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ごあいさつ

浜木綿が海岸に群咲く季節が来ました。

た。会場でお姿を観ること、お声を聴く事ができませんでした。下村和子さんの詩「ドア」をみな様におくります。
５月６日のオープニングに詩の朗読をしていただく予定だった下村和子さんが、５月 14 日天国に旅立たれまし
―ドアの向こう側には、愛、歌、あるいは平和！？

2 0 1 4・展 覧 会 の 報 告
第 3 回、
KYOTO ART EXHIBITION は、
5 月 6 日（火）
～ 5 月 11 日（日）文化交流センター京都画廊で開催い
たしました。
1 人約 160㎝の壁面に、洋画、日本画、書、その他工芸、
布アートなど 46 名の作品を展示いたしました。
今回は海外から６名

アメリカ、スエーデン、韓国

それに「福島の子どもたちに」とクロアチアから２人の
作家が作品を寄せられました。その他彫刻、ガラス作品
等あり、関東からの作家出品が増えました。
初日のイヴェントには 3.11 の原発事故の後生まれて
間もない子供を連れて、福島から京都へ移住された中村
純さんの講演をききました。
「京都へ移住してきました」
と聞いたとき会場はシーンとしずまりました。福島から
京都は距離だけでなく意識的にも距離を感じた一瞬でし
たが、自分たちのそばに現実にこのような人がいるのだ

文化交流センター

京都画廊

と改めて原発のおそろしさを知る思いだったと思いま
す。続いてコントラバス奏者石井博和氏の演奏に耳を傾
けました。コントラバスのソロというだけでも大変珍し
いことですが、石井氏独自のドラム奏を思わせる演奏に
は一同思わず大きな拍手となりました。コントラバスの
魅力をご披露いただきました。予定しておりました下村
和子さんの朗読は、入院のため中止となりましたが、展
覧会の後まもなくお亡くなりになりました。下村さんに

展示会場風景

代わり安森ソノ子さんにお願いしました。ロシア語の歌
弾き語り・樫本氏のギターは皆さまおなじみとなりまし
た。めったに聞かれないロシア語の歌を毎年東京日野か
ら車で駆けつけて参加してくださっています。来年も期
待しております。
最終日のイヴェントは照美さんの沖縄調の歌に三線（沖
縄の楽器）とギター、フルートが入り、手話も付けられ
ました。この会の会報１号を作った三村和子さんへの詩
（敦井規代さんの詩）につけられた曲も歌われました。

「福島の人たちへ」 クロアチアの作家
イヴァナさんとトロストマン氏から

展覧会は天候不順な折の会期でしたが晴天に恵まれ
て、300 人余の方々のご来場をいただきました。
三代沢 史子

初日イヴェントの来場者
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初日イヴェントの挨拶をする森田直子

石井博和さんのコントラバス演奏

中村純さんの講演

初日

中村純さん

講演

石井博和さん

コントラバス演奏

安森ソノ子さん

詩朗読

樫本光博さん

ロシア民謡

最終日 照美さんと仲間たち

ライブ

樫本光博さんのロシア民謡ギター弾き語り

最終日イヴェント： 照美さんと仲間達による歌、三線、ギター、
安森ソノ子さんの詩朗読

フルート演奏
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「いのち・憲法・反核」（その１）
— 京都画廊

1.

オープニングでの講演

挨拶

中村

純

と感じます。
ここに掲げられている絵にも、「瓦礫」となって破壊され
た人々の暮らし、海に沈んだ声、傷、痛みがあります。私た
ちは、絵に耳をそばだて、潮の匂いを感じながら、津波の音、
そのあとの廃墟と静けさと、痛みを感じることができます。
「反対」とこぶしを振り上げるような反対運動も必要です
が、いったい 3.11 とは、文明にとって、いのちにとって、
何なのであろうかと、わが身に問い、わが身が感受したもの
で、呼びかけあうことが、これからの未来のありようを紡ぐ
ものだと思っています。
孤独で苦しいひとりひとりの思考や表現を引き受け、表出し、
社会に問いかけることが、表現する者として、私たちのでき
ることではないでしょうか。

3.

夢

昨年、韓国の蔚山という、原発立地の海辺の都市で、韓国
の詩人たちに呼ばれ、福島第一原発事故後に感受したことを、
こんにちは。中村純と申します。詩を書いています。
今日は、画家の森田直子さんのご縁で、画家の方たちの場に

お話ししてきました。
そのときに、高炯烈さんという詩人がおっしゃいました。
「詩

おうかがいさせていただくことになりました。

人はろうそくの灯のようなもの。静かに広がっていく。自分の

森田直子さんのパートナーの森田進先生は、10 年以上前に、

夢は、必ずだれかの夢とつながっている。いつ辿り着くかわか

「詩と思想」という、社会意識の高い詩の雑誌に、私が投稿
をさせていただいたときの編集長で、詩人の師です。
森田先生は、在日コリアンや、ハンセン病回復者など、社

らない旅だけれど、決してあきらめてはいけないよ」
。
私の祖父の故郷、古都慶州、キョンジュの仏国寺の仏像に、
朝の光が仄かに差し込む、その仏像の前で、権宅明さんとい

会的に厳しい状況に置かれた人たちのいのちや表現に真摯に

う詩人はおっしゃいました。「光は仄かでなければならない。

向き合いながら、ひとりひとりの詩人を大切にしてこられま

閃光は人を焼く」
。

した。先生に励ましをいただき、私自身も詩を書き続ける道
筋ができました。

私の、私たちの心に根差してしまった記憶、死者の記憶と
しての、だれかの記憶にある閃光。人世のものではない閃光。

先生は、大学の職を退職されてから、神学校に通われ、牧

人類は、私たちは、子どもたちは、幾度もこの光に焼かれま

師さんになられ、大阪の教会に移られました。私は、2011

した。だから、私たちは、この閃光を、人世のものではない

年 3 月 11 日の東日本大震災・原発事故を体験して、東京か

閃光を、わが身に刻まれながらも、受け止め、表現していく

ら当時 2 歳だった子どもを連れて、京都に母子避難をしてき

責任があると、思っています。子どもたちの遺伝子に入って

たのです。

しまった、閃光と放射能。

震災原発事故から 3 年。ここで、森田先生ご夫妻と、この

取り返しのつかないことをした。人類への、いのちへの冒

ように再会したご縁とはじまり。平和への志を抱く方たちと

涜、尊厳を踏みにじった原爆と原発。それらは人類が作った

の出会いをいただけたことを、感謝いたします。

ものです。
今も、チェルノブイリ原発事故の第三世代の子どもたちの遺

2. 3.11 と表現することの意味―表現するものとし
て、何を問いかけるのか
東日本大震災・原発事故から三年が経ち、世の中では、震
災や原発事故のことを口にする人も少なくなり、風化という
ことばを耳にすることもあります。
一方で、詩人、画家、音楽家などは、3.11 により、その
心身や表現に与えられた衝撃―破壊された傷―を、創造の「創
（きず）」として、再生し、形を結び社会に発信してきている
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伝子には影響があり、病気の子どもたちが、たくさんいます。
私たちは、ここからどこへ行ったらいいのでしょうか。紡ぎ
だすのは、絶望だけ、でしょうか。
チェルノブイリ原発事故 28 年目の 4 月 26 日、私はヒロ
シマで被曝二世、三世のお母さん、福島第一原発事故でヒロ
シマに避難したお母さんたちに呼ばれて、朗読とお話にうか
がいました。
私は、問いかけました。

「ヒロシマの人たちは、どのように許し、どのように恢復し、
どのように希望を紡いでこられたのですか」、と。
それは、私自身の苦しみや課題から生まれた問いかけでした。
ことばとして答えはありませんでしたが、母親たちと出
会って気づいたことがあります。人類を破壊する原爆で焼か

を有し、現役で人々の信仰や心の寄り所、技術の伝承として
存在し続けているすごさを改めて感じ入りました。
インドでもカンボジアでも絶頂期の石組みや彫刻の技術は
途絶えてしまっているという話でした。
なぜ日本では幾度の政変や戦国時代をくぐり抜け、第一次、

れたあと、彼女たちが継いだものは、憎しみではありません

第二次世界大戦を経ても尚、変わらず存在し続けたのでしょ

でした。お身内が原爆を体験されたお母さんたちの中にあっ

うか？

たのは、原発を恐れる母子への共感と愛情でした。福島原発
事故を恐れ、避難してきた母親と子どもたちと、ともに生き
合いながら、これから避難してくる親子の力になろうという、

その訳は「人々の共通の思いの力の強さ」であったとつく
づく思います。
ご近所の立派な家も主が亡くなった場合、存在するには

具体的な行動。

しっかりと引きつがれた共通の意識がなければなりません。

女性たちの、こどものいのちを守るという具体的で困難な行

それがなければいくつかに分割されて、あっという間に小さ

動を支えていたのは、反核、平和への願いでした。

な建売になってしまいます。
なくすことにも意志が必要です。皆が真剣に「いらない」
と思えば原発はなくなります。毅然とした態度で「いらない」

「思い」の力

と言い続けましょう。無駄な電気やエネルギーは使わないよ

敦井 規代（賛助会員）

うにしましょう。
生命が誕生するには長い長い宇宙の歴史があります。人間

悲しいことに

この美術展の主催者である三代沢さんとの

や他の動物、植物、鉱物、造形物すべて宇宙のかけら、元素

出会いは、初回からのメンバー三村和子さんの死によっても

から出来上がったもので、自然や地球や大気を汚し、痛めつ

たらされました。

けることは自分の首をしめている事なのです。

三村さんのお通夜に、遺作となる絵本「ばいばいおっぱい
の旅 in ヨコハマ」を手作りし、置いたのがキッカケでした。
昨年はこの美術展に、まだ製本されていないその本を、今年
は製本されたその本を置かせていただくことになりました。

大宇宙の歴史を一年と見れば、人間が現れたのは 12 月 31
日の最後の１秒位ともいわれています。その人間が大自然の
仕組みを変えるほどの力のある原子力によって、大宇宙のバ
ランスをくずすなどという大それたことをして良かろうはず

さらに三村さんの代わりに何か出品してほしいと言われた

がありません。早く気付いてね！原発推進の方々。

時、色々な参加形態がある事を知り、youtube にアップされ

そういう方々に聴かせて上げたい歌があります。

ている三村さんと共作の動画「ばいばいおっぱい」を唄って

この美術館の最終日のライブの照美さんの歌「LIFE」を

下さっている照美さんにコンサートという形で出演してもら

youtube 動画サイトで見て色々操作しているうちに偶然見

い、私は楽曲提供、絵本めくり、手話という参加方法なら出

つけた反原発ソング。「原発しくれ」（大阪しぐれ）「原子炉

来るのではと考えました。

のサンバ」
（てんとう虫のサンバ）
「もうすぐアウトですね」
（春

この美術展の会期中は、新緑まぶしく、生命の力強さを一
番感じる季節、家庭菜園でもニラ、ネギ、シソ、レタスなど

一番）等です。真実を突いているのでビックリです。
さらに「大切な人に伝えて下さい」小出裕章『隠される原

が食べ頃です。

子力』や元東電社員、木村俊雄氏「原発を知りつくした男」

これらが育っても食べられないとしたら、なんと情けなく理

の動画の中にマスコミでは取上げられる事の少ない真実が語

不尽で悲しいことかなと、原発被害で住めなくなった地域の

られていました。

ことを思います。

孔子様もおっしゃっています。「過ちとは『過ちて改めざ

昨年 12 月 1 日にカンボジアで行われたチャリティーのア

るを過ちという』」と。私達はチェルノブイリやスリーマイ

ンコールワットハーフマラソンに参加しました。前後日に観

ル島、そして福島の原発事故で、私達の生活と原発は共存し

光もあり、当日もまさに遺跡の中を走るコースで、アンコー

えない事を知ったはずです。

ルワット遺跡群の広さや歴史の重さや当時の華麗さをしみじ
みと感じながら走りました。

原発のない、後世に負の遺産を残さない社会を作るため、
声を上げ、出来ることを少しずつ実行しましょう。粘り強く。

しかし、王が替わり、宗教が変わり、その度に壊され建て
直され、礎石や崩れた石の細工から当時の姿を想像するしか
ないのです。
翻って考えれば、その時代より前から存在する伊勢神宮や
法隆寺、出雲大社等を代表とする木造建築物が当時と同じ姿
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新聞の一面

―私の少年期と老境と―

宮澤 正典

小学生のころ（当時

評した。
さらに 1940 年の日独伊三国同盟時には「世界史の新
時代」「跫音高し〟世紀の推進力〝」「盟ひは一つ、日独

は国民学校初等科）毎

伊」「万歳の嵐、感激の寄る」「おゝ吾ら断固往かん」
「〟

朝、講堂で教頭先生が

世界革命 ″ の国際協定」などと謳った（9.29）
。これが

大きな世界地図の前で

じつは『朝日新聞』であった。

日本軍の進撃状況を話

他方ライバル『毎日新聞』も負けてはいなかった。会

してくれていた。それ

社員あげてのヒットラーユーゲント歓迎会。
「大独逸展

を聞いては「僕たちが

覧会」を主催し、
「羽撃く世紀の歯車としての日の丸と

大きくなる前に戦争が

ハーケンクロイツの結びはいよいよ固い」
、盟邦ドイツ

終わってしまっている

の「何ものにも怖れぬ顔、砕けぬ骨、火を吐く魂はいか

のではないか」などと

にして結ばれ、いかなる鼓動を波打たせているのか本社

思った少年時代があった。戦局はその逆を辿って、敗戦

はこの友誼と要望に応へるべくこの展覧会を開くことに

直後の地理の時間に指名されて「東南アジアを日本が指

なった。」と報じている。（1938.11.12）。さらには「国

導して」
というような記述のところを読まされた友人が、

際思想戦とユダヤ問題後援会」（大阪・東京）、「ユダヤ

先生からコピット叱られた。教科書どおり読んでいるの

と国際秘密結社展」
（大阪松坂屋）などを催した。社説

に何故かと思ったが、やがて「敗けた日本がそんなこと

では日独伊「三国間の盟は銃のごとく堅いのだ」、「世界

ができるか！」
と言われたのも記憶にある。間もなく『初

が待ちに待ったヒトラー総統の演説は今や世界の公有物

等科國史』の教科書の各所を墨で塗りつぶされ、やがて

となった」と広言していた。
（1939.4.29）。同紙の「硯滴」

『民主主義』の教科書が登場した。

では「ドイツのユダヤ弾圧にユダヤ人の国、米大統領が

さて、1935 年 1 月 27 日の「ある新聞」の夕刊の第

文句をつけた、米国籍をもつユダヤ人に関するものなら

一面の大半を埋めた「ヒットラー総統と語る邦人記者最

とにかく、ドイツ人がユダヤ人を煮て食はうが焼いて食

初の会見」の見出しの記事がある。
「元首の貫禄堂々！

はうが米国の口を出すべき問題ではない」
（1939.11.17）

忌憚なく軍縮を論ず／〟安全感の軍備は正当〝／日本へ

とまで述べ、
「ドイツのユダヤ人弾圧 ‘11.23」では、
「所

寄せる興味／完爾として固い握手」などと続く。そし

謂世界的特殊部落人として生活してゐる、この非同化性

て「滞独の外国人特派員には原則として会わないことに

こそユダヤ人問題の核心なり」とし、最後に「支那事変

なっているので、
「この会見の承諾は今日のヒットラー

はユダヤ人の協賛主義から極東を救はんとする聖戦であ

氏が日本に対して如何に個人的に興味を有せるか」
、ま

る点に鑑みてユダヤ人問題はわれ等が対岸の火災視すべ

た当社が「海外においていかに重要視されてゐるかの証

き問題ではない」と解説していた。

左となるものである」と、飢えのようにゴシック活字を

こうした時代、自由主義元論がいかに厳しい条件下に

使い、社長の「名においてドイツ国民及びドイツ再興元

おかれたか清沢洌『暗黒日記』
（詳論社刊。岩波文庫など）

首に対する敬意を述べるとヒットラー氏は完爾として

を読んでもらいたいと思う。

二三度うなずきながら」の部分は大きな活字を遣って報

もう少し新聞を追う。1943 年 9 月イタリアが降伏する。

じた。そしてヒットラーの「地位がその言動から察して

かつて「三国間の盟は鉄のごとく堅い」と確信していた

いかにも安定してゐることゝと同時に氏が新聞記者に対

にも拘わらず、朝日、毎日とも「独重荷を下ろす」
「独

して外交辞令的な言葉を用ひないで直截簡明に何事もテ

は却って戦力増強」
「伊脱落は日独にむしろ「好条件」
「枢

キパキといって退けるのはかへって気持ちが良いといふ

軸の癌切開われら生産陣必ず勝つ」
「明朗ベルリン／総

感じであった」と結んでいる。

統の演説に意気上る」などと軍人、内閣顧問、元外交官

こうしたヒットラー理解の先達としての地位宣言をお
こなったこの新聞は以後客観的な記事が可能であったか。
1938 年のオーストリア併合について、もはや交通規
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を報じ、対独策に焦るのは民主主義国家群の方であると

らの、むしろイタリア降伏を大歓迎の報道に一変し、や
がてこの降伏の要因は的米英の本営を支配するユダヤの
地とドルの謀略であったとする。

則の改正、国旗の廃止および「ユダヤ人を清掃すればよ

さらにドイツの敗北と一か月余り前には、ドイツ休戦

い程度」まで解決済みであることを伝え、
「ユダヤ人と

ニュースはデマである。
「むしろ英国における沿線気分

共産主義とを排斥すべき」との「ヒ総統獅子吼する」の

の横溢は余りにも有名」であり、
「要するに的は非常に

焦ってゐる。
」
「的としては謀略宣伝の手段に訴へるほか

げたものであった。海外から送られて来た作品を撤去す

はないか」
（毎日社説、45.3.21）などと主張していた。

るとは、作家に対してどのように対処すればよいのか。

私に戻す。空襲が劇化するころ、
「白シャツは飛行機

初めてのことに、その場に居合わせた５、６人のメンバー

の射撃の目標とされる」
とされ、
もはや染料などなくなっ

は茫然とした。結局、作品は展示から外されたというか、

ていた時代、母は野草で白シャツを染めてくれた。しか

作家側も不本意ながら撤去を余儀なくされた。

し広島に「新型爆弾」が落とされると「色付きシャツは

東京都美術館では作品撤去を求められた美術展がその後

被爆しやすい」
となったのを覚えている。しかし、白シャ

もあったと報じられている。このような場合、美術団体

ツを入手できる時代ではなくなっていた。

としてはどのように対処すればよいのだろうか。どこま

そして敗戦とともに新聞も一変した。こんどは一斉に

でも作家の表現の自由を主張すればよいのだろうか。い

軍国日本を呪い、間もなく親米に一元化していった。共

い加減のところで折り合って撤去するのがよいとはどう

産化した中国、独立した韓国への観点への変遷なども経

しても考えられない。そこに居合わせた者が独断で決定

て現在はいささか個性が発揮される。興味深いのは読者

してしまうこともできないと思う。展示ができないのな

の「声」と「談話室」などへの当初は、それぞれの新聞

ら、せめて会場に足を運んでくださる観客に対して、作

の「社説」「主張」などを繁栄しているし､ 花壇にさえ

品のあったスペースに「この場所にはこのような作品を

それがうかがえる。

展示いたしました。しかしこの場に不適切との指摘を受

老生は、何種もの新聞を購読していて、つい午後にも
及ぶ時間を使ってしまってもいる。しかし、各紙が一元
化して日本を引っ張った時代よりは、はるかに善いと
思っている。

表現の自由とは

け作品撤去をさせられました」と経緯の説明くらいは書
きたい。
美術団体「ノー・ウォー美術家の集い横浜」では、秋
の「ノー・ウォー横浜展」でも起こりうることと考え、
会としての基本的な態度を確認したと述べている。
「作品
撤去、公開禁止が求められた場合、その内容、指示の出

三代沢 史子

東京・上野の森には昔から多くの人々が訪れる美術館

所を確認し、表現の自由を守る立場で対応します」との
ことだ。具体的な事案が起きた場合、弁護士と相談、出

がある。美術が私たちの生活に身近なものとなり「東京

品者を交えて対応し経過はホームページで公表する、と。

都美術館」と装いを新たにして久しいこの場所で一昨年

作家たちはこのようなことがあるということを覚悟して

の夏、私は「日本・アジア・アフリカ・ラテンアメリカ

考えておく必要があると思う。残念ながら時代はそんな

美術家会議」（JAALA）の主催する海外の作家との交流

方向に向いている。自分の気持ちは「全員で作品撤去い

展に出品参加した。

たします」と美術館側に言いたいくらいである。それに

「第 18 回 JAALA 国際交流展 –2012」初日、受付にい

は作品に命を懸けて制作している作家同士の固い団結が

たところ「展示不適切として作品を撤去するように言っ

必要である。人間の尊厳がなくなるような社会を残して

てきた」とメンバーの１人の声がした。耳を疑うような

は、生きてきた意味がない。真の自由を保つために、行

言葉だった。それは韓国人の作品で従軍慰安婦を取り上

動し、勇気をもって作品の中で声を上げたい。

李景朝
KYOTO ART EXHIBITION
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第3回

KYOTO ART EXHIBITION

出品者

海外招待作家
金考淑（韓国）、Ivana Jovanovic Trostmann（クロアチア）、Teo Trostmann（クロアチア）、Chong Mhan Lee（ア
メリカ）、Posear（アメリカ）
、Helena Hildur（スウェーデン）
秋野光子、安土忠久、石橋えり子、居谷康子、岩井博石、内田尚子、江口シュウ、大野起生、欧陽可亮、小野なな、
川端明子、木全功子、李景朝、小池崇子、近藤あき子、佐野千枝子、澤田靖子、島並草逕、シュペネマン・大島偕美、
末永蒼生、竹屋純子、谷口登茂子、塚本光 ( 故人 )、長井義正、名古きよえ、野崎務、納田高昭、樋口純子、福島栄子、
藤井智佳子、星野文昭、水島照美、水野恵子、水原房次郎 ( 故人 )、三代沢史子、森邦彦、森田直子、山川靖夫、
山田正人、山内佳子、横井英夫 ( 故人 )

※故人：家族、友人が出展しています

第 4 回 KYOTO ART EXHIBITION のお知らせ
…

平和を願う美術家の集まり

…

第 4 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4日

11:00 〜

2015 年 5 月 5 日（火）〜 10 日（日）

時間

11:00 〜 18:00（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

展覧会の御知らせ
国際女流展		

サンクトペテルブルグ（ロシア）
10 月 6 日〜 21 日
参加出品者：近藤あき子、三代沢史子、森田直子

水原房次郎蔵美術館
2014 年 10 月 25 日（土）〜 11 月 9 日（日）am11:00 〜 pm5:00 無休
京都府宇治市に戦後 50 年在住。洋画家。宇治市白川の旧家、藤川吉左衛門邸の蔵をお借りして、戦後間もな
い宇治近郊から晩年までの作品 20 点を展示いたします。毎年春と秋 2 週間開館の予定です。
( ホームページ http://mizuharafusajiro.com
◎ 次号（No.6

お問い合わせ：0463-32-8361 三代沢史子）

1 月初旬発送）に掲載ご希望の方

2014 年 11 月初めまでに事務局へお知らせください。掲載は無料です。
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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。
明石喜久子、秋野光子、浅羽俊一郎、芦田しのぶ、
安土忠久、安藤和子、池田弘子、池澤嘉子、石津英子、
石橋えり子、居谷康子、市川統夫、市川夏子、井出みどり、
伊藤道子、伊藤美子、乾夏子、井上健次、井上雅子、井上和子、
岩井博石、岩崎ちとせ、上原栄子、植村初子、内田尚子、
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、大野一道、大野起生、
大野起生

押本年眞、小田秀子、小野豊子、小野淳子、鹿島利治、

静寂・工場

河野允子、川端明子、川本信子、北川祥子、北野良夫、
北野幸子、きどのりこ、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、洪淑子、
河内吉明、河内敦子、小久保喜行、小柴正巳、小浜政子、

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たします。

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、澤田靖子、

芦田しのぶ、乾夏子、上原栄子、川本信子、北野良夫、

沢野啓、嶋田崇彦、島並草逕、島村尚子、志村耕平、

河野允子、沢野啓、管野真知子、竹田とし子、田中令子、

シュペネマン・大島偕美、信原修、信原朝子、末永蒼生、

丁章、土永博、長崎由美子、福島栄子、船引ゆかり、

鈴木啓三、管野真知子、鈴木千賀子、関登美子、関屋啓子、

水田敏昭、三代沢良明、森田進、許貞夫、山岸平二

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、田中令子、谷口登茂子、丁章、

2014 KYOTO ART EXHIBITION 会計報告

塚本一雄、塚本成子、土永博、土屋昌子、堤初美、津止洌子、
敦井規代、寺尾晃、長井義正、長崎由美子、長岡美江、

区分

内

訳

金

額

中川荘一、中西光、中西宏、中野壽志、中村不二夫、中山直子、

繰越金

197,576

名古きよえ、納田高昭、野崎務、野間口カリン、

出品料（40 人）

280,000

野村多喜子、浜本一穂、長谷川良江、原圭治、樋口純子、

収入 賛助会員会費（122 人）

366,000

人見一晴、平山梅子、深見東司、福島久雄、福島栄子、

カンパ

福田良子、藤井智佳子、藤川恭子、藤田三四郎、藤本豊志、

合

船引ゆかり、星野文昭、細内ミキ子、細田恵美子、

ギャラリー使用料

200,000

前川敬子、真嶋克成、真嶋直子、真田かずこ、松井憲子、

レンタル（椅子）

14,580

三浦一郎、幹泰郎、水田敏昭、水島照美、水野恵子、

謝礼（講演、演奏、学芸員）

60,000

バイト（4 人）

26,370

ホームページ（サーバー費用）

26,000

印刷代（ポスター、チラシ、はがき）

29,840

水原琢秀、水原節代、宮本ゆき、三代沢史子、三代沢良明、
村井正和、村田良子、許貞夫、森邦彦、森田淳子、森田進、
森田直子、森脇米子、山川靖夫、山岸絹代、山岸平二、
山口敦子、山口哲夫、山鹿文子、山田正人、山内佳子、
湯本昭南、横尾千佳子、李景朝、渡辺綾子

計

田中捷子）

892,576

送料

170,000

通信費（振込手数料含む）

123,965

雑費

＊年会費未納の方は、お支払い願います。
（会計

支出

49,000

小

41,649
計

692,404

残金（次期繰越金）

200,172

合

892,576

計
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描き続ける（その５）

森田

直子

5 月 6 日から 11 日まで、京都画

か。他者との共存とはどのようなことか、などと考えな

廊で第 3 回京都アート展をおこな

がら描いている私とは、何者なのか。この私という個性

いました。多くの人たちが、足を

を超えて、誰に何を伝えていくのか、と、苦闘している

運んで下さった 6 日間、私たちは、

のです。そして、美を求め続けることと、平和を志すこ

感謝の気持ちに満たされました。

とが、重なり合う契機があると信じて、私たちは今、描

私は、67 年前新しい憲法が制定

き続けています。すなわち、現代において美とは何か、

されて、戦争をしない民主主義を守

これが大問題です。

るという精神の中で生きて来まし

人間が存在すること自体が美ではなく、芸術家は、新し

た。今、この憲法を変えようとす

い美を作品の中で差し示すことが仕事なのです。その場

る動きがあります。逆に、日本の 9

合、近代的概念としての美は、個が中心の社会の中では、

条の精神を他の国に広める事が大切だと思います。さら

作者の名前、署名を通して、作品が評価されがちです。

に、特定秘密保護法、靖国参拝、集団的自衛権と福島原

近代的個の自覚、すなわち私中心という自意識と世界観

発をめぐる苦悩、みんな人間が引き起こした問題なので

がすべてに先行してしまって、他者から切り離されて個

す。そして放射能汚染は、臭いもせず、音もせず、色も

の存在が評価されてきました。そこには私たちがかかげ

無く､ 私たちに迫ってきています。

る平和への志がほとんど見られません。私中心という近

私たちは、このような状況の中で「平和」を求め「平

代的個ではなく、無名性の中に美が噴き出している時、

和」をつくり出そうという意志を持って作品を創造して

すなわち「私はあなたである」という強い意志をもって、

います。

今こそ新しい個の概念と新しい美を手に入れなければ普

2014 年 5 月 12 日の朝日新聞夕刊に「NY 発反核芸
術 30 年。原点は、長崎で被爆の父」という記事が記載

遍的な地球芸術を生み出せないと確信しています。
京都アート展は、そういう新しい美と個の概念へと変

されていました。米国で 30 年以上「反核」を訴えてい

革して行く運動体なのです。

る日本芸術家、ニューヨーク日本協会長の飯塚国雄さん

反核、反戦、反原発を貫いて、平和を志す私どもは、一

の作品が載っていました。作品「炎、ナガサキ」30 年間

緒に手を取り合って、生きているかぎり、一歩一歩確か

描き続けておられる姿におどろきと感動をおぼえました。

な道を歩き通しましょう。

私たちの活動は、3 年目、これからだと思います。「反
核」
「反戦」
「反原発」をかかげ「平和」を志す芸術作品
とはどんな作品なのかと、京都新聞、毎日新聞を見て来
られた人もあり、6 日間で 300 人たちが観に来て下さっ
たのです。それだけ「反核」
「反戦」
「反原発」に関心が
高まっているということも事実でしょう。そこで、作品
から観客に何が伝わっていったか、作品の評価だけを問
題にする展覧会ではありません。各々作家が、自分の魂
に響いた事柄、すなわち創造の精神が各々違いがありな
がら響き合っている共通点が、観客の内的衝動を惹きお
こす。そこから、共に生きる希望につながっていけば作
家は、とても嬉しくそうなることを望んでいます。しか
し、作家は観客に好まれることに努力する以上に自分に
忠実に感情を表現することが大切だと思います。
芸術家として生きることと、
人間として生きることが、
どのように統合できるのか。芸術家の強烈な個性を保持
したまま、どのように他者と結び付いてついていけるの
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森田直子

獄

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.

KYOTO ART EXHIBITION
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文化交流センター

京都画廊

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

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

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 PM 0：00 〜 PM 9：30（入館は 9：00 まで）
定休日

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

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）

トウキュウビル 1 階

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

編集後記
会報の制作に携わって、今回が 3 回目になります。制作用ソフトウェア InDesign にも慣れ、スムースに作業が進むよ
うになりました。今年も昨年と同様に初日のイヴェントに参加し、展示作品やイヴェントの写真撮影を行いました。
展示作品の写真および会報 No.5 は、KYOTO ART EXHIBITION のホームページに掲載します。この会報が皆様に届
く頃には閲覧できるようになっていますので是非ご覧ください。

【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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神奈川県平塚市中原 1-2-12

TEL・FAX ：0463-32-8361
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森田

（大野起生）

三代沢史子

