からは２人の作家の出
展がありました。
昨年は京都でも一番賑やかな通りにある画廊でしたが、今年は京都の中心から少し離れた会場のため来場者が少な
いのではないかと心配されました。しかしご来場いただいた方々からも出品者からも好評で、１日平均約５０人の来
場者でした。また、画廊には２組の応接セットがあり、ゆっくり鑑賞できたそうです。次回は、更に多方面からの出
品、参加をお待ちしてます。
展覧会で得た充実感を次につなげて平和への思いの輪をひろげていきましょう。

京都画廊入口

会場内風景（正面）
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会場内風景（入口より左面）

会場内風景（受付近辺）

呼びかけ人・三代沢史子のあいさつ

オープニングの来場者

飯嶋豊・照子夫妻によるフルートの演奏

李景朝さんの「済州島四・三事件」のお話

丁章さんの詩の朗読

名古きよえさんの詩の朗読

Kashimoto さんのロシア民謡ギター弾き語り

KYOTO ART EXHIBITION
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原発事故はあった！
近藤あき子
原発事故はなかった！今の日本を見ていると、どうもそんな気さえしてくる。安倍首相は明るい笑顔で原発を海外
に売り歩く「死の商人」
。さらにフランスの協力を得て核燃料サイクル政策を維持しようとしている。事故の解決は
遠く、福島原発からは毎日４００トンの汚染水が流れ、多くの原発直下で活断層の存在が指摘されているのだが。
日本は今、全く新しい生き方を選択する絶好のチャンスをまさに自らの手で逃そうとしている。これからの選挙。
その結果が今までとは違った希望の風景を日本にもたらす可能性は残念ながら低い。それどころか、憲法９条まで水
に流し、いつか戦争の風景にとって代わることだってありうる。
そんな怖さを感じる中、原発事故は本当にあったのだと言いたい！言い続けたい！言い続けなければならない！あ
れだけの人や家畜、動植物の死、農業、漁業の被害、生活の基盤を失い、帰るところのない人たち、一生付きまとう
健康被害。そのことによる人々の苦しみ、悲しみ、喪失感。放射能という目に見えない敵の、気の遠くなるほど未来
まで続く地球規模の被害について知った以上、口を閉ざしていてはならない。
そもそも芸術とは命そのものである。命を生き、命を描くことである。原発は命を脅かす。だから私は原発に反対
する。
「心の中で祈るだけでなく！」
。以前、私の絵のタイトルをこう名付けた。心の中で一生懸命祈って絵を描いてさえ
いれば思いは必ず通じるとしたら、どんなに良いだろう！本当にそうであってほしい。しかし、この静けさ！静かす
ぎるではないか！
原発事故以来、今までよりもっと具体的に自分の思いを伝えたいとの気持ちが強くなった。そんな時、毎週金曜日
の首相官邸前デモが始まった。このデモはこれまでのデモのイメージを一変させた。今まで既成政党や労組、活動家
のものと思われがちだったデモが、原発反対というただ一点のために集まった対等な一個人が主人公のデモに変わっ
た。勿論、これにはインターネットの果たす役割が大きい。数名の会社員のネット上での呼びかけから始まった小さ
な運動が大きく大きく膨れ上がった。福島から来た人、お年寄り、若者、子供、赤ん坊、ペット、車いすの人、宗教者、
国会議員、芸能人、アーティスト、外国人、実に様々な人たちが６時に集まり８時ちょうどに散っていく。汗の止ま
らない炎天、足踏みをしないと指先が凍るほどの寒さ、降りしきる雨、雲一つない青空・・・。オールシーズンを経
験し、今なお元気なこのデモの構成員たらんと日々予定を調整する。金曜日夕刻、片道１時間半かけて通う地下鉄国
会議事堂前。その車両の中でいつも思う。ここにいる全部の人が官邸前に行ってくれたらと。原発が日本からなくな
るまで続くというこの運動にぜひ一度加わりたいと「ガイド」の私を頼りに新潟から知人たちも駆け付けた。新潟に
もこんなデモが欲しいという。先日は九州からここに参加するためだけに来たという若い女性に出会った。どうぞ初
めての皆様もお気軽にご参加ください！たった５分間居るだけでも良いのです。行進は無く「居るだけでも」。地下
鉄丸ノ内線国会議事堂前４番出口（あるいは３番）を出て階段を上るとすぐに元気な声、人、人、人・・・！
ここに来ると原発事故が本当にあったのだということをはっきりと感じ取ることができます。そこから初めて希望
への第一歩が踏み出せると信じています。
http://coalitionagainstnukes.jp
近藤あき子：１９４８年新潟県生まれ。早稲田大学、同大学院修士課程でロシ
ア文学を専攻。貿易商社ソ連室に７年、のちにロシア語の科学技術翻訳会社勤
務。その間チェルノブィリ―原発事故関係の翻訳も手がける。１９８７年アメ
リカ、ヒューストンのグラッセル美術学校の奨学金を得て絵画、美術史を学ぶ。
１９９２年帰国後個展２０数回、２０１４年６月パリで３回目の個展を予定し
ている。EAJAS 他でスウェーデンとの美術交流を行う。
国際展多数参加。ノー・ウォー 展、反核・反戦展等に出品。
遐想（かそう） Distant Thought
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第 3 回 KYOTO ART EXHIBITION のお知らせ
…

平和を願う美術家の集まり

…

第 3 回 KYOTO ART EXHIBITION に出品ご希望の方へ
･平

面……絵画、版画染色、漫画、織物
100 号以内または 160㎝× 130㎝以内に収まる小品数点

･立

体……立体造形（縦×横 100㎝、高さ 150㎝以内）

･ その他……小品

1 点（売ってもよい作品）

＊朗読、歌唱、演奏：
音響に制約がありますので、事務局と相談して下さい。一人 15 分くらいです。
＊出品費用等：出品料

7,000 円、年会費

3,000 円

会費は事前に振り込み願います。1 月に要領と振込用紙をお送りします。
＊搬

入

＊飾り付け

◆会期

5 月 1 日と 2 日
5月5日

11:00 ～

2014 年 5 月 6 日（火）〜 11 日（日）

時間

11:00 ～ 19:00（最終日

会場

文化交流センター

17:00 まで）

京都画廊

京都市上京区河原町通今出川下ル梶井町４－４８－１７トウキュウビル １F
TEL ０７５－２５５－１３０８

その他の展覧会のお知らせ
■７月８月の展覧会から

パレスチナの子どもの絵画展
裏表紙の広告にありますこの展覧会は洋画家・上條陽子氏が代表で２００１年から今日まで毎年夏にパレス
チナの子どもたちのための絵画指導をしています。
パレスチナ人は故郷を追われ、世界最長の難民生活を６０年以上強いられて子どもたちの未来は閉ざされて
います。絵画指導を通して自由な発想や自己表現の楽しさを、日本国内での作品展示によって平和の大切さを
伝える活動をしています。
（パレスチナの子どもたちを支援する画家のメンバー・三代沢）

アートマイナーズ（芸術の坑夫）の展覧会
「スウェーデンからの波」
７月２７日から８月２５日まで新潟市の新潟大学旭町資料展示館、砂丘館、安吾・風の館、旧齋藤家別邸、
北方文化博物館・新潟分館でスウェーデンのウプサラ市出身ほか８人の作家から成るグループ、アートマイナー
ズ（芸術の坑夫）の展覧会「スウェーデンからの波」が開かれます。私はコーディネーターとして参加してお
ります。この期間中にぜひ新潟へお越しください。お問い合わせは０２５－２２７－２２６０（旭町資料館）。
（近藤あき子）
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会報担当の紹介
■

山田

正人

1964 年

東京生まれ

多摩美術大学大学院
油絵ひまわり会

油画修了

講師

油絵ひまわり会という、東京・国分寺市の公民館活動を通じて知り合った森田直子さんとの縁で、平和を願う美
術家の集まりには第一回から出品させて頂いています。
今回は会報担当として大野さんのお手伝いをさせていただきました。
さらに多くの人びとの平和への想いが、これから大きな輪となって拡がっていきますよう、心より願います。

■

大野

起生

1949 年

東京生まれ

2001 年

光陽展初出品

2009 年

日本電気（株）定年退職

2013 年

光陽会委員推挙、光陽会事務所担当

山田さんと同じく、油絵ひまわり会で知り合った森田直子さんとの縁で、平和を願う美術家の集まりに昨年は賛
助会員としてご支援し、今年は 2 回目の展覧会に初出品させて頂きました。
森田さんと三代沢さんに頼まれて山田さんと二人で今回から会報担当を引き受けることになりました。
この会報が平和を願う賛助会員同士をつなぐコミュニケーションツールとなるようにがんばりたいと思います。
私のプロフィール及び油絵作品は次のホームページをご覧下さい。
http://members3.jcom.home.ne.jp/op-himawari/ono.html

KYOTO ART EXHIBITION 2013 年
■

関東会議

5 月 25 日 ( 土 )

打合せ

ロージナ茶房 ( 国立市 )

出席：近藤あき子・大野起生・森田直子・三代沢史子
年間スケジュールを確認した。
会報（明日の美 No.3）の全体構成を検討した。
今後、会報の入稿データ作成は、大野、山田が担当する。会報作成用のソフトウェアを会の費用で購入する。
第 2 回京都展の作品写真をホームページに掲載するために大野がホームページ担当者に写真データを送る。
■

関西会議

6 月 23 日 ( 日 )

喫茶・美術館 ( 東大阪市 )

出席：藤川恭子・川端明子・丁章・関登美子・森田直子・三代沢史子
規約を作る。
海外の出品者も出品費として 7000 円と決めた。
事務局のメンバーを増やす。
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賛助会員の皆様（敬称略）
展覧会が始まる前から作家を支えて頂き厚くお礼申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。
＊年会費未納の方は、お支払い願います。
明石喜久子、秋野光子、浅羽俊一郎、安土忠久、安藤和子、池田弘子、池澤嘉子、石津英子、居谷康子、市川統夫、
市川夏子、伊藤美子、井上健次、井上和子、岩井博石、岩崎ちとせ、上原栄子、植村初子、宇治郷毅、宇都昌江、
宇山進、江口シュウ、江口節、遠藤はつゑ、大上恭一、太田慧一、大野起生、押本年眞、小田秀子、小野淳子、
小野なな、鹿島利治、河崎洋子、河野允子、川端明子、川本信子、北川祥子、北野良夫、木下長宏、木本裕、
桐山都喜子、楠晶子、工藤弘志、工藤信子、熊澤喜久子、小池一歩、河内吉明、河内敦子、小久保喜行、小柴正巳、
小浜政子、小林正輝、古明地和子、小山元治、近藤あき子、斉藤俊夫、桜井智恵子、佐々木節子、佐藤郷与、
佐野千枝子、嶋田崇彦、島並草逕、島村尚子、志村耕平、シュペネマン・大島偕美、信原修、信原朝子、末永蒼生、
管野真知子、鈴木千賀子、関登美子、関屋啓子、髙木祐子、高島弥寿子、髙谷泰市、竹田とし子、竹屋純子、
田崎美津江、田中捷子、谷口登茂子、丁章、塚本一雄、塚本成子、土永博、土屋昌子、堤初美、津止洌子、寺尾晃、
長岡美江、中川荘一、中西光、中西宏、中野壽志、中村不二夫、中山直子、名古きよえ、野崎務、野間口カリン、
野村多喜子、長谷川良江、原圭治、樋口純子、人見一晴、平山梅子、深見東司、福島久雄、福島栄子、藤川恭子、
藤田三四郎、星野文昭、前川敬子、真嶋克成、真嶋直子、真田かずこ、松井憲子、三浦一郎、幹泰郎、水野恵子、
三村和子（故人）
、宮澤正典、宮本ゆき、三代沢史子、三代沢良明、村井正和、村上正和、村田良子、許貞夫、森邦彦、
森田直子、森ちふく、森脇米子、山川靖夫、山岸絹代、山田正人、湯本昭南、横尾千佳子、李景朝、渡辺綾子

カンパを頂いた方々
次の方々からカンパを頂きました。厚くお礼申し上げます。今後ともご支援よろしくお願いいいたします。
浅羽俊一郎、宇治郷毅、押本年眞、河野允子、川本信子、北野良夫、古明地和子、佐藤郷与、管野真知子、
高島弥寿子、田中捷子、土永博、寺尾晃、中村不二夫、幹泰郎、三代沢良明、森ちふく、許貞夫、山岸絹代

第2回

KYOTO ART EXHIBITION

出品者名簿

安土忠久、居谷康子、岩井博石、江口シュウ、大野起生、欧陽可亮（故人）、小野なな、川端明子、金慶姫、金考善、
犬童徹、小林正輝、近藤あき子、佐野千枝子、島並草逕、シュペネマン・大島偕美、末永蒼生、髙谷泰市、
竹屋純子、谷口登茂子、長岡美江、名古きよえ、野崎務、樋口純子、星野文昭、水野恵子、三村和子（故人）、
三代沢史子、森邦彦、森田直子、山川靖夫、山田正人、李景朝

お世話になった方々
次の方々にもお世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいいたします。
撮影：大野起生様

会計：田中捷子様

翻訳：福島栄子様

KYOTO ART EXHIBITION
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2013 KYOTO ART EXHIBITION 会計報告
区分

収入

内

訳

金

額

繰越金

124,551

出品料（33 名）

231,000

賛助会員会費（117 名）

351,000

広告料

30,000

カンパ

205,000

京都アート展カンパ
合

47,000

988,551

計

ギャラリー使用料

200,000

レンタル料（椅子）

支出

2013.6.15 現在

12,075

会報代金（1、2 号）

170,000

通信費（振込手数料、送料含む ）

220,000

事務員

40,000

謝礼（フルート演奏、学芸員）

40,000

ソフトウェア（CS6 Design Standard）代金

63,900

雑費

45,000

小

790,975

計

残金（次期繰越金）
合

197,576

988,551

計

展覧会の募金
会場で実施しました福島とパレスチナの子どもたちへの募金は、各団体へ 5,000 円ずつ募金いたしました。
有難うございました。
・ハート & カラー内

アートセラピー協会

東日本支援クレヨンネット

・パレスチナのハート・アート・プロジェクト
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描き続ける（その 3）
森田直子
５月７日から１３日、第２回京都アート展が、「文化交流センター京都画廊」で開催さ
れました。
私は、会場を歩きながら、芸術の大きな力を感じました。
いつも、不安と期待の混じり合った複雑な気持ちで展覧会の最初の日をむかえています。
先に記されたとおり予想以上の人たちが観に来て下さり、私たちは、とても喜んでいます。
各々の作品からにじみ出てくる暗闇に差し込んできた一筋の光のような力が会場にみな
ぎっていました。作家が考えている以上に深い意味を作品が発揮していることが度々あり、それだけ芸術家の働き
は、大きくまた責任も大きいと思わざるをえませんでした。だから、私たちが、文化や芸術を愛する心を忘れない
かぎり、たとえどんな窮地に追い込まれても、いつか希望を見つける可能性があると心強く思ったのでした。
さて、最近知った高齢の二人の方について記します。
９６歳の被爆医師､ 肥田舜太郎さんと８９歳の影絵作家、藤城清治さんです。
被爆医師、肥田舜太郎さんは、
「どの国の医師も放射性物質で、どんな症状が出て、どう治療すればいいか分か
らない。ならば、根っこをなくすしかない。
」と訴え、９６歳の身体で、ご自分の体験からどのようなことがあっ
ても核のない社会を造らねばと日本中をかけ廻り、隣の國、韓国まで走り続けておられます。
広島、長崎の被爆体験された方々は、少なくなってまいりました。私たちは、その恐ろしさを心にしっかり刻ん
で平和へと進んで行かねばならないと考えています。
８９歳の影絵作家、藤城清治さん､「被災地、壊された自然から希望」という見出しで、「壊された自然を描きな
がら人々が目を背けるものではなく、未来の希望を感じられるものを創らねば」と被災地を何度も何度も歩き廻り
スケッチをされています。そして、被災地から感じたことを作品にして観客に差し出しておられます。９６歳の肥
田舜太郎さん、８９歳の藤城清治さんお二人共ご高齢で活動を続けてられます。お二人のお姿から、人は想像力を
大きく働かせれば、感動が湧いて来るのだと、伝わってきました。
想像力を働かすことは芸術家が日々戦っている姿です。そこから、創造に専念することには、ある面で、自信に
満ちていることが必要でしょう。
私たちの目的は、一つのもの、一つの風景を、即ち、対象を形に表すだけでなく､ 私たちの思考を表すことでしょ
う。そして、その思考を観客に感じてもらうことだと思います。
また、観客が、激しく向きあう作品からは、視覚的、霊的、さらに聴覚にも訴えるものがあるのではないでしょ
うか。同時に作品そのものが、作品にものを云わせる言語を欲していると云っていいのではないでしょうか。つま
り、作者の呻きに似たような言語が作品を突き破って観客の魂を動かすこともあるはずです。
作品を通じて、あるいは作品の中で、作者と観客が交流すること、これこそ作品が望んでいるものなのです。作
者と観客が体験している現実のほんとうの姿を作品が表している現場、そこが展覧会なのです。お待ちしています。

編集後記
新たに会報担当になって初めての会報です。自分で会報を作成するのは初体験でしたので、作成のためのソフト
ウェア（InDesign）の勉強からはじめなければなりませんでした。そのため、実際に原稿をこのソフトウェアを使っ
て入力し、会報を作成するのが 6 月末頃になってしまいました。皆様へのお届け時期が遅れてしまったことをお
詫び致します。次回は、もう少し余裕を持って、かっこいい会報を作りたいと思っています。
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須田剋太・島岡達三

常設展示
炭火珈琲と自家製ケーキ

美術館としての喫茶店。芸術、民藝、文学、音楽。多彩な文化
を味わえる空間でありたいとおもいます。
HP アドレス
〒577-0805
TEL・FAX
営業時間

文化交流センター

京都画廊開設

千年の都京都、そして日本の文化を海外へ発信して、
海外からの文化・芸術情報をお伝えできるように、
努力してまいります。
美術展の企画、文化公園、絵画、工芸、陶芸、貸画廊

http://www.waneibunkasha.com
大阪府東大阪市宝持 1-2-18

06-6725-0430
平日 pm 2：00 〜 pm 9：30（入館は 9：00 まで）

土・日・祝 pm12：00 〜 pm 9：30（入館は 9：00 まで）
定休日

水曜日 （ただし臨時休館や貸し切り日があります）

喫茶美術館店主・和寧文化社代表 丁 章（チョン ヂャン）

京都市上京区河原町通今出川下る梶井町 4-48-17

TEL・FAX 075-255-1308
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