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明 日 へ の 美

ごあいさつ

「戦争が出来る国」へと安全保障政策転換を進めている。
安倍首相は国家の審議前に米議会にて集団的自衛権行使の指針・ガイドラインを変える決意を説

いた。太平洋戦争、他のアジア侵略で数百万人の人々が犠牲になった。二度と愚かな戦争を繰り返
してはならない。

戦後 70 年平和国家としての道を歩んできた。国家の運命を動かすのは一握りの政治家だ。人命
尊重・平和と自由な国家へ。

反戦、反核、反原発の KYOTO ART EXHIBITION を立ち上げ第４回展を多くの賛同者の協力に
よって終えた。

お礼と共に次の第５回展にもご支援を願っております。
李　景朝
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第４回  展 覧 会 の 報 告

第４回 KYOTO ART EXHIBITION は５月５日～ 10 日、文化交流センター京都画廊で開催いたしました。５月はずっ

と雨が続きこのまま展覧会を迎えるかと心配しましたが、幸いにも会期中は天候に恵まれ 300 余人の来場となりま

した。

終戦 70 周年を迎えた今年は「イケイケどんどん」の首相が集団的自衛権の行使、沖縄・辺野古米軍基地への強力

な実行、そして福島の復興はおろか汚染の垂れ流しなど、あまりにも多い問題を抱えています。そんな中、作家たち

は何が何でも今年は出さないわけにはいかないとそれぞれの置かれた立場からの強い気持ちを伝えてきました。

海外からはアメリカ、韓国、クロアチアの作家が出品、また、ライブの参加 ( 作詞家を含む )、全部で 47 人の出

品となりました。

会場では、洋画、書道、彫刻、布作品、陶芸、その他の個性豊かな作品に来場者はしばし足をとめていました。

初日のイヴェントは超満員となり、田中国男氏の講演「詩と絵画―もう一つの生きる身体」、中山直子氏の「私の

詩の朗読」、飛び入りで川端彌之助氏について御子息様が生前のご活躍について話されました。続いて水島照美氏の

ライブ、KASHIMOTO 氏のロシア民謡の演奏をお楽しみいただき、盛況のうちに幕を閉じました。　

（三代沢史子）

◆　初日（展示会場・オープニングイベント）の写真

京都画廊正面

会場内風景（正面・奥左側） 会場内風景（奥右側）

会場内風景（入口より右側）
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呼びかけ人 3 名のあいさつ オープニングの来場者

中山直子氏の「私の詩の朗読」

田中国男氏の講演「詩と絵画―もう一つの生きる身体」

KASHIMOTO 氏のロシア民謡演奏

水島照美氏のライブ

父・川端彌之助氏について川端一彌様からのお話
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私の詩の朗読
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山 直子

　

５月５日（火）に第４回 KYOTO ART EXHIBITION のオー

プニング・イベントで「私の詩の朗読」をさせて頂きまし

て、本当にどうもありがとうございました。森田進・直子

様ご夫妻を以前からとても尊敬していましたので、お引き

受けさせてもらいましたが、下手でしたが読ませて頂いて

とてもうれしかったです。

　「平和を願う美術家の集まり」というタイトルと「反核　

反戦　反原発」という言葉が気に入って、特に「反核　反

戦　反原発」はわかりやすいし、音の響きもいいと思い、

これを念頭に置いて、私の詩をいくつか組み合わせて読ま

せて頂くことにしました。子どもの頃、身近に国語の先生

の伯母がいて、話し方や朗読の仕方を、しつこく教えてく

れていましたので、昔を思い出してやってみました。

　練習していると、突然、娘から電話がかかってきました。

「子どもたちに、ばあばを見せておかなくちゃ。船で行く

からねぇ！」「ちょっと待ってよ」と言っても「もう、京

都の安いお宿も見つけて予約したんだもの。」

娘は四国の高松市の郊外に住んでいます。京都に来るに

は、高松港からフェリーで神戸に渡るのが安いし早道なの

だそうですが、それにしても相当にワイルドな四人兄妹の

小中学生が、万一会場で大切な作品を壊しでもしたらどう

しましょう……早速、直子さんにお電話して相談しました

が、いっこうに構いません、どうぞ来てくださいとかえっ

てよろこんでさえくださってありがたいことでした。

結局、来ることになり、私は思いついて、ぬりえ、きせ

かえ、折り紙、ノート、色鉛筆などを人数分買いそろえて、

京都行きの荷物にいれました。

　会場では、すみっこに小さいテーブルを出していただい

て、みんな、お絵描きなどしながら、ちらちら前の方を見

ています。どれだけわかってくれたでしょうか。でも、心

配はしましたが、四人の小中学生が、みなさまにあたたかく

見守っていただきながら、参加することができたのはほんと

うに嬉しいことでした。どうもありがとうございました。

　その日はじめて会場に着き、みなさまの作品を拝見いた

しました時、ああ、ひとつとして同じものはないのだ、と

感心いたしました。当然といえば当然のことなのかもしれ

ませんが、Ａｒｔというのはそういうものなのだし、また

そうでなければならないのでしょう。人間に一人として同

じ人がいないようにです。そしてそれこそが多分平和のも

となのではないでしょうか。平和でなければ、芸術的なも

の、心のこもったものは、立ちあらわれて来ないのです。

そして、戦争になったときに、もっとも嫌われ、目のかた

きにされるのが、この「ひとつとして同じものがない」と

いうことではないでしょうか。

　一番最後に読ませていただいた、「ドイツロマン派の雲」

という詩があります。この中で､ 雲がドイツ時間の真夜中

に抜け出してきた、もとの絵は、実はカスパル・ダーヴィッ

ト・フリードリヒの「窓べの女性」の絵なのです。若い女

性がこちらにうしろ姿を見せて、開いた小窓により添って

おもてをながめています。小窓の上は高いところまでガラ

スをはめた別の窓になっていて、広く空が見え、いくつか

の面白い形をした雲たちが浮かんでいます。ベルリンの国

立美術館にある絵です。この雲の、正確にいうと頭の方が

丸っこい形をしたひとつが、深夜絵を抜け出して、日本時

間の午前中に私の家にお客にやって来た雲なのです。雲は

うちのソファにすわって、おしゃべりをしました。

　「全体主義は大きなあやまりです」というのが雲の意見

です。「感情とか愛とか　そういうものをもっと丁寧に　

大切に扱わねばなりません　真に生命がやどるのは個々の

実在なのですから」そう雲は言います。「野の百合　空の

鳥　というではありませんか」「今日ありて明日は炉に投

げ入れらるる　野の草をも　神はかく装い給へば……」こ

の言葉は聖書のマタイ伝福音書第６章にでている言葉です

が、神さまはすぐに枯れてしまう野の草さえ、　一本一本、

一番豪華な着物を着た王様よりももっと美しく飾ってくだ

さるのです。ですから　一人ひとりの作品、一人ひとりの

人間がそれぞれ全く違う表情を持ってそれぞれに美しいこ

とこそが、大切なことでしょう。そして、もしもの話であ

ることを切にのぞみますが、もしも全体主義が戦争の準備

をととのえおわったなら、全体主義はただちに「一人ひと

り違うということ」を暴力によって禁止するでしょう。

　どうぞ美術家のみなさまは、大いに自信をもって、一人

ひとり違う作品を創造されてください。それが平和のもと

なのだと私は思います。
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第４回「平和を願う美術家の集まり」講演 　　

詩と絵画 ― もう一つの生きる身体 ―　　　　
田中 国男

◆　はじめに　
ただ今、森田直子さんよりご紹介にあずかりました田中国男で

ございます。

本日は、「平和を願う美術家の集まり」展のオープニングにお招

きくださり、まことにありがとうございます。実は去る２月初め、

本会の主催者である森田ご夫妻より「芸術について」何か話をし

てくれませんか、という依頼を受けまして、少し戸惑ったのです

が、それで私のささやかな経験を交えての詩と絵画についてなら、

少しはお話できるのではないかと申しましたところ、それで結構

だからということで本日、出席させていただきました。

それでは早速、本日のテーマ「詩と絵画―もう一つの生きる身

体―」について、お話させていただこうと思います。ただ、本日

の会は、美術家の方々が多数のようで、ご期待に添える内容にな

るかどうか、甚だ不安なのですが、そのあたりはどうかご容赦く

ださい。

　私は今日まで詩を書いてきてかれこれ五十年近くなりますが、

元から詩を書こうなんぞという意識もなく、ましてや特別、詩を

求めて詩のために生きていこうとしていたわけでもなく、そんな

自分が詩を書き、それを補完するように絵画も描き続けてきたわ

けですから、今でも自分ながら不思議でならないのです。しかし、

私にとってどこか詩のことばでしか救われない、その時々の現在

（いま）があったというしかありません。そこで、それがどうして

「詩」でしかなかったのか、また、絵も手放せず今日まで描きつづ

けてきたのか、さらに、他にも詩論や詩人論、教育や地域・風土

社会の動向など多岐にわたり書いてきましたが、それもこれも全

部、その折々に私を衝き動かした詩魂（声）のなせることで自在

にまかせてきましたが、そのあたりの体験を交えてお話させてい

ただこうと思います。

◆　山村の分校の教諭として

私は大学を卒業（1966 年 ) しますと、京都府立高校教諭とし

て一山村の昼間定時制高校の分校（当高校の分校は三校に分かれ

ていた）に赴任し、他の分校へも巡回指導に行きながら、下宿生

活（５年間）をして９年間勤務します。赴任した当時から、働き

ながら学ぶという意義が失われたとして、既に当分校は最弱小分

校として廃校が真っ先に囁かれていたのです。

実際、赴任して５年後には農業科や家政科の専任教諭が次々と

転勤されます。残った者は専任教諭三人と助手の先生が一人だけ

となり、私は国語、社会の教科以外にも臨免で美術も合わせ担当し、

私と同期の教諭も同様に、他の教科や陶芸教室までやり、不安定

な生徒たちの指導に当たります。農業科の教師は非常勤講師でやっ

てもらう、とにかくすべて分校内でなんとかやってくれ、そんな

状態が最後まで続きます。私は分校の最後を見届けるつもりでい

ましたし、その予定で既に私自身の人事配置も、三分校内の協議

の末、決まっていたのですが、突如、転勤（市内の全日制高校）

を言い渡されるわけです。

当分校は私が転勤して２年後、募集停止となり、やがて廃校と

なります。あの頃と言えば、急激な経済成長真只中で、製造業に

おける大量生産「行け行けドンドン」状況でした。生徒たちの就

職率は確かに高かったのですが、一方、農業の方は、これまでの

「土作り」農業から一転して、急速に機械化が進み、やがて農作物

を絞り、農業労働の「商品化」へと変化していきます。1970 年

からコメの作付けを一律的に制限するという減反政策が 2004 年

まで続くわけです。

あの頃、直接であれ、間接であれ、時代の危なっかしい速さ、

変化をやむを得ず受け入れざるを得なかったわけですが、一方、

そういう自分に無性に腹立たしくて、一体、いかなる処方に拠っ

て自分の思いは救われるというのか、そんな気分が渦巻いており

ました。

そして、50 年が過ぎた今日、現在はどうでしょう。弱小分校の

統合・廃校問題どころではなく、市町村レベルでの全国至るとこ

ろの合併・統合が進み、農村の農業の後継者問題どころではなく、

人口減少と相俟って、今では弱小市町村の存続が危うくなってき

ている状況です。

話はまた元へ戻します。赴任したばかりの分校の先行きの不安

と重なって、私が赴任して一年が過ぎようとしていた秋でしたか、

突如、私の個人的なことで生活が一変するのです。詳しくはお話

できませんが、退職したばかりの父親が事業に失敗して、私の生

活の余裕が奪われてしまうということがあったのです。

長網孝子　石の花

◆　「あかんあんちゃん」の誕生

昼間は仕事にまぎれて、生徒たちの身体から走り出すまっすぐ

な声、まっすぐな感情に救われはするのですが、長い夜、下宿部

屋に一人いますと、父親を責めるのも限りがあり、先の描けない

失望感や不安感に鬱々としていたのです。ついには人間不信とい
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うよりは大人不信の先に自己不信、自己嫌悪にかき乱されて、情

けないことにため息のように、全身、声となってあふれ出してく

るのです。なにをどう表現すればいいのか、ただただ声となって

溢れてくることばを大学ノートに書いては、疲れてくれば寝ると

いう日々がつづきます。

　そんな時に書いた詩的散文が「阿呆人間の絶叫」や「愚者の小

言」、「二十四歳の情景」」など、他にもいくつか書いて、そのうち

自然に噴き出してきたのは、かたちのくずれた方言、「あかんあん

ちゃんほんまにあかん」というフレーズだったのです。それを書

きとめたのが連作・詩画集『あかんあんちゃんほんまにあかん』（初

版 1975 年地帯社）です。この「あかんあんちゃん」の連作を書

き続けていた時ほど、既成のことばたちを脱ぎ捨てるように、あ

らゆる価値観からも解放されていくような、つまり、漢字のもつ

観念的なものを脱ぎ捨てていくような、自分の現在（いま）を拓

いていくような感覚、一体感を味わうのです。

川端明子　　守護

　普通なら、個人の日記帳のように書きとめておくだけなのでしょ

うが、また、逆に文学を志している者なら、すぐさまどこかの雑

誌に積極的に投稿するのが普通なのでしょうが、私のはただ吐き

出すだけだったものですから、数ヶ月間、そのままにしておきます。

けれどもなぜか時間が経つと、書いたものを誰かに伝えたい、

知ってほしい衝動が抑えきれなくなって、そこで私の投稿が始ま

るのです。しかし、どんな雑誌に投稿していいものやら皆目わか

らなかったわけですが、ある時、公務で市内主張の帰りに、たま

たま立ち寄った書店に雑誌「関西文学」を見つけ、それをパラパ

ラと開くと、そこに「三文評論」、や文藝紙「文藝タイムス」の広

告が出ていたものですから、一冊買って早速、「三文評論」や「文

藝タイムス」に投稿し、それが掲載されるわけです。しかし、最

も発表したい「あかんあんちゃん」の一連の作品は、どうしても

投稿できなかったのです。数年、そのままにしておきます。

つまり、こういうことなのです。人間はみな、働く生活者であ

るわけです。生活とは表層の価値観や感情の次元で坦々と営なま

れているわけです。しかし、一方、深層の次元では、個々の意識

と身体は、その表層の価値観や感情を突き破ろうと、拓こうと、

その想像感情は、絶えず流動的であることなのです。

その意味で言うなら、人は、常に世界の受動と能動の混在、混

交の真っ只中に立っていると言えます。むろん、人の深さ、反応

には個人差があります。しかし、詩（声）を鋭く感受する人間は、

この二つの層のバランスの極みで「詩」をイメージし、想像して

詩＝言葉が危うく立ちあがる、というのが普通なのでしょうが、「あ

かんあんちゃん」だけはそのバランスをも呑み込んでしまうほど、

私を躊躇させたわけです。

書いた当時の感覚は、おそらく野生の狂気、憤怒、夢想、幻想

の混在、混交の得体の知れない無意識の叫びに近いもの、もっと

根源的、原初的なエネルギーと一体化する情念＝エロスと言いま

すか……。通常の詩として成り立たせようとも、そのバランスを

呑み込んでしまうほどの滑稽、珍種極まりのない、ちょっと危な

い詩の心的様相と勝手に思ってしまったのです。――そして２年

後に決心して発表するのです。

その作品が大阪文学学校通信部のテキストとして紹介されて、

ここではじめて現代詩という、広く自由で、開放された、人間性

そのものの総体なる理想の世界、共通感情が分かち合える世界が

あることを認識したわけです。つまり、感受したまま、想像した

まま自由に書かせるものであっていいのだと思ったのです。

それを証明するように、当詩の連作の批評はさまざまでした。

小野十三郎先生は手厳しく「私という一人の読者から言わせば、

パロディのおもしろさに不感なのか、語呂合わせみたいなところ

にはついていけない。きみはきみの道を行け」と。また、復刊版

（1986 年素人社）では、正津勉さんが「現代詩手帖」で「カッコ

付きの現代詩をぶっ飛ばすだけのものがある」と、さらに図書新

聞では「一種、宗教的な世界と同時に、人類がぎりぎりに追い込

まれた地点で、その生存にかけて喘ぐ姿を現しているようだ……」

など、その批評の捉え方は、詩で絵画を描いているような全く多

様な想像と広がりの、個々に大きく自由な暴走の円を描いており

ました。

◆　もう一つの生きる身体

私はこの連作詩を通して大きな力を得ました。と申しますのも、

この連作詩の背景にはさまざまな事情をかかえた生徒たちの声が

あります。この声たちは、私の諸々の暗さを癒し、考えさせ、感

動という言葉を何度も与えてくれたのです。それは言葉の次元（修

辞）などの世界ではなく、無言に渦巻き、実につつましく真っ直

ぐに突き出してくる若い感覚の声たち、既言語の世界から最も遠

くに隔てられながら、より生きようとしているけなげさと明るさ

の身体たち、最も根源的な身体のうねりそのものからの気配の列

は、私を静かに奮起させたのです。一点の光を得たような感動だっ

たのです。かれらの無言の声こそ、詩の言葉なのです。　

私は、あの時、あのようなひらがな書きで書くしかなかったの
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だというしかないのです。そして、詩は書くために書くのではない、

自然に書かせるのだ、書かずにはいられないから書いてしまうの

だ、ということです。その時の現在（いま）こそが、いつだって

詩の言葉なのです。それを私は「もう一つの生きる身体」と勝手

に名づけているわけです。この「もう一つの生きる身体」は、公

私という身体の区別はないのです。生活全般、つまり、個々の生

活者は、一つのことだけに集中して生きていない以上、私もまた

一生活者として混在、混交の思いや記憶、感情一切の心的守備範

囲こそが、より明日へ、より生きようとして、私に今日まで詩の

声を届けつづけてくれたのだと思えるのです。いまも私を衝き動

かす声がするのです。　

◆　絵画との出会い

さて、ここからやっと絵画の話になるのですが、こうして夜々、

下宿部屋で詩や散文を書いて投稿を続けるのですが、その三年後、

1969 年、これも予期せぬたまたまの事なのですが、釜が崎詩人

の東淵修さんから大阪の高麗橋画廊で詩展を開催するので出展し

てみないか、というお誘いを受けまして、私としては当時の生活

リズムからすると少々面倒くさく思いながら、はじめて詩展なる

ものに出品するのです。

黒のケント紙を買い、それに白のポスターカラーで書くのです

が、そこで何枚か残った黒のケント紙に、ほんの趣味のノリでな

んとなく浮かんできたイメージを絵筆ではなく、ボロ布で描いて

みたのです。そんな時、幼い頃より一緒に過ごすことが多かった、

当時、絵が好きで画家や版画家との交流もあった従兄弟が訪ねて

きまして、その絵を見せたところ、「これはいい、これはおもしろ

いからどこか公募展へ出品してみてはどうか」と何度も言ってく

れるので、丁度、手近なところで開催される群部三丹の美術展「福

知山市美術展」に 2 点出品したところ、2 点とも入選したもので

すから、それで、翌年（70 年）、試しに 10 号の絵を春の「京展」

に、さらに 50 号の作品 3 点を夏の「関西国画展」に出品し、い

ずれも入選したものですから翌年（71 年）から「行動美術展」を

主に本格的に 100 号、時にはそれ以上の号の絵を以後、13 年間（83

年まで）連続して出品します。入選した絵が気入らず、そのキャ

ンバスの上に新たに描くということも多々ありました。いずれの

画も絵筆は一部、殆どぼろ布で一、二日間集中して一気に仕上げ

るといった乱暴なやり方でした。

テーマは漠としていて、もやもやとした生の不条理でしたが、

それも描いていくうちにわからなくなっていくわけです。下書き

もなにもなくて、最初は 100 号の真っ白いキャンバスに圧倒され

てどうにでもしてくれ、といった感じですね。じっとキャンバス

を睨みつけているだけなのですが、そのうちボロ布を掴んだ手は

無意識に動き走り出して、仕上がるまで絵の正体はわからないの

です。時に、なんだか世界の終末的リヒリズム絵図のような、全

くボロ布の手は謎なのですね。とんでもない世界へ踏み込んでし

まったような絵が多いのです。本当のところ、タイトルなんか、

どうでもいいと思ってしまうわけです。この感覚は、あの「あか

んあんちゃんほんまにあかん」の五感、直感に通じる高揚感と言

いますか、激しい無言の没入状態と言いますか……。

内田直子　　命の内部

◆　父が改造してくれたアトリエで

こうして絵を描くのですが、描くアトリエもなにもないわ

けですから当初、数年間は、田舎の納屋のコンクリートの地

べたに茣蓙を敷いて、そこにキャンバスを立てて描きます。

土曜は深夜、裸電球の下で遅くまで、また、日曜の午後な

どはわが子を背負って描くこともありました。事業に失敗し

て私に強いことは言えなかった父親が「お前の本分は別にあ

るだろう」とやや遠慮がちに心配するわけです。そのうち父

親がひそかに大工の伯父に頼んで納屋とは別に建っていた僅

か四畳半ぐらいの柴小屋を改造して私のアトリエにしてくれ

たのです。その４年後、父親は他界するのですが、そのアト

リエで書き下ろした詩集が『野辺送り』（1980年七月堂）です。

こうして、その後もこのアトリエで描きつづけ、83 年でもっ

て今日まで一切の公募展への出品は止めます。その区切りに、

これまで出品した作品を詩画集『地の旅』（1984 年白地社）

として出版します。

その後も絵は感覚的に響くものに出合えば、小さなベニヤ

板に自然に描くという、そんな日々を続けます。詩と絵画に

出合って長く描（書）いてきますと、少なからず詩人や画

家、さらには、当展に出展されている書家の山本万里さんと

も出会うわけです。そして意気投合すればご一緒して詩画集

や詩墨集を出して、大きなエネルギーをもらいます。詩画集

『いないいないばあァ』（1983 年白地社）、『どないするのえ』

（1991 年素人社）、『京の台所歳時詩』（1995 年行路社）、そ

して詩墨集『花季の舟』（1988 年素人社）などがそれです。
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◆　視覚的詩人と触覚的詩人

さて、時間も迫ってきて、絵画のお話があまりできなくなって

きましたが、私が今日まで絵が手放せないのは、基本的には絵は

色彩と形なのでしょうが、私はやはり色彩の持つ心理宇宙と言い

ますか、無意識におのれの思い描く色彩心理の深層に迫っていく

と言いますか、それに素直に応えてくれると言いますか、その無

言の全身投入による想像運動に魅かれるからだと思います。から

だに張り付いたことばが無言の中で剥がれていく、あとは色彩感

覚だけが研ぎ澄まされて、手に握るボロ布だけが無言で走り出し

ていくと言いますか……。

もう一つ絵画の魅力は、私が観る側の立場に立ちますと、絵の

深さと広がりはいかなる巧みなことばを使っても説明、解釈でき

ない世界だからでもあろうと思います。

時折、テレビ等で絵の雄弁な解説をされているのを見ることが

あるのですが、いつも「本当にそうだろうか？　作者に直接、聞

いてみないとわからないし、また、見る側の感じ方も色々あって

広く作用しているわけですから」と思うのです。それほど、絵は

ことば＝活字と違って、観る側の人生観や体験（記憶）とかかわっ

て、その見方、感じ方の広がりは、自由で、さまざまなのです。

これは余談なのですが、作品を創作、制作する側の立場から言い

ますと、どうも詩人にも画家にも視覚的詩人（画家）と、触覚的

詩人（画家）がいるように思います。これは風景を外側から正確

に観察、写し撮る詩人（画家）と、風景の中にいて、その折々の

動きに反応し、感受する詩人（画家）がいるようです。

私は多分に後者の、多面、多様に感覚、感受する者のように思

います。最初、趣味の感覚で描いて楽しんでいたものが、いつし

か無意識に詩と連動するようにキャンバスに向かい描き続けてい

たことも、そのあたりに関係しているのではないかと思っていま

す。

これまで私は詩と絵画をずっと書（描）いてきた者ですが、また、

私はその土地、その地域、生活圏に根を降ろし、そこから都市の

現実を見、さらには海を越えた向こうの「はだしの街、はだしの

国々」を想像してきた者として多少は言えることですが、これは

私にとっては、見慣れた一切をあらためて、ふれ直し、問い返す

ことでもあったのですが、このあたり、方言のもつ生活圏の細や

かな生活の機微となりますと、絵画ではなかなか表現できないよ

うに思うのです。これは双方の創作、制作を体験してきたから言

えるのです。

また、もう一つの忘れもしない記憶体験から言うのですが、昔、

私が「行動美術展」に出品し出した頃、その行動展の創設会員で

あります向井潤吉先生の「民家」を描いた画を何度か観たことが

あります。最初に観たのは、私が「行動美術展」に出品した頃で

すから、1970 年代の初めだと思います。今も鮮明に記憶してい

るのですが、それは、飛騨の残冬だったと思います。向井先生は

私の故郷まで来られ、古い「民家」を描かれたという記録が残っ

ているぐらい全国の小さな村々を廻って「民家」を描いてこられ

ました。この一連の先生の絵の魅力は「ふるさと」への郷愁であ

ろうと思うのです。当時、私の感想は、村で生活していた自分の

ような者が「民家」を観るのと、都会しかしらない者が観るのと

では、その差は大きいだろうと思ったものです。当時、向井先生

の絵に魅せられたのは、日本の自然環境が大きく変化する高度成

長期への真っ只中であり、特に郷愁を抱いた人々は、地方から都

会の荒野へ上京して苦労している生活者の「ふるさと」への郷愁

であっただろうと思います。つまり、絵画はどこまでも一人ひと

りの違った想像にうちに、さまざまな謎を秘めていて、それだか

らこそ、どこまでも一般的普遍的広がりにとどまるだろうと思う

のです。

◆　たった一つの自由なる想像世界

ところで、方言のもっているその土地、地域の歴史、ややこし

い風習や習慣、共同体の特殊な息づかいなどは、絵画では表現で

きないように思うのです。これも土地に根を降ろし、詩と絵を書

（描）いてきた者ですから、そう思うのです。極論を言えば、アイ

ヌ語や沖縄語の生活語、生活史の細やかな機微は、絵画ではなか

なか表現できないだろうと思います。

私がこれまで詩集『野辺送り』（1980 年七月堂）、『野の扉』（1982

年矢立出版）、『村』（1989 年白地社）の詩篇を共通語で書きながら、

どこか生活の息づかいに、もの足りなさを感じてきました。自然

に「方言詩」に辿りついたのも、そのあたりの背景が影響しての

ことだろうと思っています。

ただ、画家でも詩作者でも、描かれた世界に、その人自身の世

界観が想像できるゆえに、個性以上の存在の尊さを感受できるの

も事実です。

こうして、詩と絵画を書く日常は、「もう一つの生きる身体」と

して、いつしか私の内的生活リズムとなり、自己の「現在」を問

いかえす、さらなる内的生活リズムを作り出す希望であり、救済

であり、祈りですらあったと思います。

私はいまだに詩と文学、ましてや芸術に結びつけるのに躊躇し

ているのですが、もし、私にとって詩とは、と問われたなら、そ

れは自分の「現在（いま）」と出合う、拓いていく実感、それは世

界の無数混在、混交の人々に語りかけようとする、たった一つの

自由なる想像世界なのだと思います。それが夢の無力、善の無力、

謎の無力と謗られつづけてもです。

持ち時間を過ぎてしまったようです。本日はかくも多くの方々

にお集まりいただき、最後までご清聴、まことにありがとうござ

いました。
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－平和を願う美術家の集まり－に参加して

　　　　　　　　　　　　

国画会会員　岩井 博石

2011 年、李景朝先生のお誘いを受け「KYOTO ART 

EXHIBITION」への出品が始まりました。「反核」・「反戦」・

「反原発」など平和を願う美術家の集まりという大きな

主旨のもと、今年も参加させていただきました。年々と

その輪は着実に広がっているという実感を得て益々この

集まりに参加できて良かったと感謝しております。

画家として絵画を通じて人々にメッセージを伝えるこ

とは大変難しい仕事だと常々に痛感しております。15

年程前までは、車椅子に座る自画像を描いていました。

色々な風景の中に人物を登場させ物語性の強い作品でし

た。車椅子に座る人物が上方を見つめ、これから大きな

希望を持ち羽ばたいて行きたいというような絵も描きま

した。

しかし、ある時期からこのような直接的な表現に疑問

を持ちはじめました。この世に存在する全ての「もの」

の「存在」を絵画としての物語性を排し、固有色や従来

の光と影の表現、また遠近法からの脱却を目指しつつ鑑

賞者にもっとシンプルにメッセージが伝えられる様に制

作に励んで行きたいと思いつつ試行錯誤の毎日です。一

日の制作が終わり良く出来たと思っても、翌朝がっかり

ということが殆どですが……。思うようにならない作品

に落胆し気分転換にと他の事に目を向けようとしてもな

かなか気晴らしにはならないものです。

日常、近所を散歩したり自動車の中から見る風景で、

道路のひび割れから逞しく伸びるタンポポや古い家屋の

屋根瓦の間から生えている雑草など、本来はその場所に

存在するのは不自然な物でも、自然が創り出した「art」

は見事に美しく私達に不自然さを感じさせず「存在」し

ています。しかし、現代社会はその美しい自然を破壊し

自然の秩序を乱してしまいました。

最近では心無いテロリストによる大切な世界遺産や世

界各国の美しい街並み等の破壊に心が痛みます。宗教の

違いによる人種間の争いは絶えず、人質の殺害など様々

な問題が山積しています。また、人間の身勝手な解釈に

よる行き過ぎた開発によって温暖化が進み、今までには

なかったような大雨による洪水、雪崩、地震なども多発

している現状です。遠くから私達を見ている神様が、「お

前たち、もういい加減にしろよ」と怒られているかもし

れません。

一度壊れてしまった自然は元には戻りません。今から

でも私たち人間が深く反省し正して行かなければなりま

せん。私自身もあらためて、なぜ絵を描いているのか、

なぜ描かなければいけないのか、自分には何が出来るの

かを問いかけて行きたいと思います。ただふと我に帰る

と、生まれつきの脊椎損傷の病気で子供の時から歩くこ

とが出来ず車椅子の生活の自分がこんな事が言えるのか

自責の念に駆られます。

現代社会の発展によって私のような障害者は外にも出

られるようになり、手で操作出来るように改造した自動

車を運転して毎日仕事に行く事が出来るようになりまし

た。最近は電車やバスにも乗れます。今まで階段しかな

かった駅にエレベーターも沢山出来ました。駅構内やそ

の他の公共施設、企業のビルなどにも車椅子用のトイレ

も完備され私のような障害者の行動範囲は大きく広がり

ました。大変有り難いことです。

このように行き届いた環境に慣れてくると、今度はエ

レベーターの無いところや車椅子用のトイレが無いレス

トランなどに対して、今までの感謝の気持ちも忘れ「今

どき、車椅子用トイレが無いのは珍しいなあ」とか「エ

レベーターが無いのか～遅れてるなあ」といった有様で

す。なんと情けないものか大いに反省しなければなりま

せん。初心忘れるべからずです。まず自分自身の反省も

含め、このように生きていること、絵がかけること、そ

して家族と幸せに暮らせることに感謝したいと思いま

す。

私の今の作品は「座る人」です。人間の喜怒哀楽など

表情を写し取るのではなく、その「人」の「命」すなわ

ち「存在」を描きたいと思います。この世に「存在」し

ているという素晴らしさ、美しさ、力強さを表現出来る

ことを願いつつ一層の努力を続けて参りたいと思いま

す。

皆様方の益々のご健康とご多幸をお祈り申し上げま

す。有難うございました。

岩井博石　　座する人
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第４回京都アート展に参加して　　　　　
山本 万里

初めて第 4 回 KYOTO ART EXHIBITION に参加させていた

だきました。

昨年、会員の皆さんが、それぞれ自由な立場でお作品を発

表しておられるのを拝見し、また森田進先生からもお誘いを

いただきましたので参加させていただきました。　　

　「平和を願う美術家の集まり」ということでしたので、ど

んな作品にするのか迷いましたが、昨年拝見した感じでは、

その事にあまりとらわれなくても良いように思いましたの

で、最近取り組んでいます現代詩を書作致しました。

絵画、彫刻、陶芸、書、染織、など幅の広いジャンルの出

展があり、フエルトや布の作品、また外国や関東からの参加

作品も多く、様々な形態の中での意欲的な作品に、会の趣旨

に賛同した方々の熱気を感じました。

　戦後、これからの世界は万人の幸せのために良い方向に向

かって歩んでいくのだと信じ、また長年勤めました職場でも、

協力し合って平和を守り続けてきたという自負感がありまし

たのに、世界のあちこちで戦乱は絶えず、そして最近では、

我が国はどのように向いて行くのかと気を揉むことが多くな

りました。　

私は小学一年生の時、昭和 22 年７月に満州の撫順から引

き揚げてきました。満鉄勤務だった父の会社の都合で私たち

は敗戦後２年間も帰国を待ちつづけました。

その２年間は、今までの生活とはうって変わり、日常的に暴

動の危険にさらされ、人攫い、発疹チフスの流行など、国家

の保護の行き届かない外地にいることの怖さを身をもって経

験する日々となりました。

やっと乗り込んだ帰国列車や船の中でも、亡くなる人が続

出し、毎回筵に包まれた遺体が海中に沈められる悲しい場面

に遭遇しました。一心に願い続けてきた日本の地を目前にし

て、何と無念なことかと涙を流す大人たちに混じって、私た

ち子供もその悲哀をわがことのように心の奥深く刻みまし

た。戦争のもたらす悲しい経験の数々は滓のように心の底に

染みつき、忘れることはできませんでした。私たちは父の郷

里大垣に落ち着きました。

大垣に帰って間なしにお習字を習った

蝉の鳴く松林の中の小さなお堂

四方から風が吹き込んで

汗ばんだ肌を冷やしていく 

　　　　　　　（中略）

筆を下ろす一瞬の緊張

後はひと思いに筆を引く

やり直しのきかない潔さに

心がしんと静まってくる

　　　　　　　（中略）

半紙をめくっていく松の風

あの時もそうだった

教室は北満からの避難者に明け渡し

私たちは松林に机を並べた

さわさわと吹き渡る風が

教科書をめくっていく

松の香が高くなって

遠足のようにうれしさが走りだしていた

あの時

　　　　　　　　　拙詩集「撫順」より「松林の風」　　　　　

引き揚げてきて、生活もまだ安定しない中で、父が習わせ

てくれたお習字、その時の楽しかった気分がかけがえのない

大切なものに思えたこと、それが後年、私に書の道を歩ませ

たきっかけになったと思います。

自分の楽しみを一切捨てて、家族を食べさせることだけで

精一杯だった父の引き揚げ後の辛酸を思う時、書道という実

生活から遠い、いわば自分の楽しみを仕事にしている私は、

申し訳ないような気持になります。

こういう生き方が出来るのも、戦後 70 年もの間平和な時

代が続いたからこそであると思います。しかしこの平和も油

断をすればたちまち崩れ去る危険をはらんでいます。私たち

の子供や孫の世代に、二度とあの悲惨な思いをさせたくない、

という素朴な思いを私はずっと心の中で、持ちつづけてまい

りました。その思いが、私たちの共通の願いであることを、

この「京都アート展」で強く感じました。

陳列や撤収の作業の折にも、大勢の違ったジャンルの方々

とお話でき、皆でこの会を作り上げていくのだという強い思

いで結びついておられることを心強く思いました。また開会

当日の詩人の先生方の講演、演奏、そして大勢お集まり下さっ

た方々からも大きな熱意を受け取りました。

　参加させていただきましたことを、心よりうれしく思い、

お礼申しあげます。

森田直子　　徐
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◆　作家名簿

秋野光子（大阪府）／居谷康子（大阪府）／石橋えり子（東

京都）／岩井博石（大阪府）／内田尚子（神奈川県）／

大野起生（東京都）／欧陽可亮（故人）・関登美子（兵庫県）

／川端明子（京都府）／川端彌之助（故人）・川端一彌（京

都府）／近藤あき子（東京都）／島並草逕（大阪府）／

佐野千枝子（京都府）／末永蒼生 ( 東京都 ) ／シュペネ

マン大島偕美（京都府）／セキジュン（東京都）／宋英

姫（在パリ）／高谷泰市（京都府）／高田真佐子（大阪

府）／竹屋純子（熊本県）／多田靖義（東京都）／高橋

絹代 （大阪府）／玄静子（在パリ）／長網孝子 ( 神奈川県 )

／ Chong Mhan Lee( 在アメリカ ) ／敦井規代（神奈川県、

水島照美ライブの作詞者・ライブ参加 ) ／寺内伊久子（大

阪府）／名古きよえ（京都府）／長岡美江（滋賀県）／

野崎務（大阪府）／樋口純子（京都府）／福島栄子（大

阪府）／藤井智佳子（東京都）／ Posear（在アメリカ）

／水野恵子（大阪府）／南美穂子（東京都）／三代沢史

子（神奈川県）／森邦彦（兵庫県）／森田直子（大阪府）

／八木光朗（神奈川県）／山内佳子（東京都）／山川靖

夫（神奈川県）／山田正人（東京都）／山本万里 ( 京都

府 ) ／横井英夫 ( 故人 )・水島照美（兵庫県）／李景朝 ( 大

阪府 ) ／ Romana MilutinFABRINA （在クロアチア）

◆　会計報告

年会費未納の方、お振込みをお願い申し上げます。（会

計 田中令子）

会計報告　2015 KYOTO ART EXHIBITION
区分 項目 金額 内訳

収入

繰越金 200,172 
作家出品料 410,000 
賛助会員会費 258,000 
カンパ 71,500 

計 939,672 

支出

京都画廊借代 200,000 
会報（No.5） 60,834 
会報（No.6） 60,834 
ポスター、ハガキ 7,528 
事務費 38,012 
送料 182,000 
通信費 12,602 
アルバイト 16,000 2 人
雑費 73,226 梱包、お茶等

計 651,036 
残高 次回へ繰越金 288,636 

◆　賛助会員及び
カンパをお寄せいただいた皆様

　

第４回 KYOTO ART EXHIBITION はお蔭様で無事終了

いたしました。皆様のご支援に感謝します。今後ともよ

ろしくお願いいたします。( 敬称略 )

明石喜久子／浅羽俊一郎／芦田しのぶ／東牧子／安土忠

久／安藤和子／飯塚斐子／池澤嘉子／池田弘子／石津英

子／市川統天・夏子／井手みどり／伊藤道信／伊藤美子

／稲垣美智子／井上健次・和子／井上雅子／乾泰郎／乾

夏子／岩崎ちとせ／上原栄子／植村初子／宇治郷毅／宇

都昌江／宇山進／有山京子／江口節／遠藤はつゑ／大井

芙美子／大上恭一／大島恵美子／押本年眞／太田慧一／

小田秀子／乙井康弘／大野一道／小幡和子／小浜正巳・

政子／小野淳子／小野典子／鹿島利治／樫本光博／鎌田

紘子／亀井好美／河内吉明・敦子／川本信子／菅野真知

子／北野幸子／北野良夫／きどのりこ／木下長宏／木幡

和子／木本裕／桐山都喜子／許貞夫／楠昌子／工藤弘

志・信子／熊沢喜久子／倉田武彦／小池一歩／小池秀之

／洪淑子／河野允子／小久保前行／小林順子／古明地和

子／小山元治／近藤直子／斉藤俊夫／桜井智恵子／佐々

木節子／佐藤郷与／真田かずこ／島田崇彦／志村耕平・

桂子／鈴木千賀子／諏訪治男／高木裕子／高島弥寿／高

田明子／竹田とし子／田口重彦／田崎美津江／田中国男

／田中令子／田中捿子／谷口登茂子／塚本一雄／土永博

／土屋昌子／津止洌子／丁章／塚本成子／寺尾晃／中川

英樹／中川善美／長崎由美子／中西宏／中村不二夫／中

山直子／並木浩一／野間口カリン／野村多喜子／長谷川

良江／花木朋子／信原修・朝子／原圭治／浜本一穂／平

山梅子／深見東司／船引ゆかり／福田良子／福島久雄・

栄子／藤川恭子／藤田三四郎／藤元結花／細内キミ子／

細田恵美子／前川敬子／前島宗甫／真嶋克成・直子／三

浦一郎／水原琢秀・節代／宮本ゆき／三代沢良明／村井

正和／山岸平二・絹代／山口敦子／山口哲生／山鹿文子

／山野恒一／森朝男／森田進／森野満之／森脇米子／湯

本昭南／横尾千佳子／渡辺綾子／渡辺和子

◆　ネパール大地震募金のご報告

 　2015 年４月 25 日に発生したネパール大地震の被災

者支援のため、第４回 KYOTO  ART EXHIBITION 会場

で皆様からいただいた募金の総額は 20,000 円でした。

この募 金は「日本基督教団財務部・ネパール大地震被

災者救援募金」を通じて被災者の 方々に届けられまし

た。ありがとうございました。
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2016 年 5 月
第 5 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 50 ｃｍ × 横 50 ｃｍ × 高さ 130 ｃｍまで）
・その他 ：小品 1 点　売ってもよい作品（4 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　  2016 年 5 月 7 日（土）〜 5 月 12 日（木）
　　時　間　11：00 〜 17：00（最終日 16：00 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 3 日〜 5 日に会場到着（13 時〜 16 時着）　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 6 日（金）　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　
15：00 〜 16：30　 オープニング・イベント　講演、詩の朗読、演奏等
17：30 〜　  オープニングパーティー（イタリアン）

◆搬出　  12 日 ( 木 )16：00 から

※　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　2016 年 3 月 10 日
◆申し込み方法

別途送付の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。
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To the artists from foreign countries,

We are going to have the 5th KYOTO Art Exhibition in the coming May, 2016, next year. We’re very 

happy 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 2016, in accordance with the application guideline as be-

low;

1) Period of the exhibition:  from May 7th (Sat.) to 12th (Thu.),2016

2) Gallery hours:  from 11:00 to 17:00 (Last day 16:00)

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, 2016

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, 2016 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 6th.

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 infor-

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

it a Golden Week), the town in Kyoto will be very crowded and even the hotel reservation will be dif-

ficult in this season. However, we may find decent hotels at the room rates in the range of Yen 5,000 

~ 15,000- per night 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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描き続ける（その６）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田 直子

　2014 年 10 月 13 日、サンクトペテルブルクの２週間ち

かい滞在の最後の日（この期間の報告は，前号 No.6 の会報

で近藤あき子さんが記されている）、ホテルから遠く離れた

ヴォシューヴィチ修道院に行ってみたいと思っていたので、

近藤ご夫妻にお願いしました。日本人の山下りんが、イコン

の勉強のため明治 13 年 12 月 11 日、新橋を出発し、次の

年の３月に着いた女子修道院。以前読んだ本には、工事中、

建替え中、何もなかったと記されていました。しかし、山下

りんがイコンの勉強のために過ごした土地を歩いて見たかっ

たのです。

　私たちが、３度、地下鉄を乗り換え、探し、求めて着いた

所には大きな素晴らしい建造物があり、出会いがありました。

重いドアを全身震える思いで押し開けると、さまざまなイコ

ンがあふれる広い広い空間であり、驚かされました。入って

来る人たちを、両手を差し伸べて迎えてくれるようなイコン

や小さなイコン、数多くのイコンが輝いていて、この世から

断絶された聖なる空間でした。行き会う人たちは、イコンの

前に膝まずいて、祈り、言葉で表現できない幸せな心がふく

らんでいくような様子でした。

　数人のシスターが、歩き回っておられる姿に気が付きまし

た。この地でイコンを学んだ日本人の山下りんを知らないか

と近藤さんに尋ねてもらいました。が、残念ながら答えは総

て「ノン」でした。諦めていた時、年を取った太ったシスター

が目に入り、もう一度尋ねてもらいました。そのシスターは、

「ちょっと待って」と言って、消えてしまわれました。

不安な気持ちのままで数分間が過ぎた後、カラー写真が

入った、厚い大きな書物を抱えてシスターは私たちの前に笑

顔を浮かべて現れました。シスターが開いて指し示した頁に

は、なんと山下りんの大きな写真が載っていました。このロ

シア語の書物には、何が書かれているのか、私には分かりま

せんが、そのときの信じられないような喜びと興奮を私は抑

えきれなかったのです。しかもシスターは、この本を私にプ

レゼントすると言われているとのことでした。夢見心地でい

ただいたおおいな本を抱きしめてなんどもお辞儀をしまし

た。この女子修道院の中で、今もなお山下りんは生き続けて

いると確信して帰国しました。

　山下りんについて、詳しく記すことはここではしません

が、明治時代、言葉の分からないロシア国に長い船の旅をし

て、イコンをまなぶために海を越えた彼女の姿は、私たちが

求めている美と一致するではないかと思えるのです。山下り

んが、深い苦悩を味わいながらイコン作者として生き続けた

姿から、私たちが学ぶことは多くあります。

　イコンは、神との出会いに招かれる場なのです。それは、

先に記した女子修道院のなかの様子から想像できると思いま

す。

　イコンはいわゆる宗教絵画ではない、鑑賞の対象ではない

のです。それは宇宙と歴史を支配している絶対の神と出会う

であろう窓なのです。信仰の体験なのです。それが祈りつつ

描くことの意味なのです。

となれば、ここで私たちは、ゴッホやルオーという宗教的

画家を想起せずにはいられないのです。

「だいたいルオーの絵はイコンといってもいいですね。( 中

略）ルオーは画家でなきゃルオーでないわけですが、絵を描

くということが同時に彼にとっては信仰の行為であったわけ

です。」（鈴木治雄『ルオー礼讃』141 頁）

「聖書を熱心に読んで学んだことを、『絵』を描くことによっ

て、つまり画家として生きることによって、実践していかな

ければならない。これが、牧師の食を捨てて『画家』になろ

うという決意を固めていくときの、彼の胸に秘めた願い、祈

りといいかえてもいい願いだった」（木下長宏『ゴッホ < 自

画像 > 紀行』29 頁、私たちの第１回平和を願う美術家の集

まりの京都展の講師）。

ということは、ルオーにしてもゴッホにしても、どのよう

に絵を描くかという問題は、どのようにいきるのかという問

題であったのだと思われます。

私たち絵を描く者にとって、今の社会を自分が納得できる

ように生き抜くことが大切なことでしょう。そして、社会の

中には横たわる大きな苦しみと喜び、必ず相反する二つの存

在があることでしょう。この二つの間の距離をただじっと見

詰めつづける。そして、そこに見えてくるものを手離さない

ことが大切なのです。

今、私たちの周囲は、恐ろしい状況に包囲されています。

静かにじわじわと、子どもたち、孫たちが戦場へと連れて行

かれる可能性があります。

ドストエフスキーは、「美は、社会を変える」と言ってい

ます。

中国の現代美術家の蔡國強さんは、「アートは弱く、もろ

くアーティストができることはとても小さい。だからこそ本

物になれる」と大阪の講演会で発言しています。

私たちは、あらためて、反戦、反核、反原発の上に建てる

「平和」について考え、進んで行きたいと思っています。

美しさとは、先に記したイコンの世界を通じて、あらため

て、魂と心と技術が一体とならないと生まれて来ないと痛感

しています。そして、自らを投げうって、多くの人に喜びを

届ける仕事をアーティストはやって行けるでしょう。そう

やって行くことによって、細い線も切れることなく続いて行

くことを信じています。
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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.
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 organiza-

tion 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 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.
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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【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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◆　展覧会のおしらせ

三代沢史子 平和展

　2015 年９月 11 日 ( 金 ) 〜 16 日 ( 水 )11：00a.m. 〜 18:00p.m.（最終日 16：00）

元麻布ギャラリー平塚 　　平塚市明石町 1-1 東横インホテル平塚北口Ⅰ  TEL: 0463-22-7625

水原房次郎 蔵美術館
2015 年 秋　10 月 25 日 ( 日 ) 〜 11 月 9 日 ( 月 )　 11：00 a.m. 〜 5：00 p.m

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

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


