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ごあいさつ
暑い夏が長く続き、例年になく遅い秋がおとずれたと思うと、季節はずれの秋台風が次々と襲い伊豆大
島などでは甚大な被害をこうむりました。地球規模の温暖化が気象変動へと生態系異変となっており CO2
削除が急務のようです。福島での原発事故が末だ汚染水が漏れる過酷な事故が後を絶たず自然災害と同列
で多角的な検討が必要でしょう。
KYOTO ART EXHIBITION 第２回展は韓国からも出品されて広がりつつあります。多様な社会と文化を
抱える隣国との交流は融和へと、本展覧会の役割は大きいものと実感しております。
アフガニスタンなどで無人機による攻撃は多くの子どもや民間人が犠牲となり国際社会からの視線は厳
しく反戦の機運が高まるなかで、なぜ平和憲法改正なのか、特定秘密保護法（日本版 NSC）案法整備をな
ぜ急ぐのか正していく必要性に迫られています。
兼愛 ( 博愛 ) 尚同の精神で、作品展と ʻʼ パムフレッティーア ʻʼ 小冊子活動を進めていくことを一層努力
していく所存です。
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描き続ける（その 4）
森田直子
久し振りに、訪れた奈良県の

は、賠償請求権が消滅されてしまうのです。また、東電

生駒のアトリエの庭には、雑草

から請求書面が送られている被害者についても、いつま

の中にオキザリスのピンクの花

で東電が債務の存在を認め続けるかは全く不透明な状況

が群がって風に揺れながら咲い

です。

ていました。私を待っていたの

私たちの目的は、ひとつの物やひとつの風景を形に表

です。嬉しそうに迎えてくれた

すことではなく、思考を形に表わし、その思考を感じて

のです。

もらうことであると私は記してきました。

涼しい秋風が部屋の中を通り
抜けていきます。椅子に腰掛け
ている私にいい秋を運んでくれます。

では、具体的にはどういうことでしょうか。
芸術家の役割というのは、絶えず社会と世界と歴史に
向きあうこと。そして誤りがあれば、意義を申し立てる

今年（2013 年）の夏は、とくに大阪の夏は、とても

ことです。生活の根っこに食い込んでしまっている悪し

とても暑い日が続きました。この猛暑を乗り切ることが

き慣習を否定して、新しく変革して行く枠組みを提供す

できるだろうかと不安な毎日でした。

るヒントを示すこと。そして、閉ざされている思考を見

この会報が皆様に届く頃は、1 月のとてもとても寒い
日が押し寄せている頃でしょう。
私たちは、暑さ寒さを体験して、今は、秋の涼風を心
から喜んでいます。

出したら、新しく解放することではないでしょうか。仕
組まれた抑圧に抵抗して立ち上がることが喫緊の仕事な
のです。
今、私たちは福島の原発事故の現状を避けて通ることは

しかし、私たちは自分の身のまわりのささやかな自然

できません。為すべき行動の第一歩は深く知ることです。

だけを見て、感じて、満足しているだけならば、大切な

そのためにも、どのような地域や場所にいても、私た

ものを見過ごしてしまうでしょう。見えている自然のそ

ち美術家がどれだけ今の社会と向きあっているかという

の奧にあるものを見る力を持っていなければならない。

ことです。その事実が私たちを揺り動かすのです。

原発の事故から 2 年半が過ぎました。私たちは福島

私たちは、戦いながら描いています。そして伝えるべ

の今の現状を見ようともしないで過ごしてはいないで

き内なる思想を作品に表現すべく線と色で形を作りあげ

しょうか。汚れた空気も汚染水が海に流れ出している事

るのです。芸術に携わる営為自体が喜びであることを確

実も、福島から遠く離れている人たちには見えません。

認しながら前進しましょう。

が、福島の人達はいまだに恐怖の生活の只中にいるの
です。放射能による環境汚染と被爆の恐怖に晒されなが
ら、およそ 15 万の人々が故郷を追われて、家族や地域

5 月の京都での展覧会での再会を楽しみにしています。
一人でも多くの参加してくださる方を待ち続けており
ます。（2013 年 9 月 執筆）

共同体から分断されたまま、仮設住宅などで避難生活を
強いられているのです。あの恐ろしい事故の後に生まれ
た赤ちゃんは、2 年 6 ヶ月の間 1 度も土の上を踏まずに
成長しています。砂遊びも土の上を走り廻ることも出来
ないのです。
また事故の後、福島から転向していった小学生は、転校
先で近所の子どもたちと遊んでもらえないという報告も
入ってきています。このような差別の中で苦しめられて
いる子どもたちの姿を正しく知る必要があります。大き
な苦しみを背負って行く子どもたちが一杯いるのです。
他にも大きな問題があります。原発事故の被害に関す
る損害賠償の請求権が、2014 年 3 月には時効消滅して
しまうということです。自主避難者を含む多くの被害者
は、東電から請求書面さえ送られることなく、3 月以降
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「満」

誰でもが人間らしく生き、人間らしく死んでいく権利がある
― 3.11 にドイツは脱原発を決断し、日本は原発継続を決断した ―

シュペネマン・大島偕美
通して、除染だけでも何兆円がかかる程高額で、二酸化炭
素等の排出量は石炭より多いことがスタンフォード大学で
発表されるほどクリーンでないし、平和どころか、直ぐに
核兵器にもできる原爆以上の危険性を孕んでいるのです。
広島原爆で、僅か 800 ｇのウランの爆発で、大殺戮が起
こったのです。でも、日本の原発はたったの１基でも年間
1 トンものウランが燃焼されるのです。その上、最近、化
石燃料の枯渇が近いから、ウランをとの情宣でしたが、実
はウランの方が先に枯渇することが分かっています。する
と、その後、放置される 427 基は確実に高放射線量によっ
て、地球を壊滅させてしまうでしょう。科学の叡知で宇宙
の果てに迄飛び、ヒッグス粒子を確認できても、人類は、
この点では、まるで幼な子同然です。
似通った歴史的体験を経ても、今、原発問題で両国の明
最近、頂いた本の中に「三浦綾子の 100 の遺言」と言
う本があります。

暗が分かれました。日本はドイツから、一体何を学ぶこと
ができるでしょうか。限られた紙面で纏めてみます。

その中に、｢人間に生まれてきた以上、私たちは人間と

2011 年 3 月 11 日の東北大震災後、僅か三日後にはド

して生き、人間として死んでいく権利がある｣ という言葉

イツの原発の 7 基に ( その後 8 基 ) 永久運転停止命令が出

は、この混沌とした時代の警告の様に聞こえました。

ました。

「ドイツのメルケル首相は、3 月 11 日の朝、原発賛成者

3 月 27 日には、58 年間、続いたバーデン・ヴユルテン

として目覚め、原発反対者として眠りについた」と「Spie-

ベルク州の保守政権が崩れ、緑の党が大躍進しました。他

gel」
（シュピーゲルと言うのは鏡と言う意）という有力な

州でも同様の結果が出ました。

雑誌は記しました。
それほどの 180 度の大転換でした。
第二次世界大戦で、ドイツは 5 月 8 日に無条件降伏を

5 月 9 日、政府与党は以下のような構想を発表しました。
第一に、一世代内に、再生可能エネルギー源でほぼ 100%
の電力供給をめざす。(2007 年には開始されていた )

受託し、日本は 8 月 15 日迄、返答を躊躇ったため、その

第二に、橋渡し的に石炭やガス発電を行うが、温室効果

間、広島と長崎の原爆の悲劇を受けたのです。両国はファ

ガスの排出の削減率は達成する。これは京都議定書で約

シズム主導の戦争、戦後は瓦礫から出発し、本来の勤勉精

束した削減量率は、2012 年を待つことなく 2007 年には

神で、世界でも有数の経済大国にあるまでの復興を果たし

22.4% を削減した。( 日本は６% の削減達成率も出来ず、

ました。でも、この所、日独の違いを感じます。ドイツ人

プラス 4％だという )

たちは異口同音に、
「どうして、日本人は原爆の悲劇的体

これは達成できたのだ。

験をしているのに、世界で米仏に次いで、第三位（54 基）

第三に、送電網や蓄電装置を拡充させる。特に北海やバル

もの原発大国になり、又、今回の福島原発事故でも即脱原

ト海からの送電網は緊急の課題

発を叫ばないのでしょうか。
」と訝しげに聞きます。不思

第四に、エネルギーの効率を高めるために、省エネ改築し

議です。それもその筈です。世界で 427 基ある原発の内、

た家屋に助成金を出す。( これは５% の出費で、暖房費は

どこの国でも、その管理が最低見積もっても 10 万年後ま

85% が節約できるので、個人や国家から歓迎されている。)

で必要な核廃棄物の処理方法には、その解決の糸口さえ掴

第五に、残りの９基は、段階的に停止させ、最後の２基は

めていないのです。

2022 年 12 月 31 日で停止

日本では、当初から原発は安価で、クリーンで、平和利
用の為と言う言葉に騙されてしまったのです。この災害を

原発を 8 基完全に停止させても、

この様に矢継ぎ早に脱原発に向かえるドイツの背景には何
があるのでしょう。自身、物理学博士のメルケル首相は即、
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17 人の倫理委員会を招集しました。それは、あらゆる
分野を網羅した人事でした。彼らの真剣な喧々諤々の討
議により、
・原発のリスクを次世代の責任にできない。
・放射性廃棄物の処理方法がまだ分からない。
・再生可能エネルギーにより脱原発は可能である。
しかも、その過程で十分な経済効果が得られると経済研
究所は試算している。
という結論に達しました。決断が「Sofort」( 直ちに )
されたことは羨ましい国です。勿論、よく言われるガセ
ネタに、「ドイツはフランスから電力供給を見込んで」

「希望の桜」

とありますが、それを一切見込むことなく、脱原発は可
能と試算されています。
ただ、日本と違って、高緯度の国なので、日照時間が
限られている。風量発電からの配電線不足も指摘されま

食と行動

すが、何よりも大切な命を犠牲にできないから、国策と

学芸委員

して脱原発に踏み切りました。この背景には、50 万人

藤川恭子

もの会員を持つ環境保護団体の存在や、幼時からのきち
んとした環境教育の結果、国民の意思が反映されたから

私は今青森県に住んでいる。青森県は、原燃に対し

でしょう。それに何よりも平和が脅かされるのを危惧す

ては寛大というか、関心が薄いという印象を持って

る国でもあります。戦後、一貫して、周辺諸国との良好な

いる。実際政府は過去も現在も再処理地としていろ

関係を築いてきたドイツに見習うところがないでしょうか。

いろな要求をし、受け入れさせてもいる。たどれば

さて、
翻って日本の原発事故の総括をしてみましょう。

4

中曽根氏の時代にさかのぼれるようで、高速増殖炉

第一に、福島では震度６程度だったので、それを、事故

の時代になって、再処理問題が出てきた時の立地場

の真因とは出来ないでしょう。第二に、約 10m の津波

所に選ばれたようだ。

は想定外ではなかったという事です。第三には、福島原

実際に暮らしてみての第一印象は、豊かな食に恵

発では、地震前にも、幾度となく不具合や故障が白書に

まれた地であることだった。司馬遼太郎が北のまほ

報告されていました。それが正しく整備されていたのか

ろばと称した通りだと思えた、つまり自給自足が十

は不明です。ただ、
「放射能物質の環境への影響はあり

分できるということである。ところが青森県人はと

ませんでした」という決まり文句が目につきます。

いうと、自分たちは貧しいという意識から抜け出さ

と、するとあの事故こそ、想定されるように、杜撰な

ずにいる。つまり、とことん国の補助金を当てにし

管理体制の範疇にはなかったでしょうか。今でも、汚染

ているし、地方の人間は皆そうだと信じて疑わない。

水の記事が出ますが、ウランは 2800 度で溶解し、原子

だから、そんな気質が利用されているとしか思わ

炉を包囲する鉄は 1500 度で溶けると、メルトダウン時

れないほど、再処理地として期待されている。むし

にはすでに地下水に到達しており、未回収のまま、地下

ろ青森県側が誘致している感さえある。確かに高速

を汚染し海水を汚染し、
「コントロールされて」はいな

道路や新幹線の話はうれしいことだったに違いない。

いことが分かります。半減期が短いセシウムだけが測ら

震災後、岩手県や宮城県などの姉妹都市から招か

れ、プルトニウムとか、トリチウム、ストロンチウム等

れた人たちがよくやって来る時期があって、野菜の

は全く把握さえ出来ないまま、地球を汚染し続けるので

直売所のものが売り切れるという現象がおきた。宅

す。

急便で我が家に送るのだ。そんななかで、私は小さ

福島の故郷を失った人ばかりか、私たちも地球という

な国、小さな心の日本を憂える。周辺国でも当然放

故郷を失おうとしているのではありませんか。廃炉には

射能汚染が海産物などで見つかり、貿易摩擦をおこ

稼働させるより費用がかさむでしょう。

している。もっともっと深く広く受け止めていかな

でも目先の利益より、人間らしい生き方を望む大多数

ければいけない問題であるし、目の前の行動だけに

の声に耳を傾けて、脱原発に踏み切る叡智と勇気を望ん

とどまらず、アートの世界からの発信も止めてはい

でやみません。

けないと思う。

2020 年東京オリンピックに思う

森脇米子

数年前からのオリン

五輪開催」が決まったときの太田選手の感涙に、私も拍

ピックを東京でという

手を送りました。IOC 総会での佐藤真海さんのプレゼ

動 き に、 疑 問 を も っ

ンテーションの、
「スポーツが夢と笑顔と希望をもたら

ていた私だが、今年 7

し人々を結びつける力がある」との訴えが生きる、この

月にある会合で、ロン

アスリート達の思いを本当に生かした東京オリンピック

ドンオリンピックでも

の実現を祈ります。

活躍のフェンシング選

2020 年夏季オリンピック・パラリンピックが東京で

手の太田雄貴さんの講

開催される時に、日本が、スポーツを通して平和な世界

演を聞いて、ああ、そ

を実現するというオリンピック運動を推進し、健常者も

ういう想いをもってオ

障害者も共に持てる力を出し合い、互いを支え合う姿を

リンピック招致活動をしている人達もいるのかと知った。

実感したいと思いました。オリンピック招致運動で政府

彼は小学 5 年生でのフェンシングとの出会い、それ

として世界に宣言した「安全宣言」の実現を願うだけで

から変わることなく練習を１日 5 時間続け、国内での

なく、日本国民である私達もその実現に向けどう行動す

連勝記録を保持していたことから話始められた。夢はオ

るのかも問われる 7 年間であると思います。東日本大

リンピックでメダルを獲ること、しかし、オリンピック

震災復興を応援し、原発の再稼働や憲法で国防軍の規定

でフェンシングのメダルはないと、日本人には無理だと

を入れる等の動きを監視し、環境や平和憲法を守る力を

言われていたことを逆にバネにして、オリンピックに出

大きくするチャンスにしていきましょう。

場、2 回目で銀メダルに輝き、3 度目のロンドンでも団

スポーツは観るだけという私ですが、アスリート達の

体で銀メダルを受賞できたこと。今回は東日本大震災の

極限までの挑戦の結果が、画面で観る私達に感動や勇気

後、自分達に何ができるのかを真剣に考え、やはりオリ

を与えてくれる経験を愉しみながら、
「オリンピック選

ンピックでメダルを獲ることだと思い臨んだこと。しか

手になりたい」という子ども達の夢も応援しています。

し、
個人戦で日本勢は誰もメダルに届かなかったのです。
何が何でも残る団体戦（3 人）で、仙台出身の三宅諒選
手にメダルを持って帰らせるのだとの思いで千田健太選
手と 3 人で夢を実現させるため、互いの気持ちを高め、
個人競技ではあるがまとまってそれぞれがベストを尽く
す、
東日本大震災復興へ向けて、
地元の人達に元気になっ
て欲しいという強い思いで互いを信頼し、それに応える
関係が銀メダルにつながったこと。前回の銀メダル受賞
とはまた違う、
素晴らしい体験ができたと語られました。
諦めない気持ち、目標に向かって自分を高め、努力する
ことの大切さ、凄さ、そういうものをオリンピックで感

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

じ取って欲しい。オリンピックはやはり素晴らしい大会
です。子どもたちにも、日本中の人々にも身近でそのす
ごさに触れ、感動して欲しい。その思いで、オリンピッ
ク招致運動をしている。私の使命はフェンシングの日本
での普及と国際交流、一度しかない人生を人々の役に立
つようにいろいろと考えて挑戦したいと結ばれた。
講演の概要が長くなりましたが、この後の太田選手の
動向が気になり、
ニュースでの様子に注目していました。
そして、9 月 7 日ブエノスアイレスでの「2020 年東京

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

トウキュウビル 1 階
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【出品者および賛助会員の皆様へ】

‐ 平和を願う美術家の集まり -

◆

第 3 回 KYOTO ART EXHIBITION

作

品

・平面……絵画、版画、漫画、染色、織物、その他 ( ご相談ください )
20 号〜 100 号以内 または 160 ｃｍ ×130 ｃｍ内の小品数点
・立体……立体造形 ( 縦 50 ｃｍ × 横 50 ｃｍ × 高さ 130 ｃｍまで )
・その他……小品 1 点 販売してもよい作品 (10 号まで )。 20％は画廊納めとなります。
＊朗読 ･ 歌唱 ･ 音楽参加 ( 音響に制約があるため事務局にご相談下さい。１人 20 分以内 )。

◆

出品者

10,000 円（年会費：3,000 円＋出品料：7,000 円）

◆

賛助会員

3,000 円（年会費）

会費、出品料は事前に振り込みをお願い致します。
◆

会

期

2014 年 5 月 6 日（火）〜 5 月 11 日（日）

時

間

AM11：00 〜 PM7：00（最終日 PM5：00 まで）

会

場

文化交流センター

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

河原町トウキュウビル１階

TEL：075-255-1308
◆

搬入と飾り付け

5 月 5 日（月） AM10：00 〜
※

郵

作品をご持参の方はお手伝いをお願い致します

送 5 月 1 日〜 2 日着の宅急便 にて下記会場の宛先へお送り下さい。
〒 602-0841

京都市上京区河原町通今出川下ル梶井町４- ４８-17

河原町トウキュウビル１階

◆

作品撤去と搬出
※

◆

文化交流センター京都画廊

TEL：075-255-1308

11 日 ( 日 ) PM5：00 〜 7：00

着払いにて宅急便でのご返送もできます。

その他

ポストカード 10 枚とポスター１枚は１ヵ月前に郵送します。

・初日のプログラム予定…AM11：00 開場、PM4：00 オープニング・イベント
◆

お問合せ

事務局：大阪府堺市中区土師町 3-14-38
TEL：072（242）6120

携帯：090（8560）1894

関東地区：神奈川県平塚市中原 1-2-12
TEL：0463（32）8361

◆
6

申込書締め切り

3 月 10 日必着

森田直子

ミヨサワ

チカコ

携帯：090（1127）8982

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

・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

賛同してくださる方

三代沢史子

森田直子

出品費 7,000 円

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 controlling 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 announcement through media,
“We are safe. Don’t be panic.”
“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, cannot live with nuclear energy. We have to abolish nuclear weapons. 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.
Organizer of “the Group of the Artists Who Want Peace” : Keichou Lee, Chikako Miyosawa, Naoko Morita
If you could join us, we request as follows:
¥3,000 for annual fee
¥7,000 for showing your art work
We appreciate your participation. Thank you.
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◆
新聞記事から

２０１３年１０月 ３ 日 毎 日 新 聞 朝 刊 （ 共 同 通 信 配 信 ）

三代沢史子 「金曜日（デモに参加できない者として）
」

私たちは、人生に関わる深刻な困難を抱えるお客様の苦しみを理解
し、共に困難に挑戦して、これを乗り越える喜びをお客様と分かち
合うことを最上の喜びと考えております。また私たちは、単に知識
を切り売りするのではなく、お客様にとって最も必要なサービスが
何であるかを常に考え、提供いたします。お客様のご希望を最優先
にしつつも、時にはお耳に痛いことも申し上げることが、プロフェッ
ションとしての私たちの責任であり、またお客様の真の利益につな
がると確信しております。

エートス法律事務所
〒 530-0047 大阪市北区西天満 3 丁目 14 番 16 号
西天満パークビル 3 号館 7 階
TEL 06-6365-1728 FAX 06-6365-1724
E-mail ethos@ethos-law.jp

◆出版のお知らせ

詩画集 「美と信仰と平和」 出品作家・森田直子様と詩人であり牧師様のご夫妻がこの度出版されました。100 余ページ

に渡るもので、カラーの絵画１作ずつに詩１点というすばらしい詩画集です。是非お手に取ってご覧ください。
（土曜美術社出版販売 TEL 03-5229-0730 FAX 03-5229-0732 定価 2500 + 税）
◆お詫びと訂正
会報 No.3

P14

会計報告の下段

「展覧会の募金は頂きました」は、
「募金いたしました」( 各団体に 5,000 円 ) の誤り。

【事務局】

〒 599-8238

大阪府堺市中区土師町 3-14-38

TEL・FAX ：072-242-6120

【関東地区連絡先】
〒 254-0075

直子
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許諾なき転載・複写複製を禁じます。

神奈川県平塚市中原 1-2-12

TEL・FAX ：0463-32-8361
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森田

三代沢史子
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