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明 日 へ の 美

ごあいさつ
終戦後 70 年、メディアでは戦争の悲惨さを話すことのなかった年老いた戦争体験者、広島・長崎の被爆者は爆

風が一瞬にして街を塵と化した熱で皮膚が爛れ痛み苦しみを語った。戦場でもない街になぜ原爆を落としたのかと
話した。

ドキュメンタリー映像も多く放映があった。インパール作戦サイパン島の守備隊は玉砕された。ペイリー島の
戦いは新兵器火炎放射器でトーチカの兵士を焼き殺した。生き残った兵士は密林や湿地帯に逃げ、飢えやマラリア
で死んでいった。100 万人の兵士の遺骨がまだ帰っていない。

昨年 9 月 19 日未明、参議院本会議で安保法案が可決された。70 年平和を守ってきた日本はなぜ集団的自衛権
のもとで、アメリカとの戦争に協力するのかである。当時国家主義が社会を覆い異議は許されなかった。参議院で
強行採決の当日も、法学者や知識人、一般市民、子ども連れの若い母親たち、SEALDs の学生たちが国会を囲み戦
争法案反対の声を高らかにした中であった。

なぜ国民の声に耳をかさず法案を通したのか秘密法が成立、国民 1 億総活躍、マイナンバー制、戦前の国民総
動員を想い出させる侵略戦争の定義は定かではない、戦争の歴史視点から、目先の自国の利益だけではなく、戦後
70 年の平和国家は国際社会から高く評価されている。平和主義こそ日本の誇りである。

昨年 10 月 6 日、ノーベル賞が大村智さんに決まったと発表があった。翌日も物理学賞に梶田隆章さんが決まっ
たと発表があった。戦後焼き出された中、立ち上がり繁栄した日本人の平和で民主的社会を築いた成果であろ
う。東北で豪雨が鬼怒川の堤防が決壊した。自然災害の多い環境から国土を守り平和で豊かな民主国家を願って
いる。反民主的法制を多くの国民の声 SEALDs などを中心に若い人たちの立ち上がった活動は大きな希望である。
KYOTO ART EXHBITION も 5 年目に入り多くの画家に呼びかけていく決意であります。

李　景朝
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旅と海の少年　　　　　　　　　　　　
名古 きよえ

今年は異常な暑さ

で辟易しつつ夏を過

ごし、８月の末に予

定 し て い た 石 垣 島

へ行く日が来た。し

かし台風 15 号が石

垣島を直撃し大変な

事になったと思った

が、関西空港から定

時に飛び立って（台

風を少し避けたコー

スで）無事に石垣島空港に着いた。私が５日間滞在する

「川平（かびら）」へ行くバスの回数は少なく、仕方なく

空港内の色々の店や食堂、子ども連れの夫婦、土地の表

情を持った人など大勢の片隅で時を過ごした。

　川平（かびら）のホテル、「ダ・ティーダ」は石垣島

の北岬にあり、海と山が見える。４階の部屋に入ると思っ

ていたより広い部屋（18 畳位）で、空間が嬉しかった。

ベランダから海が見える。とても穏やかな内湾、手前

には松が高く伸び、カジュマルが繁茂している。トンボ

がよく飛びかい、蝶も時々姿を見せる。カジュマルの根

元に海水が流れ、パシャと音がするのは魚らしい。

何でもタクシーが１区間 500 円で利用できるとＪＴＢ

で教えられたので電話してみる。なかなか便利で帰りも

電話で頼み迎えに来てもらった。

　運転手さんは定年退職後の年齢で、話しかけると心よ

く応えてくれ、山の木の種類、家の庭木、よく目につく

松「琉球松」のことなど。台風で太い松の木や街路樹が

無残に倒れていた。砂糖黍畑も風に葉が千切れ、倒れ、

枯れたようで大きな被害だと一目でわかった。

「やいま村」へ行ってみようとタクシーで 40 分、古

民家が 10 軒ほど移築され、民謡や踊りを体験し、スケッ

チをして楽しんだ。タクシーの運転手さんに私は「詩や

絵」を描いていると話すと、しばらくして何か歌い出し

た。その意味は貧しくて売られて行く娘を歌った沖縄の

民謡で８・８・８・６の字数でなっている教えてくれた。

のんびりした風景と哀しい記憶を呼び覚ます民謡、それ

も比喩で表現されている。意味が深まり伝わってくる。

道端で見た詩碑の詩も口ずさむと私の故郷と重なる。

ふるさと

伊波　南哲

ふるさとは

わがこころのともしび

のぞみもえ

いのちのいずみわきいで

こころほのぼの

とめるふるさと

　旅の終わりにホテル内に架かっている絵を写真にと

り、こんな絵も描きたいと眺める。抽象画で 200 号、　

300 号と立派、ホテルに絵の好きな人がいたのかと思

う。「さいきん持主が変ったなぁ、うまくいくといいなぁ」

とタクシーの運転手さんはつぶやいていた。

従業員は話す時、こちらを真直ぐに見る。違和感でな

くこれが本当の人間関係、心よい空間、沖縄にある人間

らしさと感動するのだった。

　朝の海は引き潮、貝や海藻を採っている人が見える。

空港に着き、早々とチエックを済まし飛行機に乗りほっと

していると、空いていた隣に男の子が来た。２人の女性乗

務員は「隣りの人と一緒に降りないでね」「ここに最後ま

で残っているのよ」と念を押している。「何かあったら私

たちに云ってね」と隣りの人と関わらないような感じだ。

最近、寝屋川市で少年少女が殺害された事件の影響も

あると思われた。

少年はリュックを足下に、ゴム草履をぬいだ。眠れな

いのか身体をエビのように曲げて、時々窮屈そうにひ

ねっている。こちらもやや冷めた気持ちで黙っているが、

東京にいる孫の成長を思ったりするのだった。突然、少

年は「え？　着いたの？」と大きな声で私に聞く。私の

口の鍵をポロリと外し「びっくりした、しずかやたね？」

と笑っている。「そうよ、静かに着いたよ」と答えると

「ほんまにー」と信じられないようす。「君は５年生？」

と私は聞いた。「いや４年生、おばあちゃんところへ行っ

てたの」「へえー　よかったね。何日いたの？」もう近

所の子どもの様に親しい感じである。「１か月」「まあー　

幸せね、海でよく泳いだ？」「うん、毎日行った。沖縄

ことばもだいぶん話せるよ」

　矢継ぎ早に少年と会話をしたのは席から立ち上がり移

動するまでの数分間だった。日焼けした少年は私と話し、

潮風を含んでいた。「２学期、頑張ってね」と云う私の

言葉は余計だったかもしれない。さらに口が滑って「私

は京都まで帰るの」と云うと、「え、京都まで？」と２

度くり返した。遠くへ帰ると思ったのだろうか。少年は

まだ海と一緒だった。
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芸術のめざめ －それは　ロシアバレエ　

～最高のプリマ

　　　マイヤ・プリセツカヤさんへのオマージュ～

島並 草逕

　　昨年５月３日、ロシアバレエの華、マイヤ・プリ

セツカヤさんが、89 年の生涯を閉じました。もう一度、

マイヤさんの舞う姿をみたいという私の夢は、叶わなく

なってしまいました。　

　バレエと初めて出会ったのは、高校を卒業し、進路も

決まり、アルバイトをしていた時のことです。ある日

「チャイコフスキー」というタイトルの映画を見に行き

ました。もう何十年も昔のことで、ストーリーは、よく

覚えていませんが、劇場の階段に、一人の女性が、一言

のセリフもなく立っているシーンが鮮明に思い出されま

す。その女性が劇の後半で、白鳥の衣装を着て、後ろ向

きで舞台の袖から出てきて踊り始めました。波がうねる

ように、優雅に腕が動き、ほの暗い中に、一羽の白鳥が

波間に漂う情景は幻想的でした。私は鳥肌がたち、心臓

までドキドキして、雷に全身うたれたようなショックを

受けました。

生々流転

後日、その女性は、ソ連バレエ界の第一人者、マイヤ・

プリセツカヤさんだと知りました。舞台も何度か観に行

きました。彼女の十八番「瀕死の白鳥」の、波のような

腕の動きは、マイヤさん独自で編み出したものだそうで

す。これからも、これを越える表現は出てこないと思い

ます。

　世界中の観客から愛された彼女だが、父は無実の罪で、

銃殺されました。彼女自身も旧ソ連体制下で、スパイ容

疑をかけられ、一日中監視がつくという、不条理極まり

ない行為を受けていました。また、６年間も、海外公演

にでられず、苦渋の時をも過ごしました。その時の心の

苦悩を、自伝『闘う白鳥』（山下健二訳）で「人間にとっ

て必要なもの」という項目の中で、こう記しています。

　　思えば人間にとって何が必要なのか？

　　他人のことは、わからない。だが、

　　自分のことを言えば奴隷になりたくない。

　　自分の運命に赤の他人が、土足で踏み込むことは

許せない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下略）

　この言葉に、マイヤさんの悲痛な叫びが聞こえます。

切羽詰まった状態の中で、よく耐え抜いたものです。

　　私生活では、音楽家の夫、シツェドリンさんを信頼

し、頼りきっていたようです。その姿がかわいらしい女

性に見えたと訳者の山下氏が書いておられるのが、何よ

りの救いです。

　ある舞台を終えた時、踊りがしっくりいかず、観客の

反応も良くなかったときがあったようです。よく考えて

みると、常に新しい自分をみせることを目指しているう

ちに、肝心な本質を見失ってしまったと回想していまし

た。

　そのことを書に置き換えてみました。書の本質とは、

何でしょう。線。造形。私は、いまだに明確に答えられ

ないのです。線の鍛錬は、もちろん大切なことですが、

むしろ描かれていない、見えない部分に作品の気品がで

てしまうのではないでしょうか。私自身は、その見えな

い部分を埋めようとして、日々生活をし、物を見、自然

を感じて生きていると思います。あらゆるものから教え

をいただいていると思う毎日です。一つのことを続けて、

一つの事に固執して生きていますが、そこから開けてい

く道は果てしなく広いと最近感じています。

　一生現役を通したマイヤさん。私も死ぬときは、筆を

おく時でありたいと願っています。折に触れ、マイヤさ

んの精神を受け継いでいきたいと思っています。

　マイヤさんが亡くなったとき、この気持ちを誰かに伝

えたいと思っていました。この度、このようないい機会

を与えていただきありがとうございました。

光と影
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つながっている。地球は

つるいきよ　

 「夏休みにヨロン島に行かない？」と娘に誘

われた。娘は 33 歳、共働きで 3 人の子供の育

児真最中。聞けばそのダンナが勤続 10 周年で

長期休暇がもらえるかららしい。

　私とヨロン島との付き合いはもう１２年。

その娘とヨロンマラソンに行く予定だった１２

年前（2004 年）、娘は他の卒業旅行と重なりキャ

ンセル。私もやめようかと思ったが、恐わごわ

一人旅、しかもヨロンマラソンに参加するとい

う「賭け」に出た。

　その前年に娘に誘われてホノルルマラソンに

参加したが、娘は試合前々日からの高熱でホテ

ルで休養しながら、何度も何度も汗をかいて服

を取り替えて、私は洗濯し続けた。

　当日はフラつく娘が参加したいと言うのでダ

メ元で参加し、ヨロヨロ歩き通して 8 時間を超

えてフィニッシュした。

　ヨロンマラソン挑戦は、ホノルルマラソンの

リベンジの意味もあったが、その旅行ツアーで

同行者から聞いたヨロンマラソンの素晴しさに

興味をそそられていた。

　１２年前のヨロンは携帯電話もあまり繋がら

なかった。沖縄復帰までは日本最南端の島だっ

たヨロン島を常夏の島だと思っていた私に、日

本列島をおおう寒波。その年は奄美大島にも雪

が降った。

島内を自転車で周り、マラソンコースを下見

していた私は、手袋、耳あてを持参しなかった

ことを後悔した。震える身体で宿に帰り着いた

が、部屋に暖房は無かった。せめてお風呂で暖

まろうと風呂の栓をひねったが冷たいままでお

湯にならない。フロントには誰もいない。台所

に行ったが人影も無い。そこに入れ歯が置いて

あって唖然。「とんだ所に来てしまった !!」

　 し か し 島 を 歩 い て い れ ば、 老 若 男 女 い ろ い

ろ な 人 が 挨 拶 し て く れ た。 同 じ ツ ア ー 客 で、

他 の 旅 館 に 宿 泊 し て い る グ ル ー プ の 人 た ち が

「ギョーザパーティ」に呼んでくれた。狭い島内、

何度も何度もお会いする人と仲良しになって、

共にヨロンマラソン前夜祭の「歓迎パーティ」

を楽しみ、ペンションに同宿していた方と「完

走パーティ」で共に踊った。ヨロン空港到着後

に、宿のお迎えの車を待つ間に知り合った女性

とは、ヨロンマラソンのスタートからゴールま

で併走してフィニッシュした。ヨロンの数少な

い名所である植物園「ユンヌ楽園」で、島みか

ん「イシカタ」の美味しさを誉めたら、「どうせ

誰も食べないから」と枝に成っている実を沢山

一緒に収穫してタダで持たせてくれた女の人。

　ヨロン島には善意が満ちていた。

　しかも海は見たこともないようなコバルトグ

リーンのサンゴ礁と外洋の紺碧の二色。浜の砂

は真っ白。ハマッた！

　それ以来、姉を誘ってヨロンマラソンに通い

続けた。2 年目にマラソン仲間から送られて来

た写真を寝室の襖に貼って眠った翌朝、歌詞が

1 番～ 5 番まで浮かんで来た。

　　　　　　　「ヨロンマラソン」

１．　　雨が降ろうと　風が吹こうと

　　　　年に一度のヨロンマラソン

　　　　スタートライン心晴々
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　　　　目指すゴールは　一人一人の

　　　　心に期した　夢へと続く

２．　　暑い日もある　寒い日もある

　　　　年に一度のヨロンマラソン

　　　　島の心は　常にあたたか

　　　　今日の仕事も　皆お休みし

　　　　鍋釜たたき　声をからして

３．　　運が良ければ　クジラも見れる

　　　　年に一度のヨロンマラソン

　　　　強い味方の　ひまわりキッズ

　　　　ゴールに待つは　疲れをいやす

　　　　ウニ汁の湯気　よもぎ湯の椅子

　この曲は島のミュージシャン「かりゆしバン

ド」が CD にしてくれて、2007 年の「歓迎パー

ティ」で、私を舞台に呼んで、新曲として発表

してくれた。

　そういったご縁のある島だが、娘や夫は訪れ

たことがなかった。

　行きつけのペンションはあまり設備も良くな

いし、海以外の観光スポットも少ないので、娘

からの申し出に少し躊躇した。

　「何もなくていいの？」

　「いいよ、海で遊べれば」と言う娘に、良いチャ

ンスだと思った。

　「私の愛する島をみてもらおう」

　出発の日、4 時起きして娘一家 5 人と私と夫

7 人が羽田から鹿児島を経由して昼過ぎにヨロ

ン空港上空に到した。が、強風と落雷が収まら

ず、鹿児島空港に引き返した。一日一便の飛行

機は次の日も満席で、船便にて 22 時間かけて

再チャレンジ。総勢 7 名全員はもちろん、船酔

いの洗礼を受けた。

　離島とは厳しいところだ。

　台風も毎年必ずやって来る。

　遮るものの無い小島では、最大瞬間風速、57

ｍ／秒を記録したりしている。

　ヨロン到着後の四泊五日は天候に恵まれて数

多ある美しい海岸の中の五ヵ所で泳いだり潜っ

たり。西の海に面した友人宅から、刻々と変化

する夕日を眺めながらの夕食、日没後の花火、

翌日のバーベキュー等、盛り沢山の思い出が出

来た。

　12 年間この島に通う中で気付いたことがあっ

た。この島はサンゴが何万年も堆積して、それ

が隆起して出来た島だと。

「サンゴの恵み」

１．　　　　サンゴの恵みの　海の幸

　　　　　　サンゴの恵みの　防波堤

　　　　　　サンゴの恵みの　白い砂

　　　　　　サンゴの恵みの　瑠璃の海

２．　　　　サンゴの恵みは　玉の石

　　　　　　サンゴの恵みは　石垣に

　　　　　　サンゴの恵みは　礎に

　　　　　　サンゴの恵みは　島自体

　サンゴは動物だ。しかし植物のように、魚た

ちの住み処になったり、石になったり、砂になっ

たり、そこから植物が生えたりする。

　そこで穫れた野菜や生かされた動物を食べて

人が暮らす。

　つながっている。地球は。

　人や動植物とだけでなく、鉱物とも、空気と

も、雨とも、光とも、宇宙に存在するすべての

元素とも。 
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平和に寄せる私の思い　(1) クロアチア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三代沢 史子

　平塚の「平和を語りつぐ」は 2015 年で 13 回を迎えた。

この間いつも反省し、問題になったのは、アート、戦中

戦後の写真展、演劇、朗読等、１週間のプログラムに関

心を寄せて参加してくださるのは主に 60 歳以上 70 歳

代の方々で、若者の参加がほとんどないということだっ

た。

　今回の集団的自衛権反対、国民の声に耳を貸さない国

会の運営に対して、多くの若い世代が団体ではなく個々

の考えのもとにデモに参加しているのを毎日、テレビで

見ていて、「ああ、平和を語りつぐも途中でやめなくて

よかった」と嬉しい感動が胸をしめつけた。日本の未来

は暗くはないと思った。彼らは、私たち世代（70 歳代）

よりももっと平和を願い、もっと広い視野をもって世界

を見ていると思った。平和を願う母たちの運動は、これ

から日本だけでなくアジアに向かって呼びかけ広げて行

くという。

　一人旅といっても家族から離れてのことで、美術家連

盟から８人のツアーでトルコ、ユーゴスラビア（当時）、

イタリアと３週間の取材旅行だった。1989 年 6 月初め、

私のほかは皆 60 歳代半ばから 70 歳の海外旅行もベテ

ランの画家達だった。

　トルコの人たちは日本人によく声をかけてきて、にこ

にこと友好的であったし、作物がふんだんにあるようで

果物・野菜類は山のようなご馳走だった。夜明けにはコー

ランが聞こえてきて、なんて平和な時なのだろう、とい

ま思い出しても心からくつろげるような気持ちのよい時

間が思い出される。

　市民は朝早くから家の周りや店をきれいに掃除し、

八百屋さんも魚屋さんも野菜や果物、そして青菜で店内

を飾っている。大きな素焼きのツボには雑草を投げ入れ、

それがまた人を集めているのだ。そんな場所で朝昼晩の

家事の心配もなく嬉しくてスケッチに歩き回った。

モスクやグランバザールを回り、何となく日本人と同

じような背の低い人たちの混雑の中を行く。そこを車が

やって来てびっくりするが、人も車も同じ扱いという感

じ、車が来たから少しゆずってあげようかというような

人々の歩行。

ブルーモスクへ出かけたら、子どもたちが寄ってきて

コマやラッパを買ってくれと競ってくる。珍しいコマな

ので木製のラッパとともに買ったが、貧富の差は大きく

学校へ行けない子供たちの日常に胸が痛んだ。その様子

はどこへ行っても同じで子どもたちに囲まれた。イスタ

ンブールの街は日本の土日のような人ごみ、それでもご

みひとつ落ちていない。ごみになるものがないくらい一

般の生活は厳しいようだった。私は申し訳ないような１

週間をのんびりと過ごしてメンバーと共にユーゴスラビ

アへ向かう。

　ベオグラードの空港では私以外の全員が税関で１時間

ほど足止めされた。私は大きい帽子をかぶり背が小さ

かったせいか、子どもと間違えられたのかさっと出して

もらえた。この空港では鉄砲を持った兵隊さんが５メー

トルおきぐらいに立っていて、空港の椅子に座った人た

ちは緊張してしーんとしていた。やっと１人ずつメン

バーが出てきた。彼らは油絵の具を四角い金物箱に入れ

ていたため、麻薬とまちがえられたそうだ。私は旅先だ

からと水彩とクレパスしか持っていなかった。先輩の年

代の人たちは現場描きといってその場で描くことが多

かった世代だ。みんな青いような顔をして、口数少なく

小さな声になっていた。

さて、ひやひやした経験も大笑いに転じた。両替をし

に行ったら、１円が 100 円のレートで、持っている財

布では間に合わなくて、下着などをまとめて入れてあっ

た布袋にいっぱいの大金持ちとなった。最近は外貨の交

換レートも日本と同じくらいになっているようだが、い

まから 20 年以上前のことである。

それから 25 メートルほどのプロペラ機で目的地へ。

一同「大丈夫でしょうね？」と言いながら不安気に飛行

機を乗り換える。昔からのヨーロッパのリゾート地へ向

かう。小１時間ほどでおとぎ話のような国が眼下に広

がった。そこが今日のクロアチア共和国・ドブロヴニク

の小さな空港だった。

ドブロヴニク旧市街は、スルジャ山を背に、静かなア

ドリア海に面して分厚い城壁で囲まれている。敵から街

を守るために城壁の上は２メートルほどの道になってい
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て、所々、小さな広場がある。人々はいまもその城壁内

に赤瓦の屋根を構えて生活し、傷んだ赤い瓦を１枚ずつ

代々とりかえて受け継いでいる。その美しさが印象的だ。

次の日から例によって１日中近辺をスケッチできる１

週間が始まった。バスに乗るとステップを上がったとこ

ろに大きなストーブのようなものがあり、これが石炭バ

スということを知る。そばに寄ると熱い。煙を吐いて走

るバスだ。建物は石でできたヨーロッパの風景で、日本

よりよほど進んだ国かと思ったが、ちょっと考えられな

いくらいの厳しい生活がみえる。トルコの食事とは全然

違って、肉類はナイフとフォークで格闘してもなかなか

ちぎれない。当時はまだ社会主義の国で、物資は乏しく、

いろいろな制限があった時代だ。

　先輩に誘われて一緒に旧市街をうろうろする。美術館

があるというので階段を上ったり下りたり、なんだか猫

の糞の臭いもすると言いながらやっと着いた場所は舟の

博物館だった。言葉はクロアチア語で分からないし、下

手な英語はなおさら通じない。先輩は 69 歳。もうくた

くただからホテルに帰るという。「あなたは若いからも

う少し歩いて来なさいよ」と。

私はサンドウィッチを２つ買って、この旧市街を山の

上から見たら綺麗だろうなと街を出て石段を上がり坂道

を登って行った。家はぽつぽつ建っている。思ったより

も人も通り、結構声をかけて行ってくれる。ちょうど木

の間から眼下に旧市街が見えたのでそこでスケッチをし

ていた。

しばらくすると買い物かごを下げた夫人が坂の上から

降りてきて「ここが気に入ったの」ときくので「とても

美しい」と言ったら「私の家からはもっときれいに見え

るからいらっしゃい。いまから買い物に行って来るけれ

ど何時までここにいるの」と言う。私に時間の制限はな

いので２時ごろまではいると答えると「ＯＫ、11 時半

にここへ戻ってくるから」と急いで坂道を下って行った。

大きい判のスケッチを終え、小さいスケッチブックに２

枚描き終えたところに彼女が戻ってきた。

この夫人と今に至る 23 年ほどの間に互いが誰よりも

大切な友と言えるようになるとは思いもしなかった。

眺めのよいところに新しい大きな家が建っていた。門

のインターホンを鳴らすと鉄の扉の鍵が開き、私が入る

とドーンと閉まった。こんなに平和そうな町にすごい門

だな、と思うと同時に、イャーこんなところへ入ってし

まって大丈夫かな？　と一瞬躊躇したが、ガラス越しに

６歳と３歳くらいの可愛い女の子たちが見え、「ママー」

と言って走って出てきたのでこれは大丈夫と思った。マ

マの名はリフィカ・クネゼヴィッチさんといい、ご主人

はイリヤさんと紹介された。リフィカさんは歯科医だっ

た。可愛いお嬢ちゃんたちはジャスミーナとカロリーナ

だった。

ユーゴスラビアはだいたい午前８時から学校や仕事が

始まり、お昼には家族全員が集まって食事をとるという。

午後は自由時間で夜８時ごろから音楽会や演劇が始まる

習慣で、午後２時ごろは店はみな閉まっていた。私はちょ

うどお昼にお邪魔してしまったようだ。

リフィカさんは、この家は建ったばかりで今日ガスが

入り、大きいガラスの窓にはまだカーテンがなく竿竹に

シーツがかかっている、と恥ずかしそうに話した。それ

でも見知らぬ外国人の私に家の部屋を次々に案内してく

れた。とくに２階の広く美しいタイルのお風呂はご自慢

で、テラスから旧市街が一望できた。

食事のできるまでイリヤさんと子どもたちとおしゃべ

り、といってもイリヤさんには英語は通じない。私だっ

てユーゴスラビアの言葉どころか喋れるといえる英語で

はない。そこで私はスケッチブックに絵を走り描き、日

本人はこんな家に住んでいるとか、うちは４人家族でカ

メを飼っていると説明すると、３人は立ち上がって「う

ちにもいる」と庭に私を連れ出してキャベツを食べてい

る亀を見せてくれた。ユーゴの亀は背中が丸くお椀のよ

うでキャベツを食べるのかとちょっとびっくりした。我

が家の亀は甲羅が平たく、しらすやご飯を餌にしていた。

そうこうするうちに食事の用意ができた。テーブルに

用意されたのはこの地方の家庭料理、ピーマンにひき肉

とお米を詰めケチャップで味付けしたリゾットだった。

私は日本の家を出て２週間近い。ここで初めてご飯をご

馳走になり、体調も下り坂だったのが一遍に元気になっ

た。チキンのフライもすすめられた。写真をとってもい

いかときくと、これは特別のお料理ではないとリフィカ

さんはまた恥ずかしそうな表情になった。　　

（つづく）
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描き続ける（その 7）

芸術民主主義の確立を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田 直子

　私は 1941 年 12 月 19 日、太平洋戦争が始まった 10

日後に京都市に生まれました。そして、1945 年 8 月

15 日の敗戦の時は、４歳になっていませんでした。

特に京都市中で成長した私には、戦争の記憶はほとんど

ありません。空襲や爆撃攻撃を受けた体験がないのです。

けれども、戦争中の生活を振り返りますと想起する場

面が幾つも浮かび上がるのです。

時々、母の手にぶら下がって広大な庭の片隅に作られ

た防空壕に入ったことです。薄暗い所でした。

夜は、電灯の灯りが外に漏れないように大きな風呂敷

で包んで、そして枕元にはリュックサックが置いてあり

ました。が、それも微かな記憶です。

強烈な、それも決して忘れられない出来事があります。

1945 年１月 23 日、結核で父が亡くなったのです。燃

え盛る火の中に父の姿は消えて行きました。が、その後、

母の大きな愛情によって守られ、私は、父の不在の悲し

みを知らずに大人になったのです。

戦争を体験した人たち、私のように少し記憶がある人

たち、そして全然知らない人たちを、戦争は歴史認識や

価値観をめぐって、分裂、対立を生じさせてしまうもの

です。

全世代が、戦争を放棄した憲法九条の中で、戦後 70

年間守られてきた事実を確認しようではありませんか。

戦争をしない国として世界に誇っていきたいと思いま

す。

しかし、2015 年秋、激しい反対運動にもかかわらず、

政府は安保法案を強行採決しました。恐ろしいことです。

子どもに、孫たちに、戦争の苦しさ恐ろしさを体験させ

ることはまっぴらごめんです。今新たに、政府の政策に

反対する行動を展開することが大事だと思います。

この状況の中で、私たちはどのように絵を描き続けた

らよいのでしょうか。「平和を願う美術家の集まり」は、

真っ先に平和とは何かを自分たちの現実として取り組み

たいと思うのです。

私は、平和を求める魂は、美を追い求めて歩くことに

よって可能実現であると思うのです。イエスの言葉、「平

和を実現する人々は、幸いである」を今、想起していま

す。美と真実と平和は限りなく近い。だから芸術家は、

どのように描くのかという前に、この状況の中でどのよ

うに戦いながら生きているのかを絶えず検証しなければ

ならない。すなわち人間に内在する美に対して、それが

普遍的な輝きを持つ思想体系となり、あるいは芸術作品

となって自己表現の道を構築できるように生きることだ

と思うのです。それが平和を実現する芸術民主主義への

道です。

信州・上田の戦没青年画家たちの無言館の作品プラス

丸木美術館（丸木位里・俊夫妻の「原爆の図」が収めら

れている）プラス戦争放棄を掲げる日本国憲法にノーベ

ル平和賞という力を結集して芸術民主主義の理論と方法

論を構想する運動をしていかねばならないと確信してい

ます。

無言館の建物が十字架の形をしているという事実をご

存知でしょうか。あれはどういうメッセージでしょうか。

あなたならどう説明しますか。

さらに戦争を知らないにもかかわらず戦争放棄をかか

げる日本国憲法にノーベル平和賞をと唱える人たちか

ら、平和への強い意志を教わっているのです。

戦争を体験した人たち、ぼんやりではあるが記憶にあ

る人たち、全く知らない人たちが手を結んで作り上げる

平和運動が可能だと思います。それぞれの世代が手を結

ぶには全世代を貫く想像力の翼が必要です。そうでなけ

れば「明日の美」の運動は成立しないと思っています。

　ですから、全世代が歴史の担い手としての自覚を深め

て、芸術民主主義の運動を創り上げていくことが緊急の

課題であると確信します。

森田  直子  個展 　フランス・パリ　

2016 年 6 月 23 日 ( 木 )（オープニング）～ 7 月 5 日 ( 火 )

Galerie  SATELLITE

7 rue François-de-Neufchâteau 75011 Paris　France

Tel:　0143798020 

Portabre:　063226803

おめでとうございます！！

森田 進氏　第９回アジア・キリスト教文学賞受賞
詩人・牧師で当会の賛助会員の森田進氏が 2015 年８月６日、第９回アジア・キリスト教文学賞を受賞されました。

三浦綾子氏らに続くものです。森田氏のよりいっそうのご活躍をお祈りいたします。
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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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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 藤井建男氏「アウシュビッツに送られた女流画家」、
詩の朗読、演奏等

17：30 〜　  オープニングパーティー
◆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:072-242-6120

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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【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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【お知らせ】

「世界の花」国際女流展　
2015 年 10 月 2 日～ 7 日、中国・北京にて開催された「世界の花」国際女流展に近藤あき子氏が参加、出品しました。三代沢史子・

森田直子は作品を近藤氏にたくしての出品となりました。

福島への寄贈作品の感謝状届く
クロアチア共和国ドブロヴニク市の Teo TROSTMANN 氏と Ivana Jovanovic TROSTMANN 氏が福島の子どもたちへ寄贈した作

品は、若松栄町教会に贈られ、感謝状が「会津放射能情報センター、放射能から子どものいのちを守る会・会津」代表片岡輝美様

より届きました。感謝状は氏に郵送しました。

水原房次郎 蔵美術館　

Gallery Fusajiro MIZUHARA

2016 年　春　４月 25 日 ( 月 ) ～５月８日 ( 日 )

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

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


