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明日への美

ごあいさつ

新年おめでとうございます。

秋の紅葉を迎えその風景を楽しもうと出かけた親子、元気のいい 60歳代の人たち、そして若者
たちが一瞬のうちに噴石の雨を受けて 50人余の命が失われました。本当に思いがけない御嶽山の
噴火でした。
日本列島は言うまでもなく火山帯の真上を魚のかたちで覆っています。火山のおそろしさと共に

原発再稼働がこの列島で再スタートするのかと思うと、ぞっと寒気がします。どうあってもこの危
険はさけなければなりません。これまでも自然の恐ろしさは人の力ではどうにもなりませんでした。
未だ臨時ニュースは原子炉の垂れ流しのものばかり、一向に世界一の処理法はみつかっていません。
人は謙虚に生活の不便さを受け入れて原子炉の再稼働はやめるべきです。清い水を使い星空を眺

めて楽しんだ先人たちのように。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三代沢史子
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「世界の花展」に参加して
近藤あき子

十月六日から二十日までロシア、サンクトペテルブル
グで開かれた「世界の花」展という展覧会に参加した。
十月二日、森田直子さん、私を含む日本人女性画家 5
名と男性通訳 1名で成田を出発。残念ながら、上條陽
子さん、三代沢史子さんは、出品はされたものの、ご自
身の渡航は断念された。この交流展はロシアの女性画家
オリガさんと、韓国人評論家、Shin さんがはじめられ
たもので、1998 年ウラジオストクで第一回が開かれ、
その後、毎回開催国を変え、東京を含む、日本、韓国、オー
ストラリアの都市で開催された。今年の 5回展にはロ
シア、中国、韓国、ベトナム、日本の計 25人の女性画
家の作品が展示された。どの国も、開催国となると負担
は大きい。今回はプーチン大統領を代表とする「ロシア
世界」という芸術振興基金の多大な支援により実現した
という。

エルミタージュ美術館の前　
住所そのものを画廊名とした「モハバヤ１８」という
展示会場は市の中心部にある。ソ連時代の大きな鉄筋の
建物の 1階にあり、絵の看板が表に出ていなければ危
うく通り過ぎてしまいそうな外観。中にはエントランス
ホールを含む 3つの展示室がある。画廊として狭くは
ない。それでも搬入日には、25 人分の作品がひしめき
合っており、展示の行方が案じられた。しかしオープニ
ングの日には、それぞれの作品が、何とか収まるべきと
ころに収まっていて、ひと安心。国別ではなく、各国の
作品が混じり合い、隣り合わせに展示されていてさすが
交流展！ロシア作家の作品は物語性があり詩情豊か。中
国は伝統に新しさを加えた大きな掛け軸。韓国は半具象
の親しみやすい風景画の小品。ベトナムは素朴な農村画。
日本は抽象性が高い。と、国別の特徴が分かり面白い。
パーティーが始まると、作家同士の交流も勢いづく。日

本作家も思い思いに、派手な民族衣装で着飾った中国や
韓国の作家達、開催国ロシアの作家たちと歓談し、にこ
やかにカメラに収まる。日本からは副領事が祝辞を述べ
られ、森田さんが代表として挨拶。平和の大切さについ
て話される。

オープニング・日本のメンバー

滞在期間中、作家たちは主催者がチャーターした大型
バスで、皇帝の夏の別荘、ペテルゴーフという豪華な噴
水などを見学。市内観光は徒歩で、エルミタージュ、ロ
シア美術館、イサク寺院など芸術の都を満喫。市の芸術
家同盟も訪問。大小の展覧会場、広々としたカフェが羨
ましい。ロシア作家の家にも招待され美味しいキノコ料
理をご馳走になる。彼女は、今、ある大きな賞の審査結
果を待っている。受賞すれば、大きなアトリエと奨学金
が与えられるという。どうやら芸術家のおかれている状
況は日本よりはるかに恵まれているようだ。どこを見て
も黄葉がまぶしい「黄金の秋」。足早に行き交うロシア
人の表情は明るく自信に満ちているように感じられる。
40年前に訪れた時とは比べ物にならないほどの豊かな
ロシアに驚きつつ、芸術の秋を楽しんだ。

オープニング・森田直子のあいさつ
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長く続く線路は　̶負の遺産を訪ねて̶
森田直子

2011 年 8月 3日、私は、アウシュヴィッツ、ビルケ
ナウ駅の線路の上に腰を下ろしていました。太陽が明る
く青い空の下であったのですが、広い草原の中に線路が
続いている風景は、光と影から成る薄暗い灰色の場面と
して私の脳裏に刻み付けられました。この線路の上を不
安と疑惑と絶望に襲われた囚人たちを詰め込んだ貨物列
車が、1939 年以降入ってきたのです。この人生の最終
駅まで送られてきたアンネ・フランクの悲劇を思い出し
ました。
この瞬間、時間が止まったような静けさの中で、私の
アウシュヴィッツの知識がいかに薄いものだったかと思
いました。残された悲しみの跡に立ったとき、その跡を
観たとき、今までの考えがずっと遠くの方へ行ってしま
うような気持ちになりました。
再び、一面の土の中に苦悩の叫びがぎっしり詰まって
いる上を歩きだしました。苦しみの叫び声に私の体は、
包囲されているようでした。
「生と死が同時に存在する、」言葉でなく体で感じまし
た。日本に帰っても、あの風景、長く続く線路は、私の
体の一部になっています。
収容所の中の様子を記してみます。
一棟には、コンクリート製の巨大な糞尿の壺がずっと
奥まで並んでいます。1日 2回と決められその壺を囚人
たちは使用するのです。囚人たちはいつしか慣れなけれ
ば生き抜くことが、困難になることでしょう。どんな辛
い思いでこの壺の上に座ったことかと、思わず人間の罪
を考えました。
また、囚人自身がガス室へと新しい囚人にシャワーだ
と偽って送りこみ、その死体の処理までしたのです。ド
イツ兵将校は、その現場にはいなかった。死への入り口
のボタンを押しただけです。
600 万人の囚人のうち、300 万人が殺されたのです。
非ユダヤ人を含むと 400 万人と報告さています。当時
使われていたアルミの食器、衣類、そして髪の毛、そし
てとても印象的だったのは、靴の山、「あとで読んだ本
に靴の中に何か隠されているかもしれないと靴は全部残
されたと記されていました」
この負の世界遺産に触れたとき、私は日本のハンセン
病の療養所の跡をそのまま残しておくべきだと思いまし
た。日本のハンセン病の療養所も患者さんが少なくなっ
た現在、新しい建物に変わりつつあります。将来ハンセ

ン病の患者さんに対して行われた差別と偏見の政策は、
消えてしまうことでしょう。
ポーランドの負の世界遺産アウシュヴィッツは永久に
人間の罪を教え続けることでしょう。そして、そこに立
つ人達は、「生と死」を考え、新しい人間の存在と平和
を願うことでしょう。この地で人間の考える悪の全てが
行われたのです。人間が与えられた知性と判断力を誤用
したというより悪用したからのことでしょう。
共産主義理論を築いたカールマルクス、小説家のカフ
カ、心理学者のフロイド、日記を残したアンネフランク、
映画「未知との遭遇」の監督スピルバーグ、映画「戦場
のピアニスト」の監督ポランスキー、みんなユダヤ人で
す。もう一人、忘れてはならないのがアインシュタイン
です。
私たちは、異常なむし暑さの中で殺害を想像する苦し
みはいつ終わるか分かりませんでしたが、まさにその通
りの虐殺が 70年後の今日も現に繰り返されているので
す。私たちは、あまりにも生きることに無感動、鈍感に
なっていませんか。
収容所では、オシフィンチム博物館の研究員の日本人
男性のK氏が丁寧に説明し案内してくださいました。特
に印象的であったことは、「この場に立つ日本人の方々、
帰国してから、広島、長崎の悲劇を二度と起こさないよ
うにしてください」と言われた言葉を忘れられません。
そうです。７０年後の今の日本では、原発の再稼働が
行われようとしています。さらに、憲法９条が変えられ
そうな状況になっています。私たちは、平和を目標とし
て描き続けています。社会の悪に対して戦っていかねば
と今まで以上に感じました。あの収容所の高圧線の下に
穴を掘って逃がしてくれた父を振り向くこともできずに
逃げた 7歳のボランスキーが後に世界的な映画監督に
なり「戦場のピアニスト」を創ったという人生から学ぶ
ものがたくさんあります。
１週間のポーランドの旅は、今までたくさんの国を訪
れましたが、一番衝撃的な旅でした。

囚人収容棟



4

ニューヨークへ
樋口純子

この夏、我が家は、思わぬ処へ
行くこととなった。
1 年半程前だったでしょうか　
主人がある日、「ニューヨーク総
領事館で　能面の展示をする」と
言い出したのです。時々、面白い
発想の持ち主で、私からすると
「時々　夢の人」なのです。主人は、
土木工学科を学び、その種類の会
社勤務の傍ら何とか「面打ち」を
続けてきました。それが今、彼の一つのライフワークと
なっているのです。そして、その展示の話は、妙なご縁
で知り合いになった方や、昔からの知人らを通じて、実
現して行ったのです。「子供らも、行くと言うなら、ニュー
ヨークに連れて行く」という事で、子供らも ( 子供と言っ
ても２人共社会人です ) 搬入・搬出の手伝いも兼ねてで、
二つ返事で行くと了解しました。その後何ヶ月も準備期
間に、領事館の方とのメールのやり取りなどで準備を進
めて、出発にこぎつけました。
実は、私はアメリカ方面にはあまり興味がなったので
すが、 行くなら協力し、また、私なりに、その街や、美
術館を観て回る良い機会にしょうと思い行きました。
着いた翌日から、運よくニューヨーク観光がオプショナ
ルツァーとして付いていて、日本人女性のガイドさんの
案内と解説で、グッとこの街に興味を持つようになりま
した。
近代的なビルと共に、昔に造られた建物、たとえば教
会や、古いホテルや、大きなグランドセントラル駅など
が、新しいビルと一緒に、お隣さん宜しく街に並んでい
るのです。そして、その古い建物などは、現代のビルに
も負けない高さと数、そして風格もあります。ニューヨー
クは、地盤も堅いため、地震も無く、内戦も南北戦争以
後無かったので、街や家屋を破壊する事も無く残ってい
て、そういう建物を上手に改装しながら使っているので
す。そこへ、ご存知の９・１１で、現代の市民は、初め
て攻撃を受け、大きな衝撃をも受けました。 そのグラ
ンド ゼロは、今はプールとなり、厚い囲いにバラの花
が１輪、１輪……。亡くなられた方への悲しみを語って
います。
３日目 ( 月 )、能面の搬入・展示を午前中に４人で済ま
せ、主人以外は、まずアメリカ自然史博物館へ。そこは、
あまりにも大きく広く、沢山の物が展示されている様子

に、３人は、別々に別
れて観る事にし、４時
半に会う約束で、まず
解散。観ても観てもま
だまだ尽きない、恐竜
の骨・動物の生態・世
界の環境など、とても
凄い物ばかりで面白いのですが、疲れてきて出口付近ま
で辿り着き、待つ事 1時間。ようやく３人揃ったので、
さあ帰ろうとしたら、「これから本屋にも行きたい」と
言うのです。５番街辺りの、ガイド本にあった本屋を探
すのですが、無いのです。どうやら移転しているようで、
ガッカリに加えて、ドット疲れが出てきました。最寄り
の地下鉄駅に行くまでに、カフェに寄り、娘は靴屋で靴
を買い、若者はすぐ元気を取り戻せるのです。「明日は
地図を頼りに１人で美術館回りしょう」と昨日買った 7
日間乗り放題のメトロカードを握りしめて、私は体力負
けをして、個別の案を考えました。
ＭＯＭＡ［近代美術館］　翌日４日目 ( 火 )、さあこれ
から１人で行くぞ！とばかり出発。到着し、チケットを
購入、５Ｆのエレベーターが開くと、なんと！　アンド
リュー・ワイエスが、一番にお出迎え。各部屋には近代
絵画の巨匠らの絵がギッシリ並んでいる。こちらでは、
カメラに関しては ［三脚はだめ ・フラシュはだめ ・個人
で商業的に使う事はだめ］を守れば カメラＯＫなので
す。そんな自由なところを、日本でもしてもらえればい
いのに……と、自分の学生時分に、博物館で何かの像を
模写しだして、監視員に注意された事を思い出しました。
こちらは、大らかです。ＭＯＭＡでも憶えきれない数の
作品群に、堪能しました。
５日目 ( 水 ) はまた、子供らとメトロポリタン美術館
に行くこととなり、到着後すぐに別れて、また昼 12時
30 分に、地階のカフェテリアで会うことにしました。
メトロポリタン美術館　通称［ＭＥＴ］。ここは、さら
に巨大と言えば良いのでしょうか、建物も大きく、とに
かく、作品群を 20の大陸や分野に分け、観覧できるの
ですが、その部屋の数も多くて、作品など、また素晴ら
しのです。ハッと気が付くと、約束の時間。２階から地
階に行こうと近くの階段を降りたら、地下まで行きつけ
ない様子に、また２階に戻り、館内地図を凝視して中央
のエレベーターでしか行けない事を理解しました。昼食
を無事終えて、午後から、元気を取り戻して再出発。
ＭＥＴの作品群はそれぞれが、市民のコレクターから贈
られた物から成り立っていて、国営でも市営でもない、
市民の私立美術館なのです。と言っても、提供した方々
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は、ニューヨークのかなりのブルジョア達でしょう。摩
天楼の様なビルをいくつも建てる国のブルジョア達は、
彼らのステイタスを見せるためにも、競って寄贈をした
のでしょう。またそれが、市民のみならず、各国から訪
れた外国人まで、恩恵に与かっているのです。しかし、
エジプト美術などを、エジプト人が観ていたら、あまり
にも多くの古代王族の壁画や服飾品が、アメリカの物と
して展示されている事に、どう思うのだろう、と疑問を
持ちました。また、日本美術でも、不動立像や僧の像が
あり、それを観ても鑑賞用としての展示に、像が泣いて
いるように感じたのは、私だけでしょうか。しかし、日
本画や浮世絵にしても、保存状況が悪ければ、ボロボロ
になったまま、修復さえままならない時代もあったはず
です。関東大震災や、第二次世界大戦を経て来ている日
本なのですから。 以前、アメリカだったかカナダかの
実業家が、日本の多くの浮世絵をコレクションし、美術
館まで建て、美しい状態で保管されていたのを、里帰り
展として日本で展覧し、また、テレビの美術番組で放送
されました。また、エジプトでも、多くを盗掘されて来
て、それらがどれだけ世の中に出て来るだろうか、など
考慮すると、このメトロポリタン美術館で大事に保管さ
れている状態は、ある意味で好ましいのか，などと、取
り留めもなく考えてしまいました。
ＭＥＴを３人で出る頃、主人から、「５時に皆でキャ
ナル駅に集合」と指令が出て、３人でかなり南にある駅
まで、地下鉄で行くのですが、そこはいくつもの地下鉄
線が接近する辺りで、同じ駅の名前が４つか５つ程ある
所なのです。主人と上手く会えないのに携帯電話まで何
故か繋がらない、西日は眩しいし、どの駅の地上にいる
のか、困りました。やっと何とか会えて中華街辺りを観
て歩き、食事して、その上ブルックリン橋を半分まで行
き、戻ってきました。
６日目 ( 木 ) は、一人で街に買い物に出かけ、時には、
ニューヨーク市警の騎馬に乗ったお巡りさんに出くわ
し、馬を撫でさせてもらったり、また、地下鉄で南の方
の、ソーホーや、チェルシーの辺りをウロウロしている
内に、夕方になりました。エンパイア ステートビルの
下で、家族が会う約束の時間近くになり、急いで地下鉄

線を乗り換えたりして向いました。地上に出て、かなり
近くになるほど手前のビルが邪魔をして、ノッポビルを
探せないのには、苦労しました。また、エンパイアステー
トビルの屋上では、360 度の夜景の、街の明りの美し
さと量に驚き、電力の供給力にも驚きました。　　
そして７日目 ( 金 )、午後３時 30 分から搬出という
ので、あまり遠くまで行かず、午後の搬出に備え、また、
家族一丸となって荷物をまとめ挙げ、郵送分には郵便局
へ送り出し、その後、主人は初めてのメトロポリタン美
術館へ私たちと。そして最後の夕食として、ちょっとリッ
チなステーキハウスへ行き、乾杯！ ご苦労さん！ と、
食事を楽しみました。
「これで明日は帰るだけ」と思っていたら、甘かっ
たのです。主人が、「翌朝、旅行者の迎えの車が来る
前にパフォーマンスをする！」と言い出したのです。
「国連本部の前で『不動 ( ふどう )』を、ティファニー
の前で『黒式尉 ( こくしきじょう )』の面を付けるか
ら、写真を撮ってくれ！」と言うのです。国連に「もっ
としっかりやってくれ！」と叱咤に近い気持ちを、
また、ティファニー前では、ニューヨークで個展が
出来た彼の喜びを表現したいらしいのです。面白い
人です。言うとおりに、街の中で、言われるままに、
娘と私のそれぞれのカメラで、面を着けた本人を沢
山撮り、その後、急いでタクシーでホテルに帰り着き、
荷物を持って、空港への迎えの車にもなんとか間に
合いました。こんなパフォーマンスのこと初めから
分っていれば、衣装も手作りでそれらしく作ってあ
げたのに、と思ったりしましたが……。そして私た
ちは無事、機上の人となり 14 時間半乗って、帰国し
ました。
今回の旅は滞在型だったので、ゆっくりとその街を歩
き、地下鉄に乗り、その街の住人になった気持ちで８日
間を暮しました。主人の能面の展覧会が主な目的でした
が、楽しく歩き回ったニューヨークの日々を、私は忘れ
ないでしょう。
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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
は国民学校初等科）毎
朝、講堂で教頭先生が
大きな世界地図の前で
日本軍の進撃状況を話
してくれていた。それ
を聞いては「僕たちが
大きくなる前に戦争が
終ってしまっているの
ではないか」などと思っ

た少年時代があった。戦局はその逆を辿って、敗戦直後
の地理の時間に指名されて「東南アジアを日本が指導し
て……」というような記述のところを読まされた友人が、
先生からコピッとく叱られた。教科書どおり読んでいる
のに何故かと思ったが、やがて「敗けた日本がそんなこ
とができるか！」と言われたのも記憶にある。間もなく
『初等科国史』の教科書の各所を墨で塗りつぶされ、や
がて『民主主義』の教科書が登場した。
　さて、1935 年 1 月 27 日の「ある新聞」の夕刊の第
一面の大半を埋めた「ヒットラー総統と語る邦人記者最
初の会見」の見出しの記事がある。「元首の貫禄堂々！
忌憚なく軍縮を論ず／ “ 安全感の軍備は正当 ” ／日本へ
寄せる興味／莞爾として固い握手」などと続く。そして
「滞独の外国特派員には原則として会はないことになっ
ているのでこの会見の承諾は今日のヒットラー氏が日本
に対して如何に個人的に興味を有せるか」、また当社が
「海外においていかに重要視されてゐるかの証左となる
ものである」と、上のようにゴシック活字を使い、社長
の「名においてドイツ国民及びドイツ最高元首に対する
敬意を述べるとヒットラー氏は莞爾として二三度うなず
きながら」の部分は大きな活字を使って報じた。そして
ヒトラーの「地位がその言動から察していかにも安定し
てゐること」と同時に氏が新聞記者に対して外交辞令的
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感じであった」
と結んでいる。
　こうしたヒ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。
やがて「国家のために労働に歓喜するドイツ青年の雄々
しきこの姿が日本青年諸君となることを念願」し、ドイ
ツが「ナチスの暴政の下に今にも滅亡するやうに論断す
る」一派に対して「大なる誤り」であると断言する。

　1938 年のオーストリア併合について、もはや交通規
則の改正、国旗の廃止および「ユダヤ人を清掃すればよ
い程度」まで解決済みであることを伝え、「ユダヤ人と
共産主義とを排斥すべきとの「ヒ総統獅子吼す」るのを
報じ、対独策に焦るのは民主国家群の方であると評した。
　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、日独伊」
「万歳の嵐、感激の夜」「おゝ吾ら断固往かん」「『真の日
本』に還る」「“世界革命 ” の国際協定」「相寄る魂」「独
伊歓喜」などと謳った（9.29）。これがじつは『朝日新聞』
であった。
　他方ライバル『毎日新聞』も負けてはいなかった。全
社員あげてのヒトラー・ユーゲント歓迎会。「大独逸展
覧会」を主催し「羽撃く世紀の歯車としての日の丸とハー
ケンクロイツの結びはいよいよ固い」、盟邦ドイツの「何
ものにも怖れぬ顔、砕けぬ骨、火を吐く魂はいかにして
結ばれ、いかなる鼓動を波打たせているのか本社はこの
友誼と要望に応へるべく」この展覧会を開くことになっ
たと報じている（1938.11.12）。さらには同社企画事業
「国際思想戦とユダヤ問題講演会」（大阪・東京）、「ユダ
ヤと国際秘密結社展」（大阪松坂屋）などを催した。こ
うしてドイツの言う「ドイツ国内の伝染病菌であるユダ
ヤ人」根絶の使命の強調に対応していた。すでに社説で
は日独伊「三国間の盟は鉄のごとく堅いのだ」、「世界が
待ちに待ったヒットラー総統の演説は今や世界の公有物
となった」と広言していた（1939.4.29）。同紙の「硯滴」
では「ドイツのユダヤ人弾圧にユダヤ人の国、米大統領
が文句をつけた。米国籍をもつユダヤに関するものなら
とにかく、ドイツ人がユダヤ人を煮て食はうが焼いて食
はうが米国の口を出すべき問題ではない」（1939.11.17）
とまで述べ、「ドイツのユダヤ人弾圧」（11.23）では「所
謂世界的特殊部落人として生活してゐる、この非同化性
こそユダヤ人問題の核心なり」とし、最後に「支那事変
はユダヤ人の共産主義から極東を救はんとする聖戦であ
る点に鑑みてもユダヤ人問題はわれ等が対岸の火災視す
べき問題ではない」と解説していた。
　こうした時代、自由主義言論がいかに厳しい条件下に
おかれたかを清沢洌『暗黒日記』（評論社刊。岩波文庫
など）を読んでもらいたいと思う。
もう少し新聞を追う。1943 年 9月イタリアが降伏す
ると、かつて「三国間の盟は鉄のごとく堅い」と確言し
ていたにも拘わらず、朝日、毎日とも「独重荷を下ろす」
「独は却って戦力増強」「伊脱落は日独にむしろ好条件」
「枢軸の癌切開われらの生産陣必ず勝つ」「明朗ベルリン
／総統の演説に意気上る」などと軍人、内閣顧問、元外
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交官らの、むしろイタリア降伏大歓迎の報道に一変し、
やがてこの降伏の主因は敵米英の本営を支配するユダヤ
の血とドルの謀略であったとする。
　さらにドイツの敗北の一か月余り前には、ドイツ休戦
ニュースはデマである。「むしろ英国における厭戦気分
の横溢は余りにも有名」であり「要するに敵は非常に焦っ
てゐる」。「敵としては謀略宣伝の手段に訴へるほかはな
いのではないか」（毎日社説、1945.3.21）などと主張
していた。
　私に戻す。空襲が激化するころ「白シャツは飛行機か
らの射撃の目標とされる」とされ、もはや染料などなく
なっていた時代、母は野草で白シャツを染めてくれた。
しかし広島に「新型爆弾」が落とされると「色付きシャ
ツは被爆しやすい」となったのも覚えている。しかし、
白シャツを入手できる時代ではなくなっていた。
　そして敗戦とともに新聞も一変した。こんどは一斉に
軍国日本を呪い、間もなく親米に一元化していった。共
産化した中国、独立した韓国への観点への変遷なども経
て現在はいささか個性が発揮される。興味ぶかいのは読
者の「声」「談話室」などへの投書は、それぞれの新聞
の「社説」「主張」などを反映しているし､ 歌壇にさえ
それがうかがえる。
　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、はるかに良いと
思っている。

〈 付記 〉拙稿の後、2014 年８月５日、６日の朝日新聞
「慰安婦問題を考える」（上下）および９月 12日の吉田
調書についての「本社、記事取り消し謝罪」の記事以降
の産経・読売・毎日各紙の関連記事はファイルに収めら
れないほどの量になっている。

[ おわびと訂正 ]　「明日への美No.5」において本稿は編
集・校正のしかるべき手順を経ることなく発表されまし
た。著者、および関係者の皆様、読者の皆様にご迷惑を
おかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

　

「いのち・憲法・反核」（その 2）
―2014 年 5 月 京都画廊 オープニング講演

中村　純

私の息子は、2歳で原発事故に遭い、先月 6歳になり
ました。
すっかり京都のことばになりました。彼の名前は、憲
亮（けんすけ）といいます。憲法の憲です。
　先月、保育園で、子どもが生まれてからのアルバムを
創るという宿題がありまして、写真を入れた絵本を創り
ました。これを、クラスの子どもたちと読みあうという
ことだったので、子どもたちにもわかりやすいように書
きました。
　子どもの 6歳の誕生日に読まれた手紙をここで、朗
読します。

　けんすけへ　　
　お誕生日、おめでとう。あなたがママとパパのところ
にきて、もう 6年も経つのですね。わたしたちのとこ
ろにきてくれて、本当にありがとう。
　けんすけは、2歳のころから、よく「あっぴい」の話
をしました。それは、あなたのつくったお話らしいので
すが、けんちゃんは産まれる前「あっぴい」というこど
もと一緒に、「あっぴい」の国にいたということなので
すね。
　そして、「このママとパパが、やさしそうでいいな」
と思って、「あっぴい」の国からやってきた、というの
です。
　絵本を毎晩寝かしつけに読んで育てましたから、けん
すけのお話の力も素敵です。
　そして 2歳の 3月 11日、私達は大きな地震を経験し
ました。
　そのあと、「げんぱつ」という電気の工場が爆発して、
福島、茨城、東京、千葉、神奈川、本当にたくさんのと
ころから、ちいさな人を連れたお母さんが避難してきま
した。
　なぜなら、あなたたちが遊ぶ砂場、給食、牛乳が、原
発の毒で汚れてしまったからです。
ママたちは、一生懸命、砂場や食べ物が安全かどうか測っ
てください、と、お役所の人にお願いしました。そして、
とうとう自分たちで測り、こどもたちを守ろうとしました。
　ママとパパが願ったのは、のびのび砂場で遊んで、安心
して給食を食べて、元気に暮らせること。それだけです。
　それで京都に来ることになりましたね。いまも、本
当に 1,000 人以上の人たちが、京都に避難しています。安土忠久　ガラス作品　
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私達は、もう京都で暮らすことにしましたね。
　ママはこの3年、ちいさな人たちのために働きました。　
　あなたは、ママの願いを受けとめて、もうひとつの
「あっぴい」の国の話をしてくれました。

　「あっぴいの国には、戦争がないで。」
　「あっぴいの国には、こどもしかおらへんで。」
　「あっぴいの国の電気は、毒出さへんで。」
　「あっぴいの国では、こどもたちは病気にならへんで。」

　そして色とりどりのクレヨンで、あっぴいの国のお城
のような家をたくさん書いてくれました。
　本当は、当たり前のように、こどもたちはのびのびで
きて、元気で、戦争も原発もない、うつくしい国が、「あっ
ぴい」の国です。
　けんすけのけんは、「憲法」の憲。
　憲法とは、この国が、もう戦争をしない、こどもたち
が大切にされる、自分の考えていること、大切にしてい
ること、いやなことを言ってもいい、という約束のこと
です。
　たくさん砂場で遊んでよくて、たくさん勉強して、な
りたいものになれるし、好きなところに住んでもいいし、
おとこも、おんなも、目の見えないお友達も、韓国語を
話す人も、英語を話す人も、みな同じように大事にされ
る、という約束です。
　その約束は、最初に自分が守るのです。みなが守れば、
本当に「あっぴい」の国みたいに、みなが幸せになれま
すね。
　けんすけへ。
　一緒に生きていきましょう。ママより。
2014 年 4月 24日

　日本には、今戦争の足音がひたひたと聴こえてきてい
ます。耳を澄ますことも、表現する者たちの仕事だと思っ
ています。
自民党の憲法改正案は、明らかに戦争を再びはじめるた
めの基礎創りです。
　もう一度、私たちは、憲法の意味を捉え直し、次の世
代に手渡したいと願います。

6.　風よ吹け、美しい彼方へ

　ここに一冊の美しい絵本があります。バーバラクー
ニーという方の描いた「ルピナスさん」という絵本です。
―ミス・ランフィアスは、海をみおろすおかのうえにあ

る、小さないえに住んでいる、ちいさなおばあさんです。
家の回りには、青や紫やピンクの花が咲き乱れています。
彼女は、こどもの頃に、おじいさんから「世の中をうつ
くしくするために、なにかしてもらいたいのだよ」と、
言われたことを思い出します。
　ミス・ランフィアスは、ある夏の間中、ルピナスの種
を村のあちこちにまいて歩きました。次の年の春、村中
がルピナスの花で溢れます。彼女は、ルピナスさんと呼
ばれるようになり、まっしろな髪の彼女の部屋には、村
の子どもたちが集まってきます。
「世の中を、もっとうつくしくするために、なにかし
なくては」。彼女は子どもたちに語りかけます。なにを
すればいいか、いまはまだわかりませんが、きっといつ
か、わかる日がくるでしょう―。
　原発事故で汚染された土にも、花は咲きます。花が咲
いても放射能はなくならない。
それでも、未来に花の種を蒔き続ける。現在を、未来を、
描き続けましょう。

風よ、吹け　美しい彼方へ　　　中村純

核と戦争のなくなった世界に、風が、ふく
それぞれの私たちが、いなくなった日も　ずっと　ずっと
絵本のルピナスさんの丘のように、花あふれ
美しい丘に、風よ、吹け

その日、はじめて私たちは、樹木のように、眠る
獣だったときの痛みはなく
すべてのいのちをはぐくむ　静かな　眠り

永遠の　しずかな　時間

いつたどりつくか　わからぬ旅
でも　あきらめてはいけない

出帆する　
あなたを産んだ夜も　こんな月の　静かな夜だった

私たちは　パパとさんにん　
深夜の海辺で漁火をたくように
仄かに　いのちのあかりを　ともしていた

世界と和解した　夜が　あった
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愛と夢の画家
マルク・シャガールと聖書

キム・ヒョスク

若い時期に通っていた教会には、美術を専攻する人たちが何人

かいて、同人会をつくって毎年教会で美術同人展をもった。また美

術シンポジウムや修錬会などをもってキリスト教を模索しようと励

んだ。聖書を読んで自分の感じたことや考えを表現してみることは、

我々に成熟した信仰と自分の作業に活力を増してくれた。私のこの

ような経験は、新約聖書を絵や彫刻で再現してみたいという夢を持

つに至った。

　また実現されていないこの夢のために聖書をテーマとして多くの

絵を描いたマルク・シャガール (1887-1985) に関心を持つように

なり、この冬、彼の人生と芸術に眼を注ぐ時間を持つことができた。

そして「国立シャガール聖書美術館」が開館する日、シャガールが

語った記念辞を見てひどく感動を受けた。

　シャガールはポーランド国境に近い貧しい失郷民のユダヤ人たち

が暮らすヴィテブスク（現ベラルーシ）というロシアの小さい村で

９人兄弟の長男として生まれた。父は魚倉庫の労働者であり母は剛

直な性格に感受性が豊かな女性だった。篤実なユダヤ教徒だった父

母から自然に受け継いだユダヤ人の生活と教会堂の体験、そして彼

の故郷の村のすべての生活像と情景はひっそりと静かにその芸術の

豊かな源泉になった。

　彼の代表作「私の村」(1911）は、シャガールの基本情緒をよく

表してくれる作品である。シャガールは画面を大きくＸ字構成で分

けて、その右側に緑色の横顔でシャガール自身を描いている。ユダ

ヤ人の典型的な姿をしている彼は、自分の特徴を鋭い三角形の鼻で

表現した。左側には、山羊のように見える大きい眼の動物の頭が描

かれてその中に乳を搾る女が一緒にいる。Ｘ字構図の左部分には彼

の故郷ヴィテブスクの教会堂と村の家々、そして男女の農夫たちを

逆に描いて、その下部分には、作家自身がユダヤ人たちの指輪をは

め込んだ手で花束のようにも見えるモーセのアーモンドの木を描い

ている。またＸ字構成がお互い見える画面の中左にこの４つの部分

をひとつに束ねてそれらが同類の話であることを伝えようとしてい

る。この絵から際立って眼につくのは、とても大きく描かれた動物

の目とシャガールの目である。二つの眼はお互いに見つめあい憐憫

と愛を分かち合うように見える。実際にシャガールは二つの目の間

に見えるように語るように線を連結させている。

　この絵から見るシャガールの「ユダヤ人としての全体像」と「郷

土愛」そして「聖書」はまさにシャガール作品の中心をなすひとつ

の核心要素であることに気がつくのである。

　シャガールの父母は店員になることを望んだ。しかし彼は画家に

なりたかった。合わせられない母は、ヴィテブスクの画家ペンの画

室ヘシャガールを連れて行ってみたが、ペンがシャガールの才能を

見出したことによってシャガールは画家の勉強の最初の一歩を踏み

出したのである。後日、シャガールは、ペンに対する感謝の気持ち

を書いている。

翌年、彼は父が作ってくれた偽の通行券（ユダヤ人は住居移動の自

由がなかったので）と 27ルーブル（美術学校の学費）だけを持た

されてセント・ペテルスブルグヘ行く。

　「私は、どんなに多くの涙を流して誇り高く食卓の下で投げられ

たお金を手に入れたか」とそのときの状況と自分の喜びを書いてい

る。ここでは画家だけでなく多様な芸術運動に接する機会になった

し、舞台芸術全般に深い関心と経験を持つことになった。

　1910 年はじめにパリヘ出て、いろいろな画家たちと交流しなが

ら当時のパリ画壇の流派に接したり、これにかまけずギャラリーと

美術館などを回り、自分だけのたくさんの時間をすごした。彼は野

獣派の強烈な色と立体派の解体された形態と超現実派の幻想的な夢

の世界を受け入れながらも、自分が持つ自分だけのテーマを繰り返

しながら変わることなく独創的な作品を制作した。

彼が初めてパリにとどまった４年間を彼の全盛期と評価されること

もある。それは彼の代表作を指折り数える「指が７本ある自画像」「私

と村」「カルバリの丘」「ヴァイオリン弾き」「窓から見るパリ」な

どがこの時期に描いたからである。彼はすでにこの時期の絵から彼

が生涯変わらないでそれだけの絵の様式を身につけている。

　シャガールは、自分の絵に対してこのように言っている。「立体

派の画家に絵はある秩序を備えた形態で覆いかぶさった表面であっ

た。しかし私に絵は論理と説明が全く重要ではないある秩序をそな

えたもの（物体、動物、人間）の模写として覆いかぶさった外面で

ある。構図と視覚的効果が最も重要なことだ……私は『幻想』、『象

徴』ということばを嫌う。我々のあらゆる精神世界は、すなわち現

実である。それは多分表面に見える世界よりはるかに真実なもので

ある」

シャガールは、自分の絵の中に登場する動物（牛、ロバ、馬、山羊、

雄鶏）、魚、鳥、楽器、花、村、女性、動物と人物の入り乱れた編成、

虚空にぽんとはなたれた姿……などを美しい色彩の配合と構成で独

特な愛の音楽的和音としてわくわくさせる。彼を色彩の魔術師と呼

ぶ理由である。

キム・ヒョスク　　十字架

　彼の絵はドイツ表現主義の作家たちに強い印象を与え 1914 年､

ベルリンでの成功した初めての個展を開催した。

　しかし当時ヨーロッパは、すでに戦雲が漂っていた。これを感知

したシャガールは、すぐ故郷のヴィテブスクヘ向かった。愛する女
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性ベラがいる故郷へ。……そして翌年、ベラと結婚した。

ベラに対する彼の愛は生涯を通して表現され一貫した愛のテーマで

あり、多くの名作を誕生させた。自分の誕生日を祝うためにベラが

花を持ってきたときの喜びを飛び上がっている姿で描いた「誕生日」

とベラの背におぶわれて酒杯を持って活気溢れる曲芸をするような

頭にのせている「酒杯をもっている二重の肖像」はその代表作だと

いえる。この絵から見るように、シャガールは愛に満ちた人たちを

主に空中に浮かべる形態で内部からはほとばしる強烈な心像を表現

させている。

　1917 年、ロシアに革命が起きた。革命は驚いたユダヤ人たちに

は自由と解放の知らせだった。シャガールは故郷の村に純粋美術の

委員会を組織して現代美術学校を建て創造教育を通して新しい世の

中をつくる野心、活動をしたけれど、２年６ヶ月目に失望してモス

クワへ上っていった。

彼は自伝でこのように書いている。「ロシア帝国もソヴィエトロシ

アも私を必要としなかった。私は彼らに理解することができない存

在であり、異邦人なのだ」と。

共産体制下のモスクワの生活は険難だった。しかし彼はパリを

離れている間、すでにそこで有名人となっていた。そして 1923 年、

知人たちの助けを受け家族とともにパリに出ることになった。

1930 年、シャガールは編集者アンブロアージュ・ポーラルロか

ら聖書をテーマにした絵を注文されたのだが、この出会いのきっか

けが彼に聖書と関連した多くの研究と経験を積み重ねた。このため

に彼はテルアビブ、パレスチナ、シリア、エジプトなどを直接旅行

して、聖書と歴史の現場を体験して、その上レンブラントとエルグ

レコの絵を見るためオランダとスペインを旅行して彼らの深い信仰

と芸術に大きな感銘を受けた。

　しかしポーラルロの死と第２次世界大戦の勃発でこの計画は中断

された。それだけでなくユダヤ人である彼には、この時期は苦難の

季節だった。結局、ニュ一ヨーク近代美術館の招請を受け (1941)

米国に亡命したのである。そして米国で愛する妻ベラを失うことに

なる (1944) 悲しみまで経験することになった。

戦争が終わり再びパリヘ帰ってきた (1948) あと、聖書版画作品

105 点を完成して、1956 年にしてポーラルの作業をうけついだテ

リアトによって「挿絵付の聖書」を出版することができた。

　シャガールは彼の自伝『私の生涯』で、彼が死産児として生まれ

たと書いている。水槽に捨てられた場合、息が止まったかもしれな

い。しかし彼は 97歳まで永く生きて、油絵作品だけでなく、版画、

陶磁器、彫刻、オペラとバレエの舞台装置と衣装、モザイク、壁画

と天井画、ステンドグラスなど、いろいろなジャンル出入りして世

界のそこここに数多くの作品を残した。しかしシャガールの多くの

業績の中のハイライトとされる一番大きな栄誉はニースに建てられ

た「国立マルク・シャガール聖書美術館」だと思う。

シャガールの聖書画の保存のために当時フランスの文化長官ア

ンデレ・マルローの主導で、政府が敷地と建物を準備し、シャガー

ルが絵を寄贈する形式で設立されたこの美術館は、その作品が抱い

ているイメージと象徴性を生かして企画され、世界最初のあつらえ

型美術館である。

　大型 17 個の連作シリーズ作品を展示するため、シャガールは、

しばしば光を強調して、既存の美術館が持つ権威的で形式的な形態

ではない自由な開かれた空間で一緒に創作を経験して、音楽などほ

かの芸術も共有できる明るく解放された美術館を望んだ。また建物

だけでなく、庭園までも最初のエデンの園のように自由で平和で落

ちついた雰囲気を持てるように願った。そしてこのために随時、建

築家と庭園師と会って意見を交換したのだった。画家の構成に見合

う霊的な魂が宿る聖書美術館の建立がこのようになされたのであ

る。

美術館には彼が人生の黄昏時に入って本格的に自分の芸術精神

と生の源泉になった「聖書」、特に旧約をモデルとした聖書のメッ

セージを込めた作品 450 余点が寄贈された。

　シャガールは、美術館の開館式の記念誌で聖書に対する自分の考

えと作品を通して願う寄贈の意味を次のように明らかにした。

「若かったときから私は聖書に魅了された。聖書は私にいつもすべ

ての時代のときのもっとも非常に大きい源泉として見えたし、今も

なおそのように見えている。それだから私は、人生と芸術の中から

その反映を追及してきたのである。聖書は自然の反響と同じもので

あり、私はその神秘さを伝達させてみようとがんばった……私は

人々がいかなる平和、どんな精神性と宗教性、生の意味を発見する

ことができるようにするために絵をこの美術館に置こうとしたの

である……すべての生が必然性で終末に向かって行くのだけれど、

我々は生きている間、我々の愛と希望の色で人生を色塗りしなけれ

ばならないのだ。まさにその愛の中に生の社会的論理があって あ

らゆる宗教の本質があるのだ。

　私の場合、芸術と人生にあっての感性はこのように聖書的源泉か

ら始まる……おそらく美術館に老若男女にかかわらず、訪れてきた

私の色と線が夢見ている友愛と愛の理想を探すのである。またどち

らにしても万人に対して私が抱いている愛の言語を語ることができ

る。さらにここには敵もいなくなるし、子供を生む愛情と苦痛を味

わう母のように愛の彩色法で愛の世界をなすことができる。そうし

て彼らの宗教が何であれ、すべてのひとはここにきて悪意と煽動み

たいなものとは距離を隔てて、夢に対して語り合うことができるよ

うになる。私はここでいろいろな人たちの高貴な精神的産物として

の資料と芸術作品が展示されることを願い、また胸に沸き起こる音

楽と詩を出会えることを願う。このような夢が可能なことだろう

か？　しかしながら生きることと同じで芸術にあってもその本質に

『愛』があるかぎりすべてのことは可能である」

　　　　　　　　　　

　シャガールの聖書画は、自分の生を反芻して真実性をこめて描い

ていることに我々を感動させる。「我々の人生から意味を与える唯

一つの色は、愛の色である。人生というのは暗くて悲しいものであ

る。しかしその暗くて悲しいことを歓喜に変えるのは『愛』だけで

ある」と証言して人類に愛のメッセージを伝えて生きた「どもりの

シャガール」に深い敬意を表す。　　
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李　景朝　　仰ぐ

̶ 戦争と文明 ̶　（１）
作家　李　景朝

紀元前8世紀のヘシオドと言う詩人は「神統記」で神々
とギリシャ各家の系譜を書いている。王や貴族の先祖は
神と人間との間に生まれている。神の系譜は空間のカオ
スがあり、ついで大地ガイヤが生まれた。ガイヤは万物
の母である。天空のウラノス・山岳・蒼海ポントスを生
み、ガイヤとウラノスからクロノスを首長とする巨人親
族・ティタネスが生まれた。クロノスは姉妹のレアを妻
とした。クロノスは生まれた自分の息子に支配権を奪わ
れるのを恐れて子供が生まれるたびに飲み込んでしまっ
た。レアはゼウスを産んだとき襁褓 ( むつき ) に石をく
るんで、赤ん坊のかわりに飲み込ませ、ゼウスを救った。
レアはオリンポスの主神の母となった。ゼウスは成長し、
クロノスに薬を飲ませ、飲み込んだ子供を吐き出させた。
ポセイドン、ハデイスその他はきだした。ゼウスはこれ
らの兄弟と協力して、巨人親族テイタンと戦いを始めた。
10年戦争、ティタノマキア、“巨人との戦い ”には人間
の力を借りないと勝てなかった。デルポイ美術館に石像
浮き彫りがある。ゼウスは天地を支配し、ポセイドンは
海洋を、ハデスは冥府を支配することになる。天地を支
配し、権威を象徴する鷲勝利の女神ニケを従える。神殿
が多くつくられた。
ペルガモン神殿には “ アテナと巨人の戦い ” がある。
王位を継いだ後での物語には “ アマゾンとの戦い ” があ
る。アマゾンには弓を射るのに射りやすくするため右の
乳房を切り取った。アマゾネ（乳房を取ったの意）好戦
的な女人族だ。トロイヤ戦争の時もトロイヤ軍を助けギ
リシャ軍を攻めた。
ルーベンスが “ アマゾンの闘い ” を描いている。ペリ
クレス時代アテネ人は精神文化の面ですばらしい成果を
あげたが、同時に交易や政治的勢力の発展で海上を制圧
した。貪欲に周辺諸国に侵略の目をむけはじめた。
アレクサンドロ大王がイッソスの戦いで、槍を構えた
闘志あふれるまなざしで、ダイレオスを追撃する（ポン
ペイで出土したモザイク画）がある。詩人や美術家は各々
独自の解釈で、構想力をはたらかして、描き伝えている。
アレクサンドロス大帝、紀元前３３６年ギリシャ・エ
ジプト・アジアにまたがる大帝の建設者フィリポロス２
世の子で、ギリシャ統一後暗殺された後、弱冠２０歳で
王位を継いた。少年時代アリストテレスに師事した。ギ
リシャ芸術や詩を愛する心を植えつけた。ギリシャ・マ
ケドニア連合軍を率いて東方へ遠征に出た。グラニコラ
ス河岬の戦いイッソスの戦い、アルベラの戦いでペル

シャ軍を連破、ペルシャ大王の壮大な宮殿に火を放ち、
これを焼いた。大きな鎌をつけた大戦車、象を使用した
り神出鬼没の攻撃戦術家で、東征はアフガニスタン、ガ
ンダーラ、インダス川インド西部パッタラまで達して帰
還する。アレクサンダーの計画はペルシャ軍を打ち破る
ことことだけであった。アリストテレスの独自な哲学の
影響はほとんど認められていない。半野蛮国から身を起
こした若い王子の全世界征服には都市国家こそ窮極の単
位であるという視点にしか立たなかった。
ローマには一千年に及ぶ長い歴史がある。ギリシャの
学問や文化を我が物として、全ヨーロッパを越えた世界
まで広めた。建築、美術、文学などギリシャ文明をロー
マ化した。壮大な建築物パンテオンやコロセウム、３大
陸に跨る巨大な水道の遺跡は征服戦争によって築いた繁
栄の文明であった。人間の歴史における狩採集が農耕牧
畜に転換した。発達した技術を持つ複合社会、いわゆる
文明が発達した。文明化した人間社会が最初に発達した
のは、ティグリス＝ユーフラテスおよびナイルの流域で
あった。特殊な地理的環境が必要で灌漑をほどこした土
地であった。同じ畠から耕作の力で毎年豊かな余剰生産
により増産になった分を支配者が搾取する機構が作られ
た。通商により利潤を上げた。人間関係における大きな
変化は、草原、ステップの牧民と戦士部族が中央アジアや
ウクライナから略奪蹂躙の進行をしたのが戦争のはじまり
だった。戦争に、冶金術発展による鉄の武器と車つきの乗
り物が使われた。商隊を襲い、村を焼いた。勝者には獲物
を分別して略奪品を積んで北方ステップへ去った。
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水原房次郎　蔵美術館　　Gallery  Fusajiro MIZUHARA
2015 年 春      ４月 25日 ( 土 ) ～ 5 月 8日 ( 金 )

秋    10 月 25 日 ( 日 ) ～ 11 月 9日 ( 月 )
11:00 a.m. ～ 5:00 p.m.　無休・入場無料　（春秋２週間開館）

京都府宇治市白川　藤川市左衛門邸内
〒611-0022　京都府宇治市白川川上り谷 74　

【お問合せ】 三代沢史子　TEL/FAX:  0463-32-8361

 Mizuhara.kura@GMail.com

http://mizuharafusajiro.com

川端彌之助作品展　　―長谷川良雄の水彩画とともに―
2014 年 11 月 29日 ( 土 ) ～ 2015 年 3月 29日 ( 日 ) 　10:00 ～ 16:00

　    土曜日・日曜日・祝日のみ開館
ただし、12月 27日 ( 土 ) ～１月４日 ( 土 ) は休館
入館料：大人 600（540）円、小学生 300（270）円
※ ( ) 内は団体（15人以上）料金
会　場：長谷川歴史・文化・交流の家（登録有形文化財）

〒 601-8024 京都市南区東九条東札辻町５番
主催：長谷川歴史・文化・交流の家
後援：京都市　  
協力：京都嵯峨芸術大学
お問い合せ：075-752-9191

紀元前四百年前後、ヨーロッパ北方では寒波が襲った。
ライン川が氷結して、マインツの町に通じる便利な道へ
と変わった。蛮族の軍隊は子供と家畜を連れて氷道を横
切りローマ属州ガリアに入った。ローマにとって帝国終
焉の時が始まった。スカンディナヴィア半島を出て、何
千キロも森林と平原を通り抜けての移動は、古代の世界
は息も絶え絶えの状態になり、中世の世界が生まれ出よ
うとした。この蛮族のゴリア侵入は古典文明の崩壊ロー
マ帝国の廃墟の上に形をとどめ始めた。ローマを征服し
たゲルマン人は無法で、無学で単純な兵士、戦闘と戦利
品を愛した。蛮族が侵入する以前から急激な勢いで衰え
ていた。耕作が盛んだった広大な土地が草の茂るまま放
置されていた。歴史上新たな中世期がおとずれた？繊細
なローマ式生活に当惑したが、文化水準の違う民族が遭
遇と融合という、歴史上新たな中世期がおとずれた？原

始的キリスト教絵画ロマネスク様式の建築、叙事詩、リ
ズミカルな詩は新鮮な息吹をたたえる。歴史上戦争は支
配者欲望と単純な動機からはじまる。
中国古代戦国時代、楚が宋を攻めようとして、公輸盤
という名工に雲梯（伸びる戦場梯子）を作らせた。これ
を聞いた墨子は、斉から楚まで十日十夜走りつづけ楚王
と面会した。「自分の家に車や絹綿のきものがあるのに
隣家の壊れた車や粗末な綿のきものを盗もうとしたとし
ます。これはどんな人間だと思われますか？楚王、「そ
れは盗癖があろう。」墨子は、「楚国は五千里四方があり
ますが、宋国は五百里しかありません。楚の雲夢 ( うん
ぼう ) にはサイ・水牛・鹿が満ち、揚子江、漢水には魚
やスッポンが満ちておりますが宋にはキツネやタヌキす
らおりません。楚が宋を攻めるとすれば、盗癖の人の仕
業と同類になりませんか。」
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2015 年 5月
第 4回 　KYOTO ART EXHIBITION　作品募集要項

◆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以内に収まる小品数点 

・立　体 ：立体造形（縦 50ｃｍ ×横 50 ｃｍ ×高さ 130 ｃｍまで）
・その他 ：小品 1点　売ってもよい作品（10号まで））
　　＊朗読 ･歌唱 ･音楽　参加（音響に制約がありますので事務局にご相談下さい。）

◆年会費　3,000 円　◆出品料　7,000 円　◆賛助会員　年会費　3,000 円
　　　会費は事前に振り込みをお願い致します。

郵便振込　口座番号：0980-1-201515　
 加入者名：平和を願う美術家の集まり

◆会　期　2015 年 5月 5 日（火）～ 5月 10 日（日）
　　時　間　11：00 ～ 18：00（最終日 17：00 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　トウキュウビル１階
TEL：075-255-1308

◆搬入　郵送・宅急便
郵送の方　5月 1日～ 3日に会場到着（11：00 以降）　宅急便にて下記へお送り下さい。
〒 602-8566　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１階　文化交流センター京都画廊 　TEL：075-255-1308

◆搬入と飾り付け　5 月 4日（月）　11：00 ～ 15：00
　　　※　作品をご持参の方はお手伝いをお願い致します
◆初日のプログラム予定　

11:00　開場　
16:00　オープニング・イベント　講演、詩の朗読、演奏等
18:00　パーティー

◆搬出　  10 日 ( 日 )17：00 ～ 19：00
※　宅急便で返送を希望の方は、着払いにてご返送致します。

◆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。

お問い合わせは事務局まで
事務局 　：〒 599-8238 大阪府堺市中区土師町 3-14-38　森田直子
　　　　　　TEL・FAX：072-242-6120　携帯：090-8560-1894
　関東地区：〒 254-0075 神奈川県平塚市中原 1-2-12　三代沢史子（ミヨサワチカコ）
　　　　　　TEL・FAX：0463-32-8361　携帯：090-1127-8982

E-mail：miyock@mc.scn-net.ne.jp

◆申込書締め切り　2015 年 3月 10 日
◆申し込み方法
申込書にご記入の上関東地区事務局までメール、FAXあるいは郵送でお送りください。



14

To the artists from foreign countries,

We are going to have the 4th KYOTO Art Exhibition in the coming May, 2015, next year. We’re very hap-

py to welcome your artworks for our coming exhibition, though we can accept only 2 exhibitors per each 

country due to the space limitation.

Please make your application by Feb.25th 2015, in accordance with the application guideline as below;

1) Period of the exhibition:  from May 5th (Tue) to 10th (Sun),2015

2) Gallery hours:  from 11:00 to 18:00 (Last day 17:00)

3) Venue:  KYOTO Gallery (Kyoto cultural exchange center)

4) Address:  Tokyu Building 1F, 4-48-17 Kajii-machi, Imadegawa-oriru,

      Kawaramachi-dori, Kamikyo-ku, Kyoto, Japan / Phone No:075-255-1308

5) Deadline for application:  Feb.25th, 2015

6) Max. size of your artwork:  For two-dimensional work – W 160cm x L 130cm, 

for three- dimensional work – W 100cm x L 150cm x Depth 100cm 

7) For those who want to sell your work, please let us know the price beforehand.

8) The title and materials of your work

9) Your brief CV: about 10 lines

10) Exhibition fee: free of charge for exhibitors from abroad only

11) Please send your artworks at your own expense by April 20, 2015 to the address:

To: Ms. Naoko Morita, 3-14-38, Haze-cho, Naka-ku, Sakai-city, 

Osaka, 599-8238 Japan  Phone No:072-242-6121

You could also bring your artwork with you directly to the KYOTO Gallery at 11:00 May 4th.

After the exhibition, we will send your works back to you only on collect payment basis.

If you have a desire to stay at a hotel in Kyoto during the exhibition, please let us know about it at your 

earliest convenience. We will be happy to help you with your hotel reservation. For your information, 

due to a week-long holiday we annually celebrate in the beginning of May in Japan (we call it a Golden 

:HHN���WKH�WRZQ�LQ�.\RWR�ZLOO�EH�YHU\�FURZGHG�DQG�HYHQ�WKH�KRWHO�UHVHUYDWLRQ�ZLOO�EH�GLI¿FXOW�LQ�WKLV�VHD-

VRQ��+RZHYHU��ZH�PD\�¿QG�GHFHQW�KRWHOV�DW�WKH�URRP�UDWHV�LQ�WKH�UDQJH�RI�<HQ������a����������SHU�QLJKW�

for you. But it depends on the availability, of course, so the earlier, the better!  

If you have any questions, please feel free to contact us at any time:  Ms. Akiko Kondo E-mail:  chage@

mui.biglobe.ne.jp 

Look forward to hearing back from you.

With best regards
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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
・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　森田直子
賛同してくださる方　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.
$V�\RX�NQRZ��VRPH�RI�WKH�SHRSOH�ZKR�ZHUH�UHVSRQVLEOH�IRU�FRQWUROOLQJ�WKH�QXFOHDU�SRZHU�SODQWV�ÁHG�WR�.DQVDL�RU�DEURDG��
as soon as they knew what would happen. The whole nation include the people who had been living in that region was 
taught nothing. We had no choice but to stay where we had been, and just to believe the announcement through media, 
“We are safe. Don’t be panic.”
“We must act for something!”This is the cry from bosom of our souls. Three artists decided to set up a small organiza-
WLRQ�FDOOHG��´WKH�*URXS�RI�$UWLVWV�:KR�:DQW�3HDFH�µ�$QG�WKLV�LV�DOVR�WKH�EHJLQQLQJ�RI�´.<272�$57�(;+,%,7,21�µ
We believe that we, human beings, cannot live with nuclear energy. We have to abolish nuclear weapons. We have to 
abolish nuclear energy. We have to sustain our beautiful and precious nature for the future. We declare anti-nuclear, 
antiwar and anti-nuclear energy. We want peace. We have to build it because we, the all people who live in this world, 
are responsible to manage our planet, the Earth. 
We are a group of people who just hope to have peace for human beings. We plan to show the works of artists who also 
want to have peace in our daily lives. We wish that you will feel our desire through those art works in our exhibitions.
We have made following plans,
��KHOG�.\RWR�$UW�([KLELWLRQ�DQQXDOO\
��SXW�RXW�RXU�QHZVOHWWHU�WZLFH�D�\HDU
��KDYH�H[FKDQJH�PHHWLQJV�ZLWK�DUWLVWV�DEURDG
The purpose of art is not only attracting viewers, but expressing the artist’s thoughts or desires which have been cher-
ished 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.
2UJDQL]HU�RI�´WKH�*URXS�RI�WKH�$UWLVWV�:KR�:DQW�3HDFHµ���.HLFKRX�/HH��&KLNDNR�0L\RVDZD��1DRNR�0RULWD
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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【事務局】
　　〒 599-8238　大阪府堺市中区土師町 3-14-38
　　TEL・FAX ：072-242-6120　森田　直子
【関東地区連絡先】
　　〒 254-0075　神奈川県平塚市中原 1-2-12
　　TEL・FAX ：0463-32-8361　三代沢史子
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◆会報担当の紹介
【会計】　田中捷子様、初回からご苦労様でした。田中令子様に交代します。

賛助会員でお振込みがまだの方はよろしくお願いいたします。
【広報】　大野起生、山田正人、敦井規代、花木朋子
【発送】　遠藤はつゑ、楠晶子

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

京都市上京区河原町通今出川下る梶井町 4-48-17
　　　　　　　　トウキュウビル 1階

TEL・FAX   075-255-1308

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　　 http://www.waneibunkasha.com
〒577-0805　大阪府東大阪市宝持 1-2-18
TEL・FAX　06-6725-0430
営業時間　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　　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）

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


