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明日 へ の 美

ごあいさつ

ブラジル・リオデジャネイロでのオリンピックは、開催前から、設備が間に合うのか、また、
治安は大丈夫なのか、心配されていた。昨今のテロの多さに一般の私たちもいくぶんか不
安な気持ちだった。
開会式は華やかなサンバに乗って音楽も色彩もエネルギーに満ちていた。各国の民族衣
装を着飾った選手たちが次々に入場してくる。その中で一段と大きな歓声と拍手で迎えら
れたのは、難民の選手達のグループだった。難民を受け入れた国も拒否した国も皆心から
の応援を送ったことと思う。
日をおいてパラリンピックが行われた。身体が不自由な彼らは単に生活していくだけで
も苦難と努力の日々だったろうと思われる。しかし、なんと素晴らしい記録。競技に向か
うときの力強い闘志。見ている者に幸せを次々と送ってくる。スポーツの祭典が平和の祭
典である瞬間だ。
開かれた国境、多種の民族、健常者も障がい者も、みな手をつなぎ、平和へと前進しよう。

三代沢　史子
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私が今やっていること、考えていること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇治郷 毅 

１．平和憲法擁護運動に「パート参加」する

◆　民主主義には「パート参加」が大事
原稿依頼があった。肩の凝らない楽しい記事をと
思い、いろいろ考えたがうまくいかず、結局最近の
ご時世のこと、現在自分が感じたり、考えたり、し
ていることを書くことになりました。いきおい重く
て硬い話になって恐縮です。
まずここにある「パート参加」ということですが、
戦後日本の「民主主義」の理論構築に貢献した政治
学者丸山眞男の言葉です。今日本の民主主義は戦後
70 年経って危機にあると言われています。その民
主主義について、彼は「デモクラシーとは、政治を
職業としない人間（有権者）が、政治を職業として
いる人間（政治家）をコントロールする」ことだと
述べています。そしてその参加の方法は、「パート
参加」でよいと言っています。その意味は、「人間
の一日二十四時間の政治行動をする時間は、一分か
二分でよい。恒常的に人間行動の中に政治を位置づ
けないと、デモクラシーも基礎づけられない」と述
べています。「選挙」に行けば後は議員にまかせて
おけばよい、ではダメで、日常生活の中に政治を取
り戻すことが必要だということです。なぜなら日常
生活のすべてが政治に結びついているからです。彼
は、民主主義の発展のためにはこの他に「他者（性）
への共感」「不断の自己変革」が必要だとも述べて
います。私はこれらの言葉に励まされ、現在平和憲
法擁護運動に「パート参加」し、“ 無理せずしぶと
くぼつぼつと ” をモットーに老骨ながら活動してい
ます。

◆「九条俳句」訴訟に参加
2014 年 7 月、突然私の地元で「九条俳句不掲載
損害賠償等請求事件」というのが起こりました。そ
れは、さいたま市立「三橋公民館」がそれまで 4 年
間「公民館だより」に毎月掲載してきた俳句会（市
公認のサークル）の句の掲載を突然拒否したことが
発端です。その句というのが、「梅雨空に「九条守れ」
の女性デモ」というものでした。最初「何でこんな

句が排除？」と思いましたが、続いて「やっぱり恐
れていたものがやって来たか」と怖くなりました。
この事件は現在、「表現の自由」侵害など五つの理
由で浦和地裁にて係争中です。私はどうしてもこの
事件を黙認できず、毎回裁判傍聴に出かけています。
参加してわかったことは、このような類似事件が
最近全国で頻発していること、またこれは安倍内閣
による「特定秘密保護法」施行以後の行政側の自己
規制とジャーナリズムの「言論萎縮」の空気の中で
起こっているということでした。公民館の拒絶理由
は、「行政の中立性、公平性」」といういたって曖昧
なものでした。時代が右傾化し、権力におもねる風
潮が強くなっている風潮は、戦前のような検閲や弾
圧がまかり通る時代につながっていくのではないか
と心配しています。時々、「無言館」の戦没画学生
や北海道旭川であった「生活図画事件」のような悲
劇を思い出す今日この頃です。

◆「安保法制違憲訴訟埼玉の会」に原告参加
今一つは「安保法制違憲訴訟」に覚悟を決めて原
告参加しました。これは 2015 年 9 月成立の「安保
法制」が戦争法であり、「集団的自衛権行使容認」
は明らかに憲法 9 条違反であることを争うためで
す。埼玉原告団は 2016 年 2 月に結成され、6 月に
318 人の原告と弁護団 104 人で国に一人当たり 10
万円を求める国家賠償請求訴訟をさいたま地裁にお
こしました。現在同様の訴訟が、全国９都道府県で
2700 人の原告で争われています。原告には、戦争
体験者（空襲、原爆、従軍など）、米軍・自衛隊基
地周辺住民、自衛隊員家族、医療従事者、障害者な
どがおり、「平和的生存権」「人格権」侵害などを理
由に提訴しました。

　座る人　　岩井博石
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私の場合は、父を戦争で失っており、これまで平
和憲法と「村山談話」（1995 年 8 月 15 日に時の首
相村山富市が戦後 50 周年に当たって行った談話）
を精神的拠り所として生きてきましたが、今度の安
保法制によりそれが破壊されたということを陳述理
由にしています。国は訴訟の門前払いを狙っていま
すが、負けずに頑張りたいと思います。

２．私が励まされた人、希望を託したいもの

21 世紀の世界は不幸に満ち、悲観的になること
も多いですが、あきらめるのはまだ早いと思いま
す。励ましてくれる人や希望をもたらせてくれる
運動も多いし、「地の塩、世の光」として頑張って
いる人も多いからです。私はそこに未来を託した
いと思っています。

◆　ワンガリ・マータイさん
ケニヤのワンガリ・マータイさんは　リデュ―
ス（削減）、リユース（再使用）、リサイクル（再
生利用）の三つを資源の有効法として提唱した環
境保護活動家です。それを日本語の「モッタイナ
イ」という言葉で啓蒙し有名になったノーベル平
和賞受賞者です。ケニヤで「グリーンベルト運動」
という植林運動を始め、それにより女性の社会進
出を促しました。森林破壊と地球温暖化によって
砂漠化の進むケニヤを含むアフリカでこれまでに
4 千万本以上の木を植えています。この運動の優
れている点は、植林によって環境の改善だけでな
く参加者の経済的利益と特に女性の覚醒と能力の
開発を図ったことです。
ところで私は「森林文化協会」の会員ですが、
ここでは子供が育てた苗木を東日本大震災の被災
地に贈る「緑のバトン運動」を行っています。小
さいことでもコツコツ続けることでしか地域の環
境や地球温暖化、気候変動の危機を救うことはで
きないと思います。

◆　ホセ・ムヒカさん
ウルグアイの前大統領ムヒカさんは「世界で一
番貧しい大統領」として有名ですが、獄中生活 13
年ののち、国会議員をへて大統領となりました。
清貧の一生を貫き、現代の強欲な資本主義を批判
しています。一部の金持ちへの富の偏在と、「大量
消費主義」を批判しています。「簡素に生きていれ
ば人は自由になれる」「人はより良い世界をつくる
ことができる」「我々には戦争、征服、略奪の狂気
を終わらせる義務がある」「日本の安保法は、日本
政府が先走って大きな過ちを犯している」と述べ、
平和と平等と簡素で物欲に執着しない生き方を提

唱しています。彼はわざわざ広島の原爆遺構と復
活した町を見るため来日しましたが、その時日本
人に「皆様は幸せになれたのですか」と問うてい
ます。残念ながら今の日本は、物質的に豊かでも
「幸せです」と言えない寂しい現状があります。ム
ヒカさんに胸を張って「幸せです」といえる社会
を創っていきたいものです。

◆　SEALs　( シールズ）
安全保障関連法と憲法改正に反対し、1 年 3 ヶ
月さわやかに活躍、解散した「シールズ」（自由と
民主主義のための学生緊急行動）は「パート参加」
の見事な見本でした。いまだ未熟とはいえ普通の
学生である彼ら・彼女らが、個人の日常生活の延
長として示した「街頭政治」（デモ、集会、個人の
発言）は、多くの大人や政党が見失いかけていた
「民主主義」の原点でした。また自らの工夫しだい
で「社会は変革できる」ということも実証しました。
「孤独に思考し、判断し、共に行動する」は彼らの
残したもっとも素晴らしい言葉でした。
この他の人物として、私は日ごろ石牟礼道子、
瀬戸内寂聴、澤地久枝、落合恵子、吉永小百合、
加藤登紀子、日野原重明、むのたけじ（故人）、金
子兜太、鶴見俊輔（故人）、大江健三郎、村山富市、
保坂正康、高橋源一郎、ドナルド・キーンなどの
実存をかけた言説や行動に注目しています。皆さ
ん高齢ですが、共通して反戦平和と護憲への強い
志をもち、粘り強い活動をしています。私は彼ら
の生き方に大いに励まされています。

（2016・9・10）

胸騒ぎ　　山内佳子
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芸術表現活動に検閲？

　　山川 靖夫
 

第 18 回 JAALA 国際交流展（東京都美術館
2012 年）において、韓国からの出品作品のう
ち「Comfort	Women」（Park	yong	bin 作）「a	
Figure	of	Young	Girl」（Kim	seo		kyeong 作）
の 2 点について、都美館から館運営要項の使用取
り消しを定めた「特定の政党、宗教活動を支持し
または反対する活動」に該当するからとして作品
の撤去を求めてきた。「右翼を刺激するから」とも
いう。前者は油彩、後者はブロンズの立体。とて
も騒ぎ立てるようなプロパガンダ作品とは見えな
い。ともに旧日本軍の従軍慰安婦をテーマにして
いるが、日韓の間で外交上でも問題になっている
とはいえ、展示拒否とは度量の狭い過剰反応とい
えよう。
この申し入れには「当該芸術作品に対する認定、
評価が必ずしも明確でなく、表現の自由を侵食す
るものである」と抗議し鋭意折衝をしたが、最終
的には止むを得ず会期半ばにて 2 点の展示を終了
せざるを得なかった。なにぶんにも海外からの招
へい作品である。相手側にことの次第を連絡もし
ようがない。われわれにも忸怩たる禍根が残った。
芸術作品に政治的な問題意識を表現する例は多
い。むしろ時代での証言、権力への抵抗、世相に
対する風刺などを描いて歴史に残る名作も多い。
ゲルニカのピカソのことばに「芸術家は政治的存
在であっていい。無関心を装って自らを切り離す
ことなどできるはずもない」がある。

昨今こうした風潮は他にも見られる。同じ都美館
では立体造形に「9 条を守れ !」の紙片を貼った作
品が撤去を求められた例がある。今や公的施設は
「9 条……」と聞いただけでヒステリックな反応を
示す。韓国人写真家の元従軍慰安婦をテーマにし
た個展がニコンのギャラリーから使用拒否にあっ
た例もある。少し前だが 1986 年に大浦信行氏の版
画連作「遠近を抱えて」が富山県立近代美術館で
作品非公開処分になり、同作品は 2009 年には沖縄
県立美術館でも展示拒否にあっている。今だ天皇
タブーが表現の自由より優位にあるを知らされた。
ここにも戦前戦中に似た空気の流れを感じるので
ある。
さて話は戻るが、昨年 JAALA の有志でソウルに
行った折、景福宮から仁寺洞に向かう途中にある
日本大使館に寄った。ここに設置された元従軍慰
安婦の「少女像」と現場の雰囲気を知りたかった
のである。等身大の少女像は大使館前の通りを挟
んだ向かいの舗道に設置されていた。ここでしば
しボランテイアと交流、毎週定例で水曜集会が開
かれるという。
従軍慰安婦問題は深く人権問題であろう。かつて
の日本軍（国家でもいい）の仕組んだ人権無視の
蛮行であることは明らか。このたび日本政府は 10
億円の基金を韓国の「和解、癒し財団」に出した
という。だが一部に「日本政府は責任を認めてお
らず謝罪もしてない」と受け取りを拒否する動き。
大使館前の「少女像」に動く気配はない。真摯な
る話し合い、政治決着を望みたいものだ。

Comfort Women　  Park yong bin

a Figure of Young Girl　 Kim seo kyeong
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「世界の花 2016・横浜」を主催して　　　　　
近藤 あき子

一昨年はロシアのサンクトペテルブ
ルグ、昨年は中国の北京で開催された
「世界の花展」が、今年は横浜市民ギャ
ラリーあざみ野で 9 月 18 日から 24
日まで開催された。1998 年、ロシア、

ウスリースク在住の女性画家オルガ・ニキーチクさん
の発案で立ち上げられたこの女性作家だけの国際展は
今年で七回目となり、最初のロシアに、韓国、日本さ
らにオーストラリアが加わり、最近は中国、ヴェトナ
ムの参加も得て、少しずつその広がりを見せている。
昨年も、一昨年も、ゲストとして、旅行者として、
展覧会に参加し、観光を大いに楽しんだ私たちであっ
たが、今度は逆に、開催国として各国からのゲスト作
家を引き受け、お世話する側になってしまった。展覧
会場探しに始まり、スケジュールを立て、宿泊先を探
し、パーティー会場、観光旅行先を決定し、予算案や
パンフレットを作成するなど次から次へと、様々な問
題と向き合い、国際イヴェントを開催することの大
変さを身にしみて感じた。ホテルの問題一つとって
も、参加国の合意が必要なため簡単にはいかない。他
の国々に比べて、とりわけ物価の高いわが国で、しか
も補助金も何もない私たちにとって財政面での問題も
大きかったが、幸いメンバーのご家族で強力なスポン
サーになってくださる方がおられ、大いに助けられた。
昨年末から、約 9 か月の準備期間を経て、展覧会は
無事開催にこぎつけ、ロシア 6 人、韓国 2 人、ヴェ
トナム 4 人、中国 3 人、日本 6 人（三代沢史子さん、
森田直子さんを含む）計 21 人の作品が会場を飾った。
作家のほか、ロシアからは美術評論家で会の窓口役の
オルガ・ゾトヴァさん、若い美術史家のエヴゲーニア・
エリザローヴァさん、韓国の美術雑誌編集長でコー
ディネーターのジェー・パクさんが来日した。

このような国際展でいつも思うのは、当たり前とい
えば当たり前なのだが、作品の中に、それぞれの国や
地域の風土、自然の色、空気感が漂っていることだ。
例えば、ロシアの作品には、ロシアの自然独特の色彩
が感じられ、いくつかの作品は懐かしいロシア民話や
物語の世界に観る者を誘う。冬の長いロシアの憂愁、
春の喜び。ヴェトナム作品には土の匂い、土の感触が
ある。花を描いた韓国作品は、若い作家の若い感性を
感じる。中国作品は端正優美な墨と彩色。日本の作家
たちは、日本や世界の行く末を案じ、その平和を願う、
あるいは無心に水を観察する。
展覧会オープニングセレモニーの最後は参加国それ
ぞれの歌で盛り上がった。そして歌とギターに合わせ
て参加者が輪になって踊った。日本国内の展覧会では
見られない光景だった。まさに「世界の花」。
オープニングの翌日からは、箱根一泊観光旅行、鎌
倉、横浜散策、画家のアトリエ訪問、横浜元町ショッ
ピング、最後のパーティーと盛りだくさんのスケ
ジュールをこなして、皆、無事帰国の途に就いた。あ
いにくの雨の一週間ではあったが、旧交を温め、共に
温泉に入り、時に激論を戦わせた濃密な時間でもあっ
た。
すべてが終わった今、振り返る。飛行機に簡単に乗れ
るようになった今だからこそ、さらに、コンピュータ
と携帯があるからこそ、容易になった国際展。それで
も国際展を開くのは決して容易ではない。国も人も、
それぞれ異なり、考え方も違う。コミュニケーション
は容易ではない。では、なぜ国際展をやるのか。きっ
と、そうした違いの向こうに、共に何かを作り上げる
喜び、人と人とが出会う大きな喜びが待っているから
かもしれない。平和はお互いを知り、理解し合うこと
から始まる。「世界の花」はそのための一つの小さな
試みともいえるだろう。

展覧会場にて参加者全員で

ヴェトナム作品の前で
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フランス滞在 10 日間の思い出

福島 栄子

●　パリ行き
2016 年 6月 21日から 30日までの 10日間、初めて
のフランス旅行ができました。きっかけは友人の森田直
子さんの長年の夢、パリでの個展が実現したからです。
作品を運ぶお手伝いという口実で、夫から長期不在の許
可を得て森田ご夫妻との3人旅でした。
直子さんとは1982年にアメリカ西海岸のサンディエ
ゴで知り合って以来のお付き合いで、2013年に堺の土
師教会の牧師夫人として来られてさらに親交が深まり、
彼女がライフワークとして取り組む京都展の活動に賛
同、お手伝いをさせていただいています。
今回のパリ行きは前年の春に決まっていましたが、少
しはフランス語が解ること、個人旅行でも画廊のオー
ナーがパリ在住40年の日本人女性マリエさんで、パリ
の観光案内をしていただけること、また、森田進氏の同
窓生がボルドーに近いフランス南西部にご夫婦で在住さ
れ、その離れに 3泊する計画も聞いていたので、作品
を関西空港へ運ぶことだけを気にしていました。
出発の朝、生駒のアトリエから来られた森田ご夫妻と
空港でお会いして、そこで思いもかけないマリエさんの
ご主人・ブルノーさんの訃報を知りました。突然のこと
で直子さんも困惑されていましたが、予定通り個展開催
するとの連絡もあり、葬儀も終えられ、一応落ち着かれ
たのだろうとパリへ向かいました。

●　パリ生活
シャルル・ド・ゴール空港で迎えてくれたカンボジア
出身のKenさんが、車でパリ滞在中の宿泊地へ連れて
行ってくれました。マリエさんのお客さんの送迎は慣れ
ているようで、気さくに英語で話してくれました。
11区にあるアパルトマンは古い石造りで、いよいよ
パリ生活の始まりです。小柄でショートカット、パンツ
スタイルのマリエさんは建物の前でにこやかに迎えて下
さり、木製の分厚い扉の鍵を開けながら彼女の全体重を
かけるようにして私たちを中に入れてくれました。部屋
は入口すぐの 1階で、天井が高く床はタイル張り。中
庭に向かって窓が大きくとられていましたが、私たちに
は電気をすべてつけても薄暗い感じではありました。
長旅のねぎらいの後、彼女はすぐテキパキと明日から
のスケジュールや部屋の使い方を指示してくれました。
鍵と携帯の管理は私に任され緊張感が増しました。個展

のオープニングは23日夕方 5時からでしたが、何とブ
ルノーさんの葬儀はその日の正午。彼は10日夕、メト
ロの階段を大きな荷物を肩に担いで降りている時、滑っ
て階段を踏み外してしまったのです。雨の日だったそう
です。公共機関での事故死なので手続きに時間がかかり、
さらにパリでは週末に葬儀ができずやむなく同じ日とな
りました。本当に大変な状態での個展開催だったと思い
ますが、私たちの滞在に必要な情報を与えて下さり、個
展の準備もすべて整えて下さいました。
しかしパリは全く初めての進氏と私。パリは2度目の
直子さんも前回は？十年前。すべて手探り状態の「自立
した」パリ生活を体験してきました。それも振り返れば
懐かしいです。

●　パリの葬儀
画廊からそう遠くない 20区に、パリ最大のペール・
ラシューズ墓地があります。バルザック、コローなど著
名な人物のお墓も多いと聞きました。納骨堂の近くの芝
生の一角に地下に降りる階段があり、降りるとこぢんま
りとした階段教室のような部屋となっていて、彼の棺は
低くなった中央に置かれていました。親族、友人、知人
が来られ、合間にシャンソンが流れる中、特に親しい方
が追悼の思いを語るという葬儀でした。私たちも、最後
のお別れに用意された、ピンクの大きなバラの花びらを
棺の上に置きました。

●　個展
パリ11区にある画廊は個展を開くには格好のスペー
スで、直子さんの作品がマリエさんに具合よく配置され
ていました。オープニングの 5時、マリエさんが招待
した芸術家のお仲間たちや森田夫妻の友人が次々集まっ
てこられ、ワインとおつまみで英語も交えた談笑の中、
マリエさんが作品説明の通訳をされ、会の半ばではご夫
妻の共著である詩画集『美と信仰と平和』から「聖夜」
という詩を進氏ご本人の朗読、マリエさんの同時通訳と
いう即興で、会は大いに盛り上がりました。

森田直子個展にて夫妻と筆者（右）
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画廊と小道を挟んで立つ体育館があまりそれらしくな
く、尋ねると戦時中ユダヤ人収容所として使われたとの
こと。違和感を醸し出していた四角い高い塔は監視のた
めの物でした。「近くの北駅から列車で連れて行かれた」
そうです。今は若者が元気に身体を動かす場所なのです
が、ヨーロッパの史実を突き付けられた気がしました。

●　パリ市内観光

パリ観光は主に最後の2日間。屋根なしの2階建て、
乗り降り自由な観光バス（オプションでセーヌ川下り付
き）を利用して市内 4地域をくまなく回りました。イ
ヤホンで日本語ガイドを聞きながら、地図や観光案内を
片手にあちこち見まわし、ある時は乗換の場所が案内と
違い、次のバスで同じコースを半周回る羽目にもあいま
した。幸いお天気にも恵まれ、駆け足で「パリ」を見て
回りました。
美術館はルーブルが休館日だったのでオルセーのアン
リ・ルソー特別展、帰国日にマレ地区のピカソ美術館へ
行きました。入館を待っていると子どもたちが出てきま
した。どうやら一般入館者の前に特別見学の時間を設け
ているようです。館内でも高学年の生徒たちが小グルー
プで作品の説明を熱心に聞いていました。
フランスの公立学校では美術・音楽・体育は殆ど教え
ず、興味のある子どもは私立学校に行くか個人的に習う
そうです。マリエさんが「ここでは画家は裕福な家庭で
ないとなれない」と言っていましたが、幼い時から本物
に触れる情操教育は、誰にも必要なのではないかと思い
ました。

●　ドルドーニュ
オープニング翌日、進氏の友人、土野（ひじの）氏と
南西部のドルドーニュへ特急で移動。リモージュの乗り
換えを含め約 5時間、ティビィエ駅で下車。スウェー
デン人の奥様が出迎えて下さり、車を走らせながらそ

の日決まったイギリスのＥＵ離脱を「離脱派の理由が論
理的でない」と憤慨していました。ついていけない話題
でしたが、ヨーロッパにいるという実感は増しました。
30歳代にアメリカ西海岸での生活で、日常で出会う様々
な国籍の人を通して世界を初めて実感しましたが、今回
のフランス滞在でも、ヨーロッパがどれほど多くの国・
民族と隣り合わせで成り立っているかという事実に初め
て向き合った思いです。この国の公教育で、まず自分の
考えを相手に伝えられるようになることを第一義に挙げ
ているのも解る気がします。もちろん、どこでも一方的
な自己主張だけでは平和は実現しませんが。
お二人の住んでいる村、サン・ジャン・ド・コールは
フランスで最も美しい 20の村の一つで、11世紀の教
会を中心とした中世の面影を残す人口 300人の静かな
場所でした。築 200年の石造りのお屋敷と私たちが泊
まった離れは広大な自然の中に建てられ、美しい芝生に
出されたテーブルで、様々な樹木や丹精の花を見ながら
の食前酒に、パリでの緊張感は癒されました。
翌日、村の社交場でもある土曜市に立ち寄った後、今
回のもう一つの目的・ラスコーの洞窟へ。約 1時間の
ドライブで英語のガイドツアーに間に合いました。本物
の洞窟は見られませんが、ほぼ完璧に復元されたラス
コーⅡは、私の予想をはるかに超えました。洞窟の壁面、
天井と、自然の岩肌を生かして描かれた夥しい数の動物
たちの、走っている息づかいまで感じられるほどの光景
に圧倒され、鳥肌が立ちました。アクセスは車しかない
現地に連れて行っていただけたことは、本当に幸運であ
り感謝なことでした。
帰国後、またもやテロが起こったフランス。滞在中も
銃を持った警備兵を見かけましたが、幸いにも私たちは
危険にあわず、ただそこに住む人々の、日常化している
と思える手助けを受けながら、無事に旅をすることがで
きました。行って良かったです。

戦時中、ユダヤ収容所だった体育館と監視塔

ピカソ美術館
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多彩な声の響きあう空間で
　　　　　　青木 由弥子

5月 8日の日曜日、午前11時の
京都。日差しは思いのほか強い。鴨
川から吹く川風に惹かれ、アスファ
ルトの道をそれて川岸に降りる。河
川敷で遊ぶ家族連れ、犬の散歩にそ
ぞろ歩く人々、軽快に傍らを過ぎて

いくアスリート。私の住む大田区の多摩川沿いと行き
交う顔ぶれは変わらないのに、風景そのものがなんと
なく違う。しばらくして、河岸に植えられた木々の多
彩さが目に留まった。花をつけている木、赤みを帯び
た芽吹いたばかりの木。枝垂れた柳の先に老いた樟が
こんもりと影を作る。鳥の囀りも、異なる種の複数の
旋律が重なりあう。単一種の木々の整然とした美しさ
とは異なる、京都の多彩な一面を肌で感じたような気
がした。
第 5回 KYOTO		ART		EXHIBITIONに初めて出品
し、展示会場に向かう途中の寄り道である。足が鈍り
がちになるのは、大作の中に紛れ込んだ「場違い」な
私の絵と対面するのが怖かったから、かもしれない。
にこやかに出迎えて下さった受付の方に緊張しな
がら挨拶し、顔を上げた途端に飛び込んできたのは、
石像がそのまま立ち上がって迫ってくるようなモノ
トーンの大作だった。金網が吹きちぎれて舞飛ぶ中
を、巨石から生まれた神像がゆっくりと近づいてくる
ように見える。背後から陽を浴びているのか、茜色に
染まる豊かな肩、浮き出して脈打つ心臓……を思わせ
る薔薇色の輝き。黄灰色にけぶる明るさの中を、あら
ゆるしがらみを粉々に砕きながら人肌の温みを持っ
た石像が歩み寄って来る……そんな重量感がある。岩
井博石さんの作品とのこと、岩と石がお名前に含まれ
ていることに、妙に納得する。
その隣には、鮮やかなブルーと苔むした大地を思わ
せるオリーブグリーン、発光するようなバーミリオン
が印象的な三代沢史子さんの作品。近寄ると、削った
りひっかいたりして作りだした、様々な意匠がひしめ
いている。小人たちが画面に群がってワイワイガヤガ
ヤ絵を削り出したような、にぎやかで楽しい絵だ。続
いて、白地に埋め尽くされた空間に、黒い生き物が烈
しくダイビングしているような森田直子さんの作品
が置かれていた。以前、詩画集で色彩豊かな抽象作品
を拝見したことがあったが、濡れたような墨色の鮮明

さと、手前に飛び出しつつ奥へ飛び立とうとするアン
ビバレントな造形が、意志を持った黒……という印象
に誘う。
熊本大震災の直後であったが、熊本から出品された
竹屋純子さんの作品も、無事に届き展示されていた。
ぐるりと周囲を見回すと、繊細な水の色味を丹念に重
ねていく抽象作品や、様々な質感や素材の布を巧みに
綴り合わせた、海とも空とも見える作品、文字による
造形、画面いっぱいに花を、それも一輪の花をデフォ
ルメしながら拡げのばしたようなものなど、テーマも
技法も様々、大きさもとりどりの作品が、全体に流れ

を持って配置されている。軽快な線描と明るいトーン
が印象的な、妖精たちの住む異国に迷い込んだような
詩人の名古きよえさんの作品、水墨による作品など、
それぞれの絵がゆっくり息をしているようで、壁に
沿って歩いていくのが楽しい。私の絵は、小品をまと
めた一角に展示されていた。机上の造形作品や手作り
絵本などと共に、他の作品たちとおしゃべりをしてい
る感があり、ほっと肩の力が抜けた。
それぞれの絵が放つ波動のようなものは、先ほど歩
きながら聞いた鳥たちの囀りにどこか似ている。多種
でありながら、それぞれの声を聞き分けることが出来
る程のゆとりを持って空間を渡って行く声。作品で対
話しあう場所に響く〝絵のことば ″〝色の旋律 ″に満
ちた空間が、そこにあった。
その後、同じ空間で詩人の江口節さんの詩の朗読と
含蓄深いお話や、シュペネマン・大島さんからドイツ
の方々との長期に渡る交流を伺うイベントに参加し
た。平和を願う、という一点で集う人々のエネルギー
を、存分に感じることが出来た午後のひとときは、明
るい川べりを散策する豊かさに似ていた。

夢の行方　 青木由弥子
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平和に寄せる私の思い　( ３)
クロアチア～イタリア

三代沢 史子

梅雨の明けきらない暑い日に突然その事故は起った。
19	人もの死者がでた相模原の山里の平和な一日はやぶ
られてしまった。逃げることも叫ぶことも思うようにで
きなかった人たちの声なき声に、日本中の、いや世界中
の人たちが心に重い石をかかえることになった。
ある幼稚園に一人の障がいをもつ子が入園した。それ
を見た数名の保護者が「世話が必要で自分たちの子供に
先生の手が回らなくなる」と受け入れをやめるよう園長
に迫った。園長は断ったため何人かが入園を取りやめた。
一年がたった。子供たちは、障がいのある仲間を囲み、
階段から落ちないように手を貸し、荷物を持ち、力を合
わせて二階のホールまで一緒に上がって行く。その日常
に先生の掛け声は必要ない。保護者たちは自分の子が成
長したことを知り、障がいのある子どもと学べたことに
感動し、感謝の気持ちで胸がいっぱいになったという。

＊　　＊　　＊

◆　帰途、解放的なベニスへ
1989 年の夏、私は 8名の画家とトルコ、旧ユーゴス
ラヴィア、イタリアの三か国取材旅行へ出かけた。最後
はイタリアだ。空港に近づくと機内が「ベニス、ベニス」
と騒がしくなる。窓からのぞいてみると苔のようなもの
が見える。苔がぷぁぷぁ浮んでいる。「これがベニス？」
飛行機が降りられるような堅い地盤があるのかと不安
になる。着くと苔の島はベニスではなかった。次に「バ
ス」に乗り換える。ベニスには車がなく船のことをバス
といって使っている。水の中には道路ともいうべき道し
るべのような杭が打ってあり、その間を船が進む。
案内人が説明してくれるが、イタリー語がわかるわけ
でもないので指さされる方に首を振っているうちに見た
ことのある沼地が。映画「ひまわり」の風景だ。ソフィ
ア・ローレンがスカートをたくしあげて勢いよく歩いて
いた水辺の草むらが見え家族づれが遊んでいる。やがて
町の家々が水上に現れ、だんだん大きくなってくる。
宿は古いお城をホテルにした所。窓は板でできていて、
つかえ棒で支えて開ける。懐かしい。お風呂のドアは少
し持ち上げて押し込む。ベッドはこれでヨーロッパの人
たちは寝られるのかな、と思うくらい幅が細くて短い。
でも私にはちょうどよい。中世の姫君はここで寝たかも
しれないと思うとなかなか面白い。窓辺にはゼラニュー

ムの木の鉢が置いてある。窓は開ければ全開になり、網
戸もないので虫よけにゼラニュームを植えているらし
い。
次の日はサンマルコ寺院へ。残念ながら工事中だった
が、観光客のために中に入れて裏側を見せてくれる。表
はキリストか聖母マリア像が描かれてあるのだろう、板
梯子を登っていくと右手に大中さまざまな宝石が埋め込
まれている。小さい宝石は見当たらない。これはご寄附
だそうで、びっくり。宗教の力はすごいなぁと感心する。
ベニスに来て喜んだのは先輩の画家たちだった。解放
感で、もちろん日本語だが、どうかするとフランス語が
出たり、スペイン語が出たり、そして笑いが止まらない。
ヨーロッパを方々歩き回って絵を描いてきた先輩たちは
社会主義国のユーゴスラビアにいる間中、空港の厳しさ
が頭から離れず毎日ピリピリと過ごしていたらしい。何
も知らない私だけが平気でいたようだ。そんなところで
知らない人の家にまで上がりこんだ私は本当に困った人
だったに違いない。
ざーっと夕立が来て涼しい風が吹いてきたので、いい
なと思ったけれど、雨がひとしきり降った後、一階のロ
ビーに行っておやっと思った。水路に面した入口の階段
がなくなっている。先ほどの雨で 3段ほどまで水面が
上がってきているのにはちょっと怖い気がした。
ベニスは迷路のようだ。広場があったかと思うと狭い
露地があり、向こうから来る人と出会うと体をちょっと
斜めにして薄暗い道をすれ違わなくてはならない。そう
して出たところの角などにはマリア様の像があり、お花
が飾られている。京都で育った私は、ここにも子どもた
ちを見守っているお地蔵様のようなものがある、人の心
のありようには共通のものがあると思った。
　
◆　ブラノ島
「ブラノ島へ行きませんか」と添乗員さんから声がか
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かる。ムラノ島はガラスで有名だが、この島は聞き慣れ
ない名前だ。ベニスの船着場から約 30 分。田舎の漁村
で観光客はほとんどいない。パン屋で指さし、丸いパン
と長いパンを 2個買い、お茶がないかときくが、英語
がまったく通じない。
気がつくとブラノ島はレース編みの島だ。夫が漁に出
ると妻たちは家の前で編み物を始める。羽を動かす蝶の
アクセサリーやテーブルセンター、ベッドカバー等。伝
統的なレース編みで生活を支えてきた女たちの知恵だ。
家の前ではおかみさんたちが大きなドラム缶に炭をおこ
して魚を焼いている。行ってみると網の上にイワシがた
くさんのっている。すごい煙。海辺だから当然だが、こ
こでも魚を焼いて食べているのだと、あまり変わりない
人の生活を見てうなずく。
スーッと船が水路を進んできて止まる。山のように果
物や野菜を積んだ八百屋さんだ。そうか、見渡したとこ
ろ小さな島には畑は見当たらない。漁に出た夫が遠くか
らでも我が家がわかるようにと、赤、青、ピンク、黄緑
と自分の家に好きな色を塗ってカラフルな家並みだ。
隣の島へ行ってみる。左手に教会が見え、のんびりし
た海に囲まれた田舎の風景だ。教会の入り口に立ってオ
ペラの一節を歌っている男性。すごくいい声だ。教会守
なのか 3人の五十歳代くらいの男の人だ。牧師様は見
当たらない。そのうちの一人が手招きして私を呼んでい
る。教会の上へ案内してくれるのかと思ったら、なんと
キッチンだった。テーブルの上には小魚の天ぷらが大皿
に山のように盛られ、ブドウ酒と置いてある。私にご馳
走してくれるらしい。ちょうどそんな時間に行き会った
ようだ。せっかくだから少しいただいて外に出る。30
分に一度、鐘を突くのに3人が交代で教会に来るという。
教会の広い前庭の一角に、まるで秘密の花園のように煉
瓦で囲まれた場所があり、寝て空が見られる S字型の
ベンチがあった。座って、空を眺め、海からの風を受け

遠く家から離れて旅に出ていることも忘れる……。
人を呼ぶ声がする。船が出る。集合の時間だった。

◆　旅の終わりに
ベニスに鰻屋さんがあると誰かが聞いてきた。みん
なで行ってみようと出かける。地図を片手に先頭を進
む先輩について行く。「照り焼きかな？」「そんなもの
はないだろう。白焼きらしいよ」「お醤油を持ってくる
とよかったな」などと、歩きながら楽しみにしていた
ら「今日はお休み」だった。「休みかー」と一同、がっ
かり。
さて一週間、たくさんスケッチや現場描きをした人、
私のように歩き回って、その国その場所の空気や色、
生活を堪能した人、いよいよ旅立つ日がきた。3 週間
の間、家事や雑事から解放され、一人気ままに旅した
日々も、給油のために立ち寄るアムステルダムとアン
カレッジだけとなった。
先輩の一人から「また旅に出られるようにするには、
元気に家に帰ることだ」と教えられた。精一杯動き回ら
ないで一日はゆっくり休め、と。「旅に出てそんなに元
気に帰ってくるならまた行ってもいいよ」と家族は言う
はずだ。男性グループは何でも自分でしなければならな
い生活から「1時間でも早く日本に帰りたい、日本食が
食べたい」と言う。女性グループは 1分でも今までの
延長を望んで最後の時間まで楽しみ、次の旅を頭の中で
めぐらせて帰途につく。旅は本当に愉快だ。

（つづく）
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描き続ける（その９）
　　― 新座市の平林寺の近くに再び住んで ―

森田 直子

埼玉県新座市の生活が、6 ヶ
月になりました。
2016 年 3 月 28 日、5 年間過
ごした堺市の土師教会の牧師館
を後に帰京しました。以前暮ら
していたマンションの同じ 7階
の三軒隣りに入居しました。住
み慣れた場所に戻ったことで、
周囲の風景は多く変わっていま

したが、生活に融けこんでいくのに時間は、かかりま
せんでした。
5月の京都の「第 5 回 KYOTO	ART	EXHIBITION」
に続いて、6月にパリでの個展、9月の「世界の花」の
展覧会と作品を出したり入れたりの日々が続きました。
その間、海外では、痛ましいテロ事件が連続して起
こり、いともたやすく人の命が失われています。国内
においても原発再起動を始め、自然災害、落ち着いて、
豊かに暮らす道が閉ざされているようです。
8月に教会から一週間の夏休みをいただきました。絶
好の機会を失いたくない、ここぞとばかり、夫と二人
で東日本大震災の被災地を訪れました。気仙沼、三陸
海岸、釜石、遠野、角館、山形と旅しました。あの日、
あの時の大きな爪痕は、今もはっきり残っていました。
私は、言葉を出せない状態になりました。「ここには、
多くの家があり、町があった。」被災地はいまだに雑草
と更地のままです。家を失い、愛する家族を失った人
たちの心を、現場に立ってその何分の一かでも分かち
合うあうことは、難しいことだと思いました。荒れ果
てた被災地を放置して置いて、新たに原発再起動なん
て許せない。もっと知るべきことがいっぱいあります。
「世界の花」の出品作品が戻って来ました。やっと小
さなアトリエに作品を収め、制作する場所を作りまし
た。描く生活が、戻ってきました。私たちは、描く生
活の中に大きな喜びを感じています。喜びというより、
描く行為の中に自分が深く入りこんでいく。そこに知
らなかった自分に出会うこともあると思います。初め
て出会った自分と新たな歩みに踏み出すことでしょう。
絶えず生まれ出てくる新たな歩みをどのように表現し
ていくのか楽しみでもあります。私たちは、「作品の訴
える力」を多くの人たちに伝えていく義務があるので

す。同時に、社会の情勢を観察し他者の作品を観るこ
との大切さを思っています。
最近、観た二つの展覧会について報告します。

１．	 大前博士作品展　「黒い世界と白き眼光」
2016 年 8月 1日～ 7日、東京芸術劇場ギャラリー 1

　洋画家　大前博士
8月 6日原爆の時、8歳の少年だった私の、一番印
象に残り、そしていまだに脳裏に焼き付いて離れ
ないのは、すべてが黒焦げとなった暗黒の世界の
中で、人間の目玉の白さだけが異常に光を放って
いたことです。

（大前博士作品展配布資料より）

このチラシを、私が新しく移籍した大泉ベテル教会
の受付で初めて見ました。チラシからの叫び声に、ど
うしても観たくて 8月 4日、夫と東京芸術劇場に向か
いました。会場に入ったとたん、100 号から 120 号の
連作 30数点の絵画に圧倒されました。一枚一枚の絵画
の横に丁寧な説明文が添えてありました。
しかし私は、最初絵画のみを観て歩きました。次に
文章を読みました。すると強烈な力強い作品と、その
文章との絡み合いが重くのしかかりました。二本の足
のように互いに支えあって大きな力を生み出している
のに二重の驚きを覚えました。広島の原爆は、恐ろし
いこととして、私たちは反核運動を進めています。が、
事実こんなことが起こったのかと唖然としました。画
集を買って帰りました。次の日、画集読み、6日、も
う一度会場を訪れました。会場の中をゆっくり歩いて
おられる大前先生に声を掛け、お話をする機会が与え
られました。いろいろお話をして私たちの「平和を願
う美術家の集り」の運
動のことも付け加えさ
せていただき、一時間
余りの時を過ごしまし
た。
「画家という道を選ん
だ自分が目撃した現実
を言葉のいらない絵画
という表現で、後の世
に伝えていくことが、
自らに与えられた使命
と強く感じて筆を取り
ました。画家は孤独な
者です。画家が集て一 識１　　森田直子



12

つの目的に向かって行く姿は羨ましい」と褒めていた
だきました。
先生は、原爆の後遺症や精神的苦痛に悩まされる日々
から解放されることを求めて渡仏を決意、以後の 50
年の長きにわたり原爆を描くことを封印しました。直
接、お話した内容は、当時、原爆の後遺症として腕に
紫色の斑点が出て来たそうで、いつも長袖を着て隠し
て生活していたと言っておられました。
それから半世紀、昨年被爆 70 年を迎え、原爆体験
者も数少なくなり、原爆の記憶が薄れていく現在、今
こそ描かなければならないのは自身の被爆体験である、
と強く感じて、長い間の封印をといた、のだそうです。

この画家の魂の
叫びを私たちは伝
えていく義務があ
ると思いました。
二日間、会場を歩
き、原爆の恐ろし
さを、体験者の描
く、語る作品を通
して、私たちには
多くの課題が与え
られました。あら
ためて私たちの運
動を消すことなく

若い人たちに伝えて
いくことが、本当に大切だと思いました。そして二度
と戦争が起こらない平和な国を残していくことの大切
さを訴えていかねばと思いました。

２．四國五郎展	
―シベリア抑留から『おこりじぞう』まで―

6 月 25 日～ 9月 24 日、
原爆の図丸木美術館（埼玉県東松山市）

「原爆の図丸木美術館での四國五郎展へのメッセージ」　
マサチューセッツ工科大学名誉教授　ジョン・ダワー
「原爆の図丸木美術館」に常設されている丸木位里・
赤松俊夫妻の「原爆の図」と一緒に四国五郎の作
品が展示されるのは、なんともすばらしい機会で
ある。
この三人の作品は、単に 1945 年 8 月に日本に
投下された原爆の恐ろしさを思い起こさせるだけ
ではない。戦争と平和がいかに絡みあっているかと
いうことを作品を観る者の心にうったえてくるし、

創造性豊かな三人の作品から私が個人的に受ける忘
れがたい印象は、美と創造性と平和、さらに人間の
命の大切さの深淵な確認ということである。

（原爆の図丸木美術館企画展案内資料より）

さて、直接、原爆を体験していない四國五郎（1924
年三原市大和町で誕生）は、シベリア抑留の間、「豆日
記」（残存）を書き続けました。厳しい検閲をかいくぐっ
て、軍靴の底に隠して、帰国した四國五郎は「豆日記」
から自伝『わが青春の記録』を生み出したのです。原
爆を体験していない彼が、荒れ果てた広島の地に立ち、
愛する弟を死の苦しみに追いやったヒロシマの姿を想
像の世界で描き出しました。そして、広島の原爆を体
験して戦後一貫して原爆を批判して平和運動を続けて
いる詩人の峠三吉との出会いから、言葉と絵による平
和運動を共に展開しました。言葉と絵による作品を町
並みにゲリラ的戦術で貼り付けた民衆運動「辻詩」を
展開したのです。四國五郎は画家ですが、もう一つの
顔が詩人でもあったのです。四國のシベリア抑留体験
とヒロシマの絵、そして絵本『おこりじぞう』の全体
を通して、作品の一つひとつから戦争の恐ろしさと平
和への熱い希求が伝わってきます。

これらの展覧会を通して、芸術作品が観衆に語りか
けてくる訴求力に驚いています。その力強さを、私た
ち自身の生活に、運動に結びつけていくことが大切だ
と痛感しました。核戦争がどんなものかという事実を
世界中の人たちに知らせていかねばならないのです。
戦争を知らない人たちが中心の世の中になってきま
した。その人たちに、私たちは、いかに戦争は恐ろしく、
二度とあってはならないものだと、創造力を掻き立て
る作品を示していかねばならないのです。
一方、戦争がテーマでない絵画の素晴らしい作品も
数多く存在しています。私たちは、ご一緒に運動して
いきたいと考えています。反戦、反核、反原発を柱に
したこの運動をどうしても続けていきたい、続けてい
く必要があると思っています。
これは日本だけの問題ではありません。世界中の人
たちが「平和」に生きる権利と義務があります。とい
うわけで外国からの出品を今後も期待しています。
自分の思想を、五感を通して表現している芸術民主
主義運動を、大きくしていきたいと願っています。
皆様、ご一緒に前進していきましょう。

識 2　　森田直子
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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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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 50ｃｍ ×横 50 ｃｍ ×高さ 130 ｃｍまで）
・その他 ：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：090-8560-1894　
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　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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【事務局】　
〒 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（森田携帯）	:　090-8560-1894

【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.10　2017 年 1月 15 日発行

許諾なき転載・複写複製を禁じます。
©	KYOTO	ART	EXHIBITION	2017

【訃報】
谷口	登茂子	様　ホームページ：　http://www.nihonbijutsu-club.com/t.taniguchi
第二次世界大戦中に現在の北朝鮮で生まれ、終戦後に帰国、原爆投下後の広島で幼児期を過ごす。KYOTO	ART	

EXHIBITION	には第２回と３回に出品。第５回は退院したばかりで出品はかなわず、次回を約束した電話の声が耳に残る。
2016 年病没。ミクストメディアペインティングの作品は異色をはなっていた。大変残念です。心からご冥福をお祈りいた
します。（三代沢）
【お知らせ】
会費・出品料のお振込みはATM（現金自動支払機）が手数料も安く便利です。①　ATMで振込用紙を使うと 80円、②　ゆうちょに口座が

ある方はATMで送金（振替、振込先番号を入力）すると０円、③　窓口を利用すると 130 円、です。（会計　田中令子）
ゆうちょ振込記番号：　0860 - 3 - 136574　平和を願う美術家の集り

水原房次郎 蔵美術館　
Gallery Fusajiro MIZUHARA

2017 年　春　4 月 25 日 ( 火 ) ～　5 月 8 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

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。

第３回出品作品　「永遠から永遠」

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


