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明 日 へ の 美

ごあいさつ

オバマ米大統領は 5 月 27 日現職の大統領として、初めて被爆地広島を訪れた。平和記念、原爆資料館
を視察した。戦場のない広島・長崎の上空から原爆を投下したアメリカに対して謝罪の声が高かった。原
爆死没者慰霊碑で献花し、黙祷がなされた。オバマ氏が被爆者の代表と語り合い、抱き寄せる姿には謝罪
が込められたものでもあった。戦場でもない、広島・長崎上空、晴れ渡った上空数百メートルから閃光と
炎の壁が 10 数万人の死者を出した。数千人の朝鮮人、米国人捕虜も犠牲となった。罪なき人々への原爆
投下には道徳的な想像力を刺激し変化を可能にすることだ。アメリカは原爆投下に謝罪して、日本が真珠
湾攻撃によって太平洋戦争が始まった事実も、日・米首脳が同時に、広島平和宣言がなされることを期待
した。罪なき人々が犠牲になった戦争が今後も紛争回避に外交を通じて尽力してほしい。オバマ氏のプラ
ハ演説（核なき世界）を発展していくことである。

反戦・反核・反原発 KYOTO ART EXHIBITION が早くも 5 回目を多くの方々の協力によって無事に終
えました。平和を願う画家が結集して第 6 回目を頑張りたいと思います。

皆様ご協力のほど何卒宜しくお願い致します。
李　景朝
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照美さんのギターと歌（右）と敦井規代さんの手話（左）

桐山都喜子さんのドイツリートと日本の歌曲

♪　うたのひととき　♪

うた　　桐山都喜子

ピアノ　服部　節代

シュペネマン・大島偕美氏の講演

第５回 KYOTO ART EXHIBITION  の報告

第５回を迎えた KYOTO ART EXHIBITION は 5 月 7

日 ( 土 ) から 12 日（木）まで開催され、５月にしては

天候不順でしたが、３００人の来場者がありました。 

熊本大地震の直後でもあり余震が続くなか、日本列島

全体にこの地震の影響が及ばないことを祈りながらの会

期でした。熊本からの出品者には無理をしないようにと

連絡を取りながら、それでも「作品はできているから出

展します」とのことで、ただただ作品が無事に運送され

て届くことだけを願って初日を迎えました。今回は緊急

入院の方が多く間際になって出品を断念された方が数人

ありました。大きい地震がいつまでも続くのは地球が与

える世界的な影響ではないかなどと思ってしまいまし

た。 

会場にはこの展覧会のモットーでもある反戦、反核、

反原発を心にした作品が、書にも絵画にもあり、来場者

がじっと足を止めて見入っている姿が印象的でした。 

事務局は、開催５回目を記念し、土日にかけて２日間

のイヴェントを計画致しました。国立音楽大学卒業後

ずっと京都で活躍を続けてきた桐山都喜子さんのドイツ

リートと日本の歌曲に始まり、ノー・ウォー横浜のリー

ダーでもある藤井建男氏の講演は日本で今話題になって

いるアウシュビッツに送られた若い女流画家「シャル

ロッテの絵手紙」。その貴重な話に会場が一体となって

集中しました。KASHIMOTO 氏のロシア民謡は年々磨

きがかかって、一層ロシア的で素晴らしいものでした。 

２日目は江口節さんご自身の詩の朗読に始まり、出品

者でもあるシュペネマン・大島偕美氏の講演「戦争をド

イツの市民はどのように体験したか」でした。 

「ここにはアメリカ人も日本人もドイツ人もいて皆あ

の美しい夕陽を見ている。これが平和なんだね。平和っ
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京都画廊正面

藤井建男氏の講演

展示会場風景

ていいね。」広島の原爆資料館に入ってからずっと沈黙

していたシュペネマンさんの９歳のお孫さんが、宮島で

やっと口を開いたときの言葉です。それに続くドイツ人

のお姑さんから直接聞いたお話でした。 

会期中に２人の若い女性がふらりと入ってきました。

時間がゆっくりありそうな２人。旅の途中でした。アル

ゼンチンから来たとのことでした。そのうちあまり上手

でないこちらの英語やフランス語が出てきて、いろいろ

聞いているうちに産業デザインの仕事だとわかりまし

た。２時間ほど会場を見ていて、「このような反戦、反核、

反原発をかかげて展覧会をしているのは初めて見た」と

のこと。大変感動した由、帰国したら友人知人に報告す

ると言って帰っていきました。広がっていってくれると

嬉しいです。 

第３回から続く照美さんのギターと歌はスポンサーで

もある敦井規代さんの手話がはいりました。会場の皆様

も参加していただいて、楽しいひと時でした。 

会場の奥には故三村和子さんの作品と、大学時代に

19 歳の和子さんを描いた親友・ 敦井規代さんの作品を

展示しました。三村さんはこの展覧会の会報「明日への

美」創刊号をを編集し完成させて亡くなりました。ペン

ネーム「ふなびきかずこ」として新聞５社のまんがや歴

史書のイラストを手掛け活躍し第１回出品者でもありま

した。 

好評のうちに幕を閉じた展覧会は、会の趣旨の展覧会

として会期が短すぎるというご意見を沢山いただき、次

回は 2017 年５月７日（日）から 14 日（日）までの８

日間の開催と決まりました。               ( 三代沢史子 )
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シャルロッテの絵に心惹かれて　
藤井　建男　

画家　ノー・ウォー横浜展事務局

シャルロッテ自画像

シャルロッテ・サロモンという 26 歳の若さでヒト
ラー・ナチスのアウシュビッツ収容所のガス室で命を
絶たれたユダヤ人女性画家がいました。1917年生まれ、
来年は生誕 100 年に当たり、ヨーロッパでは彼女を偲
ぶ様々なイベントが準備されてると聞きますが、残念
なことに日本では彼女のことはほとんど知られていま
せん。昨年夏に出版された『シャルロッテの絵手紙 ガ
ス室に消えたユダヤ人画家』が日本で初めて彼女を紹
介する本となります

彼女のことが知られたのは戦争が終わって２年後の
1947 年、彼女がヒトラー・ナチスのユダヤ人狩りを

美術学校で

「私はユダヤ人ですが学校

にいても良いでしょうか」

逃れ南フランスの祖父の友人の別荘に隠れて描いた
1000 枚に及ぶ絵が奇跡的に両親のもとに届いてから
でした。その絵には『Leben? Oder Theater?』（人生？
または劇場？）と言うタイトルが付けられていました。
タイトルには短い悲劇的人生を、“ 芝居であってほし
い ” という生へのかすかな希望が込められています。
1000 枚もの絵は、わずか 26 年間の人生が繰り広げた
青春と愛と家族の織りなす様々な光景であり、シャル
ロッテが生きた時代の告発でした。

それから 70 年、絵はヨーロッパ、アメリカ各地を
回り、彼女の生涯は映画、オペラにもなり人々に感動
をあたえてきました。

シャルロッテは 1917 年 5 月 16 日、ベルリンの医
師アルベルト・サロモンとその妻フランツイスカの娘
として生まれました。家はドイツ社会に同化したユダ
ヤ系の裕福な家庭で、当時のベルリンでは最も格が高
い地域に住み、インテリ、芸術家などがにぎやかに交
流し合う幸せな家庭に育ちました。9 歳のとき母が自
死、父アルベルトは 3 年後オペラ歌手パウラ・リント
ベルクと再婚します。

ユダヤ人は集まるとわが

身のこと、亡命のことし

か話さなくなった。

一見幸せに見えた家庭でしたが 1933 年、ナチス・
ヒトラーが政権を掌握すると一変します。シャルロッ
テの青春を送ったころのドイツは第一次大戦の賠償金
が国民生活を圧迫し労働争議が頻発、一方では好景気
に沸くアメリカの近代産業、文化が堰を切ったように
流れ込むなど進歩と享楽が渦巻く不安定な時代でし
た。そして襲いかかる世界恐慌。この混沌とした時代
の空気に便乗してヒトラー・ナチスが登場したのです。

ヒトラーは狂気の独裁を押し進めるために、民主的
思想、近代的文化、美術、文学などを伝統的ドイツ　　　　　　

社会を退廃させるものと決めつけ、さらにユダヤ人を
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初恋の人？アルフレード

「最低の人種、除去されるべき悪魔の民」と巧みな弁舌
で煽り立てて、偏見と恐怖でドイツ国民を縛り上げた
独裁国家をつくりあげたのでした。多くの文化人が退
廃芸術家の烙印を押され発表の場を奪われ、少なくな
い著名人が国外に脱出します。ユダヤ人の排撃は凄惨
をきわめドイツだけで 16 万人、ヨーロッパ全体で数
百万人が強制収容所で命を奪われたのでした。

父アルベルトもユダヤ人であるという理由だけで医
師の資格を剥奪され、周囲のユダヤ人が相次いで国外
に亡命し始めます。家族の身に危険が迫る中でシャル
ロッテの家族も身を隠すことになり、シャルロッテは
南フランスの叔父の保養地に体を預けます。しかし、
1940 年 6 月フランスがドイツに降伏すると南フラン
スでもナチスのユダヤ人狩りが始まります。

シャルロッテはここではっきり死を避けられないも
のと受け止めます。そして生きていた証を残すために
猛然と自分の人生を描きはじめたのです。夜も、昼も
絵筆を離しませんでした。彼女の見たもの聞いたもの
が全て絵のテーマになりました。

そして 1943 年の夏の終わり、ナチスの追跡が身に
迫ったのを感じた彼女は知り合いの医師に「これを大
切にしてね。私の全人生なの」と言い残してスーツケー

スを渡します。スーツケースには 1000 枚にも及ぶ絵
が大事に包まれて入っていました。1000 枚の絵が人々
の心をつかむのは、平凡ともいえるテーマの一つ一つ
に寄せる慈しみ、持てる技量・新しい試みを惜しむこ
となくすべて注ぎ込んでいるからであり、一点一点が
青春の生命力にあふれているからだ思います。

私がシャルロッテ・サロモンのことを一人でも多く
の人に知ってもらいたいと思うのは、彼女が生きたド
イツの時代と今の日本の空気がどこか似ていると言う
危惧があることも理由です。

日本は 70 年前、自らが繰り広げた侵略戦争の教訓
から戦争放棄、主権在民、国際平和を誓った憲法を掲
げて国際社会に復帰しました。ところがこの憲法を壊
す動きが強まり、憲法を変えるために「ヒトラーにや
り方を学べ」と言う国務大臣まで登場してきたことに
時代のえも言われぬ危険を感じるからです。そして私
と同じ危機感を感じている人々が急速に増えているこ
とにも励まされてこの本は生まれました。

『シャルロッテの絵手紙』
（藤井建男・著　塚田一末・編　

東銀座出版社　1800 円税込）

人気のあるオペラ歌手パウラは勇気ある母でした
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詩を書いてきて         
江口  節

５ 月 ７ 日 ( 日 )、
京都画廊で３編の
詩を朗読させても
らったが、作品は
５ 編 を 用 意 し た。
４編は、子供や家
族をテーマにした
もの。１編はフラ
ンクルの『夜と霧』
にモチーフを取り、

「ギフト」と題して
最後に朗読した。40 年前フランクルの著作に出逢って
以来、人間の本質を考える上で私の基準点になってい
る。平和を願う、という京都アート展のコンセプトは、
フランクルから始まった私自身の思索を辿りなおすこ
とにもつながったといえようか。

 一方で、長く詩を書いてきたが、息せき切って書き
継ぐ季節を過ぎ、今は、詩とは何か、と自分なりに整
理したい思いがある。言語派だ、人生派だ、あるいは
芸術派だ、社会派だ、とかまびすしく分類されるが、
一人の人間の中には、人生も芸術も全部あって、意味
と美は分かちがたく表裏の関係にある。むろん詩は、
言葉で書く。詩情は世界に満ちており、言葉によって
指し示すとき、詩が、生まれる―と私は考える。 

コミュニケーションツールとしての側面でみれば、
言葉は、人間以外に鳴き声を使い分ける動物、たとえ
ば猿にもシジュウカラにもある。だが他の種と最も異
なるのは、人間の言葉は圧倒的に複雑多岐膨大な量で
あり、それゆえに文字を持ったことであるといえない
か。文字によってさらに知識は蓄積され、展開進展し
てきた文明のその先端に、私たちはいる。けれども、
それはモノやコト、つまりは科学や欲望の分野であり、
その果てに、人間は手に余る核まで所有するに至った。 

ココロはそうはいかない。時代の変遷で表層は違っ
て見えても、中身は昔も今も変わらない。なぜなら、
誕生から死まで、一人の生はその一人がやり遂げなけ
ればならないからだ。一人一人のココロはいつもスター
ト地点にいる。そのために、文学や哲学、宗教はある
と言える。 

ただ、ココロに人間の知がまったく蓄積進展されな
いかといえば、そうでもないらしい。（限られた字数な
ので単純化することをお許し願う。）無意識のさらに
下の深層に（言語）アラヤ識という層がある。そこに
は、人類の発生から積み重ねた知と歴史が凝縮してい
る。ユングの集合的無意識のイメージに近いが、もっ
と根源的である。すなわち、血の歴史から和の歴史を
多くしていき、そのアラヤ識を変化させる可能性が残
されているのだ。この気の遠くなるような話にすがっ
て、もう手遅れかも知れないと思いつつ、美しいモノ
やコトに向き合って感受性を磨きたい、ココロを耕し
たいと思っている。以下、当日読まなかった作品を一つ。 

ありふれた町はずれの家 

その人にも家族がいる    
桃の中から 
竹の中から 
生まれたわけではなかった 
人の首を 
桃のようにぶら下げた 
竹のように断ち切った 
その人の映像が空を駆けるとき 
その人の家族はドアを閉める 
鍵をかける 
それをカメラが追う 
ありふれた町はずれの家の扉 

私の家族ではなかったと 
なで下ろす胸の内から 
本当に私の家族ではなかったと 
言える人が地上にいるのかと 
しんと  
質（ただ）してくる もの  

当日の朗読は、我ながらいつもより早口であった。
間の話も骨格だけの粗く硬いもので、果たしてみなさ
んが聞き取れるものであったかと、振り返る度に忸怩
たる思いでいる。もう少しゆっくり丁寧に語るべきで
あった（いや生半可な思索だから大した差はない）と、
終わった直後からどっと後悔の念に襲われた。
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２０１６年　春
山下 知津子

３月 25 日午後２
時 を 過 ぎ る こ と １
分、２分……。電話
が鳴る。受話器を取
る。
「山下さぁん、合

格しました！」弾む
S さんの声。
「ワァー、よかっ

た、よかった！ よ
く頑張ったね」
こ の 日 午 後 ２ 時、

看護師国家試験の合格発表があった。
S さんは７年余り前日本に来た北朝鮮難民、いわゆ

る「脱北者」である。彼女の両親は日本で生まれ育っ
た元在日コリアン。ともに 1959 年から始まった北朝
鮮への「帰還事業」で、中学生のころ親に連れられ新
潟から「祖国」北朝鮮に渡った。しかしそこでの社会
の在り方に大きく失望していた両親は、大学生だった
S さんに、日本へ行き自由に羽搏いて自分の人生を生
きてゆきなさいと、強く背中を押したのである。S さ
んは文字通り命懸けで国境の川を渡り、多くの苦難を
乗り越えて来日した。

そして日本語を一から学び、働きながら夜間中学、
単位制高校、高校卒業認定試験までを驚異的な速さで
クリアし、大病院附属の看護学校に合格。さまざまな
人の応援も得ながら、３年間勉学に、実習に、心身ぎ
りぎりのところまで頑張ってやってきたのである。国
家試験受験のこともあり、看護学校在学中に日本国籍
をとった。

目標に向かって挫けずに懸命の努力を重ねつつ、彼
女はいつも明るく、周囲への温かい思いやりを忘れな
い非常に優しい女性である。彼女の姿を見ていると、
人間への根源的な信頼感というものを与えられる思い
になる。これからも種々の試練があると思うが、４月
から働き始めた大病院で必ずや良い看護師に成長する
だろう。

４月 23 日、一緒に俳句同人誌をやっている友人と
ともに、お茶の水の明治大学・アカデミーホールでの「金
子兜太さんと平和・憲法を語る集い」に参加した。

金子兜太氏と黒田杏子氏の対話講演という形で、ま
ず杏子氏が兜太氏の代表句３句を紹介した。

水脈の果炎天の墓碑を置きて去る
梅咲いて庭中に青鮫が来ている
おおかみに螢が一つ付いていた

これらの作品について、ユーモアも交えつつおおら
かに温かく、杏子氏が兜太氏から話を引き出してゆく。

兜太氏は 1943 年 9 月に半年繰り上げで東大を卒業、
日銀に就職したが３日で退職、海軍経理学校へ。翌 44
年海軍主計科中尉としてトラック島に赴任。工員たち
を率いて要塞の構築にあたったが、人間の素朴で赤裸々
な原点の姿を見せて生きていた工員たちを、兜太氏は
敬意を籠めて「存在者」と呼ぶ。そしてその「存在者」
たちの多くの無残な死を、目の当たりにしたのである。

日本の敗戦後、兜太氏は戦没者の墓碑を島に残し、
最後の引き復員船で帰国。一句目〈水脈の果〉はその
時を思っての作品であるということ。日銀に復職した
氏は、非業の死者たちに報いるために反戦平和の社会
の実現を決意。日銀従業員組合の初代事務局長として
組合専従となる。言うまでもなく「出世」からはほど
遠い道となり、長い期間地方に飛ばされることになっ
た。しかし杏子氏は兜太氏のこういう生き方のゆえに、

「私は兜太先生とは俳句における流派や師系も違うが、
ずっと兜太先生を尊敬し、一緒にやらせていただきた
いと思ってついてきた」とおっしゃった。この言葉に
私は涙がこぼれた。

二句目、〈梅咲いて〉については、「戸を開けた時の
凛とした早春の空気に、とっさに海原の気配を感じて
できた」と作者自身思っていた。ところが近年、アメ
リカ在住のある研究者が、「トラック島周辺には鮫が多
い。ことに戦争中は海中の兵士の遺体に鮫が群がって
いたと思われる。兜太の無意識の中に、その時の鮫が
あるのではないか」と解説したそうである。私たちも
この説を初めて聴いて非常に驚きつつ、深く納得させ
られたのである。

兜太氏は秩父の出身。秩父地方の神社では狛犬の代
わりに狼の像が置かれているなど、秩父にとって狼は
非常に身近な存在だという。しかし明治時代の富国強
兵策の中、軍馬育成に危害を及ぼすからと狼狩りが行
われたそうである。狼の絶滅も日本の軍国主義と関係
があった。
「戦場体験のない政治家が日本のこれからを決めるこ

とに大きな怒りを抱く」と兜太氏。「アベ政治を許さな
い」を揮毫した 96 歳兜太氏の炯々たる眼光に打たれた。
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戦争と人間：ナチスとドイツの一般市民

シュペネマン 大島 偕美

もう、何年になるだ
ろうか。私たちがクリ
ステルと知り合ったの
は。

ハイデルベルク大学
で博士号取得後、夫の
クラウスは実務研修の
ためにランダウという
フランス国境に近い町
に派遣された時だっ
た。その一年の滞在が
その後、これほど長く

（半世紀以上）密度の濃い彼女との絆を結ぶとは。彼女の夫
は有能な検事だったが、二年後、心不全で急逝した。同じ
建物に住み、その家族から筆舌尽くし難い支えを受け、ド
イツを一層近い国にした。勉学、仕事や育児で疲れを覚え
た時、彼らのホームコンサートや最高のワインを傾けなが
らの団欒は確実に癒しとなった。

クリステルは夫と両親を失ったが、四児は立派に成長し
た。医師に、検事、牧師、社会福祉事業で活躍する彼らは
彼女の愛情と汗の結晶だ。今でも彼女との再会は最高の贈
り物だ。94 歳になった今も、私たちの全てをあるがままに
温かく笑顔で迎えてくれる。その年齢で、彼女は大きな住
居と庭の手入れをこなし、いつも手料理で歓迎してくれる。
目は不自由だが、人生を精一杯謳歌している。記憶も知識
も衰えず、知的好奇心にあふれている。

20 年程前、昔の思い出を語りつつ、ゆったり町を散策し
た時のことだ。鬱蒼とした中庭もある屋敷を指さし、怪訝
そうな顔をした私に語ってくれた。そこは、あるユダヤ人
医師の家だった。クリステルはその家の娘とおしゃべりを
し、行き来する仲だった。友人には二歳年下の弟がいた。

第二次世界大戦も後半に入ると、所謂ユダヤ人狩りが厳
しくなっていた。多くのユダヤ人たちは既に逮捕されてい
た。緊迫した状況を察知した豊かなユダヤ人は子どもたち
だけでも逃亡させようと、緊急避難的にアメリカ行きの船
をチャーターしたのだった。授業中に、至急乗船するよう
にとの指令が秘密裏に彼女のところに来た。何も持たず、即、
港に直行せよとのことだった。それ程、切羽詰まった状況
だった。が、彼女は弟が気になり、一旦帰宅したのだ。港
に引き返すと、ユダヤの子どもたちを乗せた最終船は既に
アメリカに向けて出帆していた。彼女は連行され、強制収
容所で両親との再会も叶わないまま、殺害された。

戦後 24 ～ 25 年たって、クリステルはある立派な紳士の

訪問を受けた。それは、姉が連れに戻ったあの弟だった。
姉の消息を知りたく、友人のクリステルを訪ねたのだ。彼
はアメリカ人の養子となり、教育を受け、職業的にも成功
したので、姉を迎えに帰国したのだ。自分を探しに戻った
姉は殺害されていたことを知った彼は、落胆の余り、がっ
くり膝をついた。アメリカで何不自由ない生活しながらも
姉との再会を夢見て、待ち続けた人生だったのだ。

ランダウの住民たちは、そこに生まれ、共に生活してい
たユダヤ人への慰霊の思いから、美しい花が一杯の庭園を
作り、一年中手入れをしている。弟はそこで、大粒の涙を
流しながら、手を合わせ、アメリカに戻って行った。ラン
ダウの町は今でも≪庭園都市≫と呼ばれている。美しい公園
がたくさんある町だ。

これも戦争の一つの姿だ。
ナチス党ヒットラーはダーウイン主義理念を利用し、人

種というのは遺伝的に伝えられた固有の特徴によって形成
され、それは思考力、創造性、知性、芸術文化鑑賞力、身
体的能力、強靭さ等も左右すると考えた。だから優秀な人
種（アーリア系）を繁殖させ、劣勢な人種の繁殖を防止す
ることが彼の大義名分だった。ユダヤ人ばかりか、ジプシー
と呼ばれたシンテイ・ロマ族、アフリカ人、スラブ人は劣
勢民族とみなされた。心身障がい者、犯罪者、浮浪者、失
業者、アルコール中毒患者、同性愛者なども、劣勢な人間
として、迫害および虐殺の対象になった。彼の思想に反対
した多くの優秀なドイツ人達も命を奪われた。

それが、クリステルのようなごく普通の市民生活をして
いたドイツ人の身の回りに起こっていた。しかし、多くは
秘密に付され、実態が公にされなかったことも事実だ。正
気だった人間がいとも簡単に狂気に走ってしまうのも戦争
だ。人権と勤勉さを重んじ、世界で最初の民主的な憲法を
作った同じドイツ人が、その暫くの後、何百万人もの殺戮
を行うなんて。

それはドイツばかりか、日本など世界の各地で起こった
悲劇だ。私がかつて中国で目にした巻物は、日本兵による
中国人殺しのまさに詳細な地獄図だった。その残虐な日本
兵たちも、帰れば平凡な夫であり父親だったのだ。

さて、クリステルの次女は法律学を収め、検事になった。
ある夏休み、クリステル訪問の際、その次女は私に、ある
法廷を例外的に見学して欲しいと言う。京都で法学を学ん
でいた私は喜んで承諾した。それは少年 A が関与した麻薬
事件だった。

Ａは麻薬とは無関係に見える程気弱な14歳だった。当然、
未成年だし、家族と関係者以外は、傍聴が許されなかった。
少年 A は二人兄弟の豊かな家庭に育った。兄は成績抜群で、
弟のAはごく普通の少年だった。優秀な兄は両親の誇りだっ
たので、Ａは日常的に比較の対象で、影の存在だった。そ
んな彼はストレスから若禿になった。それがショックで登
校拒否をし、ぶらぶらと遊び歩く人間になっていた。
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ある時、同年配の少女と知り合った。彼女は事情を知る
と、同情し、マンハイムという町に「若禿専門医がいるか
ら、そこに行ってみたら！」との情報をくれた。しかし、
両親から蔑ろにされていた彼には、治療費の依頼は無理な
話だった。すると、彼女は将来美容師になるため、美容店
で既に見習いのバイトをしており、幾ばくかの金を貯めて
いるという。それで、麻薬の広場があるアムステルダムに
行き、麻薬を手に入れ、麻薬禁止のドイツ国内で 3 ～ 4 倍
の金額になる筈だ。若禿専門医の治療が可能になるという。
思い切って彼は少量の麻薬を購入し、ドイツに戻った。列
車がケルンに入ると、突然、麻薬取締官が取締犬を連れて来、
簡単に麻薬は発見された。それが、未成年麻薬事件の経緯
だった。

A は終始、俯いて小声で答弁していた。最後に温和な雰
囲気の裁判官は、彼に語りかけるように「君は麻薬を一度
も吸ったこともなく、入手した理由は「若禿」という現象
からだったからだろう。今後、両親の保護観察の下、二度
と手にしないと約束するなら、最低限の刑に処するよ」と、
何週間かの刑を宣告した。その時、母親がヒステリックな
声で、「意義あり、それは納得できません」と叫んだ。「理
由は兎も角、A はドイツで禁止の麻薬を手にしたのですよ。
未成年者でも、それは軽すぎます。法治国家ドイツの恥で
す。」と捲し立てた。Ａは涙ぐんだ儘、聞いていた。裁判長
は当惑気味に、まあまあ！　という仕草をした。

突然、一人の初老の婦人が挙手をし、「裁判長、私に A
を預からせて下さい。私は誠心誠意、その子を立派に教育
し更生させます。」と発言した。裁判長は訝しげに、「あな
たはどなたですか？　A とどういうご関係ですか？」と尋
ねた。「私は A に麻薬購入を勧めた少女の祖母です。だか
ら私にも責任があります」との答えに、「どうしてそこまで
されるのですか？」と裁判長。「私は実はジプシーと言われ
たロマ族の出身で、戦争中にナチに追われ、即、収容所行
きを、何人ものドイツ人がリレー的に匿ってくれ、生き延
びられたのです。戦後、この町で生活し、孫も成長し、幸
福です。だから、こんな形でも、ドイツに恩返しをさせて
下さい。」と毅然と答えた。

裁判長は心打たれ、その承認を両親に求めた。「勿論、構
いませんよ。彼の生活費はいくら？」と、厄介払いをした
母親は答えた。Ａ は裁判所の承認を得、彼女の家に引き取
られ、温かい庇護のもと、立派に成長し、司法試験に合格
するまでになった。その時点で両親は家に戻るよう促した
が、彼は拒否し、ある地方都市で生き生きと活躍している。
と、クリステルの次女からの爾後報告だ。付け加えて、「奇
跡みたいだけどね。A の髪の毛はね、ふさふさと生えてき
たのよ！」

これも戦争の記憶だ。
最近は 100 万人以上もの難民を受け入れている唯一の国

ドイツだ。反対があっても、難民二世が通訳をし、ドイツ

エルベ川の春

の青少年、女性たちも必死に応援しているそうだ。つい 70
年前までは、ドイツ人の優勢さを誇り、劣勢で従属的な民
族を葬った民族が、今や自らの犠牲を覚悟して多くの命を
救おうとしている。

自らの社会学の講座で、88 年ぶりに米国との国交を回復
したキューバを取り上げた。支倉常長の像も大切にされて
いる国だ。その革命家となった医師のチェ・ゲバラについ
ても学んだ。アルゼンチン生まれ、39 歳の若さで殺害され
た彼の言葉には力がある。

≪ただ一人の人間の命は、この地球上で一番豊かな人間
の全財産よりも 100 万倍も価値がある≫

命や人生を破壊する行為が戦争だ。平和を愛するとは、
それを深く心に留め、かけがえのない隣人のために生きる
使命を持つことではないだろうか。

清湖静風
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平和に寄せる私の思い　( ２) クロアチア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三代沢 史子

2016 年 5 月 27 日、想像を絶する苦しみや恨みを
乗り越え核廃絶のために互いに努力していこうと、被
曝者とアメリカ大統領オバマ氏が手を取り抱きあった。
ここへ来るまで 71 年もかかってしまった。戦争とは
互いに許しあうためにそれほどの年月がかかり、しか
も互いの心をすっきり青空にすることはできないのだ。
しかし、世界から核を廃絶し平和に向かっていくスター
トラインに着いた、と私は思いたい。

1989 年、私は絵の取材のために 8 人の先輩たちと
トルコ、旧ユーゴスラビア、イタリアへと 3 週間の旅
に出た。

トルコは活気に満ちていて、人々がいたずらっ子の
ように思えた。日本人を見ると、「コンニチワ」」と声
をかけて来る。バケツやスリッパを肩から担いで売り
歩く人、馬車に黒緑のすいかを山のように積んで急ぎ
足で行く人、木と木にロープをわたして皮のオーバー
や敷物をかけて売っている人、皆お腹の底から声が出
ているようだ。この自由な日常にすっかり私たちは旅
の楽しさを満喫した。

ところが次の取材地・旧ユーゴスラビア・ベオグラー
ドの空港では一同緊張と恐ろしさに蒼くなった。それ
は厳しい荷物検査と警備があったからだった。それで
も 2、3 日すると私たちの一行は持ち前の楽天的な気
分で次の目的地・クロアチアのドブロヴニク旧市街の
あちこちへとスケッチに出かけて行った。そしてスケッ
チをしている時に声をかけてきた夫人・リフィカさん
のお宅で私はお昼をごちそうになった。　　　

3 歳の妹のカロリーナはチキンが食べたくなくて
フォークで突っついている。それを注意するリフィカ
さんは日本のお母さんと同じようでほほえましい。チ
キンを頂いて私はもうお腹がいっぱい。遠慮している
ように見えたのか「もっといかが？」と私のお皿に入
れようと勧めてくれる主婦のリフィカさんの親切。国
は違っても人の心は同じだとおもった。

食後、子どもたちが絵を描くのを眺めながら彼女は
「私の友人に船長さんがいて日本の神戸に幾度か行った
ことがある。日本はとても美しい国だと聞いている」
ということだった。そんな彼女は日本の事が知りたく
てたまらない様子。道で見つけた私は日本の若い学生
と間違えられたようだ。「日本人の顔の形は若く見える」

コルキュラ島

と言う。私はポケットに入れていた紙風船を出して子
どもたちと遊んだりしているうちに 2、3 時間があっ
という間に過ぎ、スケッチするのも忘れていた。

すると夫のイリヤーさんがホテル・アゴシーまで送っ
てくれるという。リフィカさんは、日本人は抱き合っ
たりする習慣が無いことを知っているのか、初対面だ
からなのかとても遠慮がちに私を優しく抱き寄せた。
なんだか前から知っている人のようで、熱いものがこ
み上げてくる感じがした。

手を取り合って別れた彼女は家の中に、そして子ど
もたちとイリヤーさんは車庫へ、と思ったら車はほこ
りをかぶって道路に置いてある。立派なお家の割に車
はなかなかのものだった。これはお国柄のようだ。

夫人のいない車の中は皆押し黙って息苦しい。私が
ドレミの歌を歌うと 3 人とも声をそろえた。「あ、知っ
ているのだ」と。この有名な曲に感謝。“SCLA” とい
う字が見えたので「がっこう？」と聞いてみると 3 人
とも声をあげて喜び、ジャスミーナが通っている小学
校とのことだった。おかげで車の中はワイワイ。互い
国の言葉で結構通じると私は思った。

そうこうするうちにホテルに到着。ホテルの前で写
真を撮って、今度は私が子どもたちをそっと抱だきよ
せてサヨナラしてわかれた。見も知らない外国人の私
が受けた親切に心からアリガトウ！　

翌日は次の地への準備にと部屋でゆっくり休んで旅
の整理をしていたが、添乗員さんはまた私が何処かへ
行ったかと探していたらしい。本当に困った旅行者だ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（つづく）
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◆出品 作 家 名 簿

青木由弥子（東京都）／安土忠久（岐阜県）／居谷康子（大
阪府）／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）／近藤あき子（東京都）／佐野千枝
子（京都府）／島並草逕（大阪府）／末永蒼生 ( 東京都 ) ／シュ
ペネマン大島偕美（京都府）／高田真佐子（大阪府）／高
橋絹代 （大阪府）／竹屋純子（熊本県）／敦井規代（神奈川県）
／寺内伊久子（大阪府）／中路淑子（京都府）/ 長岡美江（滋
賀県）／中村安子（東京都）／名古きよえ（京都府）／野
崎務（大阪府）／樋口純子（京都府）／福島栄子（大阪府）
／水島照美（兵庫県 ) ／水野恵子（大阪府）／三村和子（神
奈川県・故人）／三代沢史子（神奈川県）／森田直子（大阪府）
／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 ) ／李景朝 ( 大阪府 ) ／ Anita 
MIREI（在ハンガリー）／ Posear（在アメリカ）
出品予定者４名病欠

◆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。
郵貯振替の番号が変更になりました。（会計 田中令子）

郵貯振替：０８６０- ３- １３６５７４

加入者名：平和を願う美術家の集り

◆賛助会員及び
カンパをお寄せいただいた皆様

第５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／安藤和子
／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 . 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／江口節／遠藤はつゑ
／大井芙美子／大蔵律子／大上恭一／大島恵美子／太田慧
一／大野一道／押本年眞／小田秀子／乙井康弘／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／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／高栄子／
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／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／セキジュン / 高木裕子／高島弥寿／高田明子／竹
田とし子／武谷淑江／田口重彦／田崎美津江／田中国男／
田中捷子／田中令子／多田靖義／谷口登茂子／長網孝子／
塚本一雄／塚本成子／土永博／土屋昌子／津止洌子／丁章
／寺尾晃／寺田公明／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／三代沢良明／南美
穂子 / 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
　

◆熊本地震募金のご報告
　

2016 年熊本大地震の被災者支援のため、第５回 KYOTO 
ART EXHIBITION 会場で皆様からいただいた募金の総額は
23,500 円でした ( この内 6,200 円は水原房次郎蔵美術館か
らの募金です )。募金は「日本基督教団社会委員会」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。

2016　 KYOTO  ART  EXHIBITION　会計報告
区分 内　訳 金　額

収入

繰越金 288,636 
出品料（28 人） 196,000 
賛助会員会費（94 人） 282,000 
カンパ 105,000 
アート展カンパ 49,000
合計 920,636 

支出

ギャラリー使用料 200,000 
レンタル料（椅子） 16,200 
アルバイト料（展示・片付け） 20,000 
謝礼（講演・演奏） 60,000 
会報代（7、8 号） 138,282 
印刷代（ポスター、チラシ、ハガキ） 30,590 
ホームページサーバー費 38,400
送料 185,264 
通信費（振込手数料含む） 20,316
封筒（10,000 枚） 35,140
雑費 32,452
合計 776,644

残金 次期繰越金 143,992
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2017 年
第 6 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：0860-3-136574　

 加入者名：平和を願う美術家の集まり
◆会　期　  2017 年 5 月 7 日（日）〜 5 月 14 日（日）
　　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 448-17　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 4 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 448-17
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（土）　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　
14：00 ～　 オープニング・イベント
17：00 ～　 オープニング・パーティ

◆搬出　  14 日 ( 日 )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 （住所が変わりました）：

〒 604-8111 京都市中京区三条通堺町東入枡屋町 68-202　工藤方　森田直子
　　　　　　TEL：090-8564-1894　
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　2017 年 3 月 10 日（金）
◆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 6th KYOTO Art Exhibition in the coming May, 2017, 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 2017, in accordance with the application guideline as below;

1) Period of the exhibition:  from May 7th (Sun.) to 14th (Sun.),2017

2) Gallery hours:  from 11:00 to 17:00

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

4) Address:  Tokyu Building 1F, 448-17 Kajii-machi, Imadegawa-sagaru,

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

5) Deadline for application:  Feb.25th, 2017

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, 2017 to the address:

To:  Ms. Chikako MIYOSAWA

1-2-12 Nakahara, Hiratsuka-city, 

Kanagawa, 254-0075 Japan 

Tel/Fax: 0463-32-8361

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 information, 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 difficult 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,

KYOTO ART EXHIBITION
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描き続ける（その８）

反核・反戦・反原発を
―― 美を通して ――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田 直子

第５回「平和を願う美術家の集まり」（2016 年５月
７日（土）から５月 12 日（木））に、多くの方が観に
来て下さり感謝しています。 

2011 年３月 11 日の東日本大震災の後、私たちはこ
の組織を立ち上げました。皆々様のご支援によって５
年間続けて来られました。

東日本大震災の後、未だに 10 万人近い人々が避難
生活をされています。さらに福島県の子どもたち 115
人の甲状腺癌が見つかっています。

また熊本の大地震は、１ヶ月以上の余震が続いてい
ます。まだまだ大変な状態です。

1986 年４月 26 日、チェリノブイリの原発 。
事故から今年で 30 年経っても、未だに危険な核の

ゴミの捨て場がありません。原発の事故が起これば、
人々の暮らしは、土地ごと奪われ、取り返すことがで
きません。

日本列島は、地震帯に貫かれています。それでも川内、
高浜原発と次々に再稼働が進められています。さらに、
このような恐ろしい現実の中で、政治屋たちは憲法改
案を訴えています。

私たちは、このような恐ろしい現実を黙って見てい
ることはできません。あらためて核の恐ろしさ、戦争
の悲惨さ、原発の脅威を心にしっかりと刻んで、創作
に勤しんでいきたいと思います。美を求める心は、ほ
んとうの意味の平和を求める心と深く連動しています。

今回の平和展の書道のコーナーで、文字の持つ力強
い美しさ、そして文字が伝える意味に心が震えたとい
う声が伝わってきました。それでは絵画、彫刻、工芸、

その他の文字を使わない作品から、作者の願いや祈り
は、どのように鑑賞者に伝わっていくのでしょうか。
線や色や形や光や影が組み合わされている造形芸術か
ら反核・反戦・反原発への意志がどう伝わるのでしょ
うか。

この問いを深める一つのきっかけが、５月 20 日から
21 日に東京の神楽坂の宮城道雄記念館で開催された画
家・島村洋二郎（1916 ～ 1953 年）生誕百年の集いで
した。苦悩と貧しさの底で描かれた作品から訴える声
がずしりと響いてきました。

洋二郎の手紙から引用します。「音楽に飢えている僕
は、一人で脳裏に、こうして音楽を想い起こしてその
中に自分の情感を燃焼させているのです。病気である
という理由で、貧乏だという理由で、こんなに惨めに
とりのこされたようにじっと我慢していなければなら
ないと思うと、激しいいきどおりがこみ上げてきて、
僕は又逆に様々の夢を描き出すのです。」（1952 年 12
月 19 日付け、宇佐見英治宛）。 

夢を描き求めることは、この苦しみの底に平安を、
すなわち平和を求めることと重なり合っていくことだ
と思います。最初の出発点、反核・反戦・反原発の３
本の柱を掲げて出発した私たちの活動をあらためて再
確認し続けていきたいと思います。

今回も「平和を願う美術家の集まり」の皆さまの力
強い作品が、鑑賞者に訴えることは可能だということ
を強く感じました。そして洋二郎と共に夢を共有して
いくべきなのです。

会期中、アルゼンチンからの二人の産業デザイナー
が会場に現れました。誰からも紹介されずに私たちの
展覧会場に入って来ました。旅の途中の二人は、日本
語は全く理解できず、私たちと手振り身振りの会話に
はならない会話が続きました。が、少しずつ分かり合
えました。１時間以上過ぎた頃、私たちが平和を志し
ている芸術運動体であることが分かってもらえました。
お互いに必死で表現していくことで理解できることも
あるのだと思いました。帰国したら日本の運動を仲間
に必ず伝えると言って去っていきました。

今、私の頭の中には柳宗悦の民芸運動が甦っていま
す。宗悦の運動と私らが構築したい芸術民主主義運動
は、深く繫がっていくと予感しています。すなわち近
代的自我と無名性と芸術との関係を追及すべきである
と語り掛けている気がします。 
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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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【事務局】　
上記「お知らせ」欄を参照

【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

 
明日への美 No.9　2016 年 7 月 15 日発行

許諾なき転載・複写複製を禁じます。
© KYOTO ART EXHIBITION 2016

【お知らせ】
・振込先が変更になります
　郵貯振替：　0860-3-136574
　加入者名：　平和を願う美術家の集り
　
・事務局が移転しました
　〒 604-8111　京都市中京区三条通堺町東入枡屋町 68-202　工藤方　森田直子
　TEL :　090-8564-1894

水原房次郎 蔵美術館　
Gallery Fusajiro MIZUHARA

2016 年　秋　10 月 25 日 ( 火 ) ～ 11 月 9 日 ( 水 )

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

熊本地震被災者支援の募金 6,200

円は日本基督教団社会委員会を

通じて被災地へ届けられました。

ありがとうございました。

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


