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ごあいさつ

九州北部に記録的な豪雨が数日も降り続いて甚大な被害をもたらした。昨年は熊本で震度 7 の振動が数回あった。

多くの建物が倒壊、熊本城も破損した。一昨年は鬼怒川堤防が決壊して多くの人命が奪われた。毎年の災害がつづ
く日本は災害大国でもある。
九州での災害がマスコミで伝えられた最中、先月野党や国民が猛反発の中強行採決した「共謀罪」法が施行される
日がついに来たと報じられた。共謀罪の対象となる 277 の犯罪を２人以上で計画すると懲役、禁固刑で処罰される。
金田勝年前法相が保安林でのキノコ狩りの違法採取も対象になると国会で答弁した。原発施設に反対する住民運動
も自由に出来なくなる。共謀罪は極めて恣意的で、自由が制約される。人権、平等安全な社会生活が民主国家の正
論である。
安倍政権の憲法９条改正論は戦力不保持と交戦権を否定して削除している。自衛隊を「軍」と位置づけて海外で
武力行使の道を開く危険性を持っている。憲法第３章は表現の自由や生活権が列挙されている。軍事費を自然災害
から「安全」な社会へ、予算を転進していくよう願いたいものだ。核兵器禁止条約が７月７日、国連で採択された。
投票した 124 カ国のうち 122 カ国が賛成した。日本は被爆国でありながら、別所浩郞国連大使は「署名することは
ない」と発言した。米国への同調である。原爆で亡くなった、広島・長崎の数十万の人々が生存して、今もなお被
爆で苦しんでいると思うと、道義に反する核兵器をこの惑星から無くすようつとめることだ。
第６回 KYOTO ART

EXHIBITION は皆様のご支援によって多くの観覧者で成功しました。反戦・反核・反原発

を願う人々と協力して今後とも頑張りたいと思います。
李 景朝

……

目

次

……

ごあいさつ

李 景朝

……

１

第 6 回 KYOTO ART EXHIBITION の報告

三代沢史子

……

２

未来への架け橋

大前博士

……

４

鈴蘭の祈り

紫野 京子

……

６

絵のテーマ「生命の内部で」について

内田 尚子

……    ７

出品者・賛助会員一覧・募金の報告・会計報告

……    ８

第６回 KYOTO ART EXHIBITION 出品作品

……

9

平和を願う魂を

……

15

第７回 KYOTO ART EXHIBITION 出品要項／事務局移転のおしらせ

……

16

第 6 回 KYOTO ART EXHIBITION の報告

1F
ギャラリー

奥西まゆみ氏

展示会場風景

カト正面

紫野京子氏

詩の朗読

６月６日～ 11 日、雨の時期に入るのを心配しまし
たが、会期中は快適な日々に恵まれました。これまで

詩の朗読

なって展示作業にかかわり、作品群がよいまとまりをみ
せていました。

会場だった京都画廊が改築されたため、今年から京都

福島栄子は加藤登紀子訳のうたを、水野恵子は谷川俊

市中京区にある「ギャラリー カト」で KYOTO ART

太郎の詩を表現しました。作者の心と、それに共鳴して

EXHIBITION を開催することにしました。

自分の書体で作品づくりをする厳しい書家の姿勢が見え
るようだ、との来場者の言葉がありました。

◆

全面ガラス張りの会場

２階はゆったりした会場で、窓辺に野崎務の彫刻、安

中京区の寺町界隈は画廊がたくさん集まっています。
この画廊街の一角に「ギャラリー

カト」はあります。

国内外で活躍の近藤あき子「こわい！こわい！」は、今

寺町通りに面し、１階・２階が全面ガラス張りのデザイ

の世の中に迫りくる恐怖を、見るものに共感をもって迎

ンに設計されています。

えられていました。

会場入り口に展示した「坐する人」岩井博石の 100
号の作品は、ガラス越しに通りからも見え、その力強さ
が人目をひきました。
１階の入口スペースは幅が３メートル余りあり、京町
家のように奥へと広がっています。書道と洋画 50 号以
下の作品を展示しました。
書道はどの作品も人の心が具体的に表現されていて、
来場した多くの方々がそこで立ち止まり、うなずいたり
していたのが印象的でした。今回は書道出品者が一団と
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土忠久「無題」のガラス工芸が美しく立ち並びました。

海外出品者では、ロシアからマーシャさんご夫妻が作
品を持って来日、展示に参加されました。
「月の道」と題した長岡美江の染色から織へと仕上げ
た作品はすがすがしく、思わず触ってみたくなるのを自
制している人が多くみられました。
今回は墨と絵具の作品の清水洋子、墨点描の手塚純子、
能勢美根子のヴァイオリンのデクパージュなど、珍しい
作品も展示されました。
平和な眠りの女性像・樋口純子の作品、生命の根源を

事務局の森田・三代沢（左）・李（右）、会報編集担当の大野起生（中央）
マイケル KASHU 氏のロシア民謡

田中千佳子氏の日本の歌とモーツアルトのオペラ

水島照美氏のギター弾き語り（中央）と敦井規代氏の手話（左）

探求し続ける内田尚子の作品、初回からの出品者・山川

オペラを歌ってくださいました。豊かな声量が美しいメ

靖夫の堅いシャツに込められた作品は、来場者の足をし

ゾ・ソプラノでした。今後の活躍が期待されます。そし

ばらく留めていました。また、中村安子の被爆した一族

て奥西まゆみ氏の詩の朗読がありました。

の作品は、一目でその悲劇を訴えるものでした。

最終日の午後は、これも定番となった水島照美氏のギ
ター弾き語りと敦井規代氏の手話でした。夫を亡くして

◆

イベントも盛況に

百日目という照美氏は、お子さんと共に力強く前を向い

初日のオープニング・イベントは、自らの被爆体験を

ての歌唱。会場はアットホームな雰囲気に包まれました。

絵画に表現した「ヒロシマアッピール」で知られる画家
の大前博士氏の講演を予定していました。ところが１週

◆

平和をみつめる展覧会

間前に急病で入院との連絡がありました。そこで、イベ

今年も多くの方が会場へ足を運んでくださいました。

ントでは氏が会報「明日への美」に寄稿された「未来へ

芸術作品を通して、作家の、平和への願いを広く伝える

の架け橋」（本号掲載）を読み紹介させていただきまし

ことができたのではないでしょうか。

た。図録『ヒロシマ黙示録～

黒い世界と白き眼光』
（ヒ

さて、KYOTO ART EXHIBITION には、京都在住の

ロシマアッピール実行委員会）では氏の作品にふれるこ

みならず各地の作家から郵送で作品が会場へ搬入されま

とができます。

す。宅配便の規定が厳しくなり、来年は洋画 100 号の

続いて詩人・紫野京子氏がご自身の詩を朗読、そして
定番となりましたマイケル・KASHU 氏のロシア民謡で
会場は和やかな雰囲気に包まれました。

運送が難しくなります。試行錯誤しながら、また新しい
作品を発表できるよう頑張りたいと思います。
（三代沢 史子）

10 日、土曜日のイベントでは、京都市立芸術大学
を卒業された田中千佳子氏が日本の歌とモーツアルトの
3

未来への架け橋

のは、文章でも言葉でもなく、キャンバスと絵の具だっ

大前 博士

た。
この絵は、見る人の魂を揺さぶるものでありたい。

72 年前、青く晴れ渡った 8 月 6 日のあの朝。青白

想いを込める、平和を求める武器として描くというピ

い閃光が頭上で炸裂し、世界が一瞬で地獄へと変わっ

カソの言葉のように、私は平和を願い、人は二度と黒

た。爆音は聞こえず刹那の静寂の後、猛烈な爆風を受

の世界をこの地球に存在させてはならないのだと。

けた。座敷で 2 メートルほどだろうか、柱にたたきつ

あれから 72 年が過ぎた今も、多くの人が願ってい

けられ気を失った。気が付くと、辺りは油の臭いが充

る。被爆の惨状は悲惨で、非人間的なものでしかない。

満し、母の声をたよりに妹と三人で防空壕へ逃げたが、

あの地獄は二度と繰り返してはならない。平和を求め

やがて身体は黒い雨に浸り、昼なのに黒い闇が支配し

る切なる広島の声である。いつしか、人々の心の中に

ていた。恐怖は徐々に増幅され、大変なことが起きた

原爆や戦争への思いが忘れ去られようとしている。被

ことしか理解できず、ただただ地獄の様相を見つめる

爆者も高齢となり、原爆を目の当たりにしたものは数

よりほかなかった。次々とやって来る人々の肌は、剥

少なくなり、それを語るものもどんどん風化していく。

ぎ取られ溶けていた。火から逃れ助けを求め、叫び苦

しかし私は絵描きになった。絵描きは後世に伝える義

しんで川の中に身を沈め、屍の川の中へと消えていっ

務がある。絵は、想いと共にずっと生き続けてくれる。

た。その時私は見た、想像ではなく現実に起こった地

平和への灯火を、決して絶やしてはならない。

獄を……。

私のこの絵が魂を揺さぶる絵として残っていくなら

20 年後、リアルな記録画としてではない、原爆を通

ば、二度とこんな地獄は起こらない、そう確信してい

し自分の肌で感じた原爆という事実を、心の赴くまま

る。そして、この絵が微力ながら未来への架け橋にな

にキャンバスに表現した。しかし、まだ 28 歳の自分

るように祈らずにはいられない。

には、脳裏に焼き付いたその地獄の情景は重くのしか
かり、肉体的にも精神的にも追いやられてしまった。
それから 50 年、フランスへ渡り、原爆を封印した私
は光の世界を追い求め、美しい世界、癒しの絵へと救
いを求めた。
8 歳の時の強烈な被爆体験は、半世紀経っても消え
ることはなかった。自分の生涯の中で最もショッキン
グな体験として、昇華されることなく私の心の中に残
り、生き続けていた。風化はしない、けれど 50 年の
月日は確実に私に癒しの時を与え、心穏やかな日々を
もたらしていた。そんな時、消えそうなロウソクの火
がまた燃えはじめたように、私の心の奥底から湧き上
がってくるものがあった。今なら描ける、いや描かな
くてはならない、それが実際に原爆を見た私に与えら
れた使命ではないかと。しかし、生易しい表現で満足
してはいけない。絵は技ではない、自分の思いを描き
出す心の表現でなければならない。それは単に一瞬を
切り取った情景ではないのではなかろうか。あの閃光
から何時間、
いや何日間も地獄は続いた。そこには様々
な、生身の人間のドラマが幾重にも重なり、見続けた
私の心も刻一刻と変化していったのだから。そして、
描き上げたのは 30 数点に及ぶ連作だった。
本当の地獄を見てきた私だからこそ、未来にそれを
伝えなくてはいけない、そう思った私に残されていた
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ぼひょう

消えゆく幼子の墓標

ヒロシマアッピールの作品に取り
組む筆者。100 号以上のものが多
いので同時進行するために屋外で
も制作していた。

蒼のレクイエム

ミラベル庭園

ザルツブルグ（オーストリア）
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ことです。そして何よりも私の詩は祈りでありたいと

鈴蘭の祈り

願っています。

紫野 京子

オープニング・イベントで読ませて戴く詩の一部を、
ここにも書かせて戴きます。

若い友人のお父様が亡くなっ
てもう３年が経ちました。まだ
お元気だった頃、そのお父様が、
私が花を好きなことを聞いて、
鈴蘭と都忘れの鉢植えを届けて
下さいました。彼女はお父様が
遺された沢山の花を、３年間守
り続けています。その花がまた
今年も咲いたと、お互いに知らせ合って喜んでいたそ
の日、Facebook の一色真理さんのコメントで、森田
進さんが倒れられたということを知りました。
３月の初め、突然直子さんからお電話を戴き、
「６月

魂の奥底で
天と地の歪みから生じた
裂け目に落ちてしまった
長い間探し続けた
けれどある時

あなたを

暗闇の道で

あなたが絶望の姿だと思っていた

ひとりの人の姿が

私にとっては

どこまでも望み続ける姿に見えることに気づいた
誰にも見えない

魂の奥底で

密かに成し遂げられるものがある

に京都で Art Exhibition を開くので、オープニング・
イベントの時に朗読をしてほしい」というご依頼があ
りました。その後で進さんもお電話に出て来られて、
とてもお元気そうなお声で、重篤なご病気になられた
こと、そのために堺の教会をお辞めになって、元の野
火止に戻られたことを話して下さいました。今はお元
気になられたので、６月にお会いしましょうとお互い
に約束し、再会をとても楽しみにしていたのです。
信じられない思いで、直子さんにお電話しようかと
何度も思ったのですが、多分ずっと病院に行かれてお
留守だろうし、かけてもどんな言葉でお話していいの
か、と迷っていた時、５月１日は「鈴蘭の日」だった
ことに気づきました。鈴蘭は幸せを願う花です。そし

サン・ダミアーノ
坂道を下って行くと
聖キアラが暮らした修道院があった
小さな聖堂のなかには

誰もいなくて

静けさだけが充ちていた
傾いた陽が
沈黙が

木々の影を伸ばし

辺りに広がる

思い出のなかで
空高く

その風景を辿るたびに

あこがれが昇ってゆく

て花言葉は「再び幸せが訪れる」
「癒し」という意味で
す。せめて気持ちだけでも届けたいと思いました。きっ

はるか昔に

と私の友人のお父様も、天国で見守って下さっている

慎ましく生きた聖フランシスコの生き方を

だろうと思いました。進さんの一
日も早いご快癒をお祈りしており
ます。
直子さんに鈴蘭をお送りすると、
すぐにお電話を下さって、約束し
ていた６月には京都でお会いしま
しょうと仰って、この原稿のこと
もお教え頂きました。
私は自分の詩は声高く主張するものではないことを
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小鳥たちとともに

今も続けているひとたち
暁闇 ( ぎょうあん ) のうちに目覚め
祈りと仕事のうちに日々を過ごし
この世とあの世を往還する
この世界の辺境で
悲しみと歯噛みのなかで
生きているひとたちを抱き締める

知っています。私にできることはただ読んで下さる方

ただ祈るだけで

と、共に生きるものとして寄り添うこと。そして生き

そのことを信じられる靭 ( つよ ) さ

ていく上で、どんなに立場が違っても、主義主張が違っ

頭上に広がる空に向かって

ても、お互いを認め合い、dignity( 尊厳 ) を尊重する

来る日も来る日も

世界とつながる

祈りの花束を捧げることで

いのち

な

か

絵のテーマ「生 命の内 部で」について
内田

尚子

私が生まれたの

何年か前の個展で、知らない人から、メッセージを
もらった。
樹々のうちに宿る命 ( たましい ) が
水をくみ取ってゆく

は、1945 年 7 月 5

「根」がその上に有る様々な

日、 終 戦 の 年。 広

「葉」として育ってゆく

島原爆投下の 1 ヶ

又、それぞれに咲いてゆく

月 前、 平 塚 の 空 襲

「花」や「実」としてゆく様が

の 10 日 前。 大 変

イマジネーションとして頭にうかんできて

な時に生まれたも

オレは

のだと思う。B29、

好きです

焼 夷 弾、 防 空 壕、
海 軍 火 薬 廠、 一 面
平塚市美術館にて

筆者

焼 野 原、 小 さ い 時

私が描いている世界を代弁してくれている様な気が
し、素直な感想に励まされている。

に聞かされた言葉だが、私には戦争の記憶も実感もな
い。戦後のあゆみは私の生の月日と同じである。戦後
70 年の節目に平塚市美術館では、開館 25 周年の記念
として、
「香月泰男と丸木位里・俊、そして川田喜久冶」
という展覧会があった。
描かずにはいられなかった、香月泰男のシベリア体
験。黒い闇の中から浮かぶ戦友の顔やバラ線。丸木位
里夫妻のヒロシマ原爆投下の図。戦争の悲惨さは体験
したものでなければ描けない。洋画・日本画・写真、
三者三様のすばらしい内容だった。重いテーマだ。二
度と戦争を起こしてはいけないと思う。
だけれど、自分の絵のテーマはというと、又、違う。
はじめは裸婦のデッサンから始まったので、その延長
線だった。教わって描いた裸婦には、リアリティがな
くて、これでは習作だと思い、何をどう描いたらよい
ものか悩んだ。絵のモチーフとして惹かれたのは、冬
の樹だった。葉を落として骨格ばかりになって天に向
かって伸びる。ジャコメッティの彫刻のような樹。
いのち

な

か

い

つ

私が「生 命の内 部で」としたのは何 時の事からか、
自分では忘れている。公募展では大分前から作品の題
名をつけるので、便利のためだったのかも知れない。

「生命の内部で」誘惑

かなり古い絵にも、植物なのか、果物なのか、年輪の
ような形や粒々の丸い形が現れている。肉体の中だと
思われたりもする。顕微鏡写真で見るミクロの神秘的
世界は、宇宙のどこまでも大きな世界と呼応している
ように思えた。
絵を描く時、何かキッカケがある。自然の小さな営
みに感動した事から動き出す。
描いているうちに、色々と変化しながら、イメージ
がふくらむのを待つ。

水原房次郎 蔵美術館

Gallery Fusajiro MIZUHARA

2017 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 : 0463-32-8361
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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）／石橋えり子 ( 東京都 ) ／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）／河野允子
（京都府）／古仲邦子 ( 長野県 ) ／近藤あき子（東京都）／
（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）／清水洋子 ( 東京都 ) ／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）／手塚順子 ( 長野県 ) ／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）／能勢美根子
（東京都）／樋口純子（京都府）／ Posear( 米 ) ／早野三
郎 ( 東京都 ) ／福島栄子（大阪府）／藤岡智子 ( 大阪府 ) ／
MashaLamizina( ロシア ) ／水野恵子（大阪府）／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 )

◆ 賛助会員／カンパをお寄せいただいた皆様
第６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／伊藤勝久／池内光宏／伊藤道信／伊藤道子／伊藤
美子／伊藤冬留／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／江口友子／遠藤はつゑ

村不二夫／中山直子／仲野壽志／中平安子／並木浩一／野
間口カリン／野村多喜子／信原修・朝子／野口文恵／長谷
川良江／長谷川幸子／花木朋子／濱田路子／原圭治／浜本
一穂／藤田三四郎／福島ひとみ／平山梅子／深見東司／舟
引ゆかり／福田良子／福島久雄／藤川恭子／藤本結花／藤
井建男／細内ミキ子／細田恵美子／前川敬子／前島宗甫／
真嶋克成・直子／松田賢次郎／三浦一郎／水原琢秀・節代
／水野眞左子／三浦洋一／三代沢良明／南美穂子／村井正
和／村田多美子／村田良子／森脇米子／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／山崎喜美子／湯本昭南／横尾千佳子／渡辺
綾子／渡辺和子／渡辺めぐみ／渡辺浩紀

◆ 熊本大地震募金のご報告
2016 年２月に発生した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。( 内 6,200 円は水原房次郎
蔵美術館からの募金 )。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。

◆ 会計報告（会計 田中令子）
年会費（3,000 円）未納の方、お振込みをお願いします。
郵便振替の口座番号が変更になりました。
ゆうちょ銀行口座番号：０８６０－３－１３６５７４
名義：平和を願う美術家の集り

2017
区分

／大井芙美子／大蔵律子／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
／小野淳子／小野典子／岡本紀明／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／加山
久夫／川端一彌／北野幸子／北野良夫／木田みなこ／きど
のりこ／許貞夫／木下長宏／木本裕／木幡和子／楠晶子／
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／郡のぞみ／小久保前行／小柴正巳
／小林順子／小林眞／古明地和子／小山元治／小松弘愛／
斉藤俊夫／左近和子／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／島村直子／鈴木頴介／セキジュン／菅野真知子
／関本郁子／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／田中令子
／田中捷子／高垣睦城／手塚壽子／田中悦子／塚本一雄／
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収入

内訳

会計報告
金額

繰越金

143,992

出品者会費（出品料含む）37 人

370,000

賛助会委員会費 116 人

348,000

カンパ（広告料含む）

128,130

アート展会場カンパ

5,200

合計

995,322

ギャラリー使用料

280,000

会報印刷代（9、10 号）

157,910

会報データ作成費

45,300

会報編集費

20,000

印刷代（ハガキ、ポスター、チラシ）

33,724

支出 振込手数料

22,136

送料

223,720

イベント謝礼（見舞含む）

63,000

アルバイト料（展示、片付け）

16,000

雑費（梱包材含む）

48,708

土永博／土屋昌子／津止洌子／丁章／塚本成子／寺尾晃／

合計

910,498

寺田公明／中川英樹／中川善美／長崎由美子／中西宏／中

残金 次期繰越金

84,824

第 6 回 KYOTO ART EXHIBITION 出品作品

青木由弥子

幸福の王子

安土忠久

居谷康子

石橋えり子

無題

全愛

ナウリユット・ヒマラヤ

岩井博石

座する人

内田尚子

生命の内部で（潜在）

9

大野起生

鳥になって・渋谷交差点

欧陽可亮（故人） 如水

川端明子

空

河野允子

古仲邦子

近藤あき子

10

こわい

こわい！

花

たとえ天が何回落ちようとも（青）

和の音

島並草逕

トリプル・アクセル

シュペネマン大島偕美

高田真佐子

殺されて

清水洋子

Dark energy（我が山水）

静湖爽風

やらない！

末永蒼生

記憶創造

高橋絹代

漱石の句

11

手塚順子

竹屋純子

ウガンダの少女

中路淑子

長岡美江

中村安子

12

悠久の奏で

常照皇寺前の垂れ桜

月の道

被爆者Ｋ . Ｔ氏の場合

名古きよえ

森の光

能勢美根子

野崎務

デクパージュ・ヴァイオリン

無題

樋口順子

早野三郎

福島栄子

刻（とき）眠りⅢ

Deep CRISIS

花はどこへ行った

藤岡智子

山頭火句

花いばら
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Posar

水野恵子

谷川俊太郎

海

Masha Lamzina

春・秋の森の女神との対話

詩 「死んだ男の残したものは」
三代沢史子

森田直子
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ルーツをたどる

開

沖縄「お家がなくなった！」ヤンバルクイナ

山内佳子

悲しみの街

山川靖夫

山本万里

吉井勇

R の肖像

京の春

/

Ｑの肖像

長い旅の途上

山田正人

カタスミ

李景朝

裸婦と枯葉

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

賛同してくださる方

三代沢史子

森田直子

出品費 7,000 円

年会費 3,000 円

15

2018 年 第７回 KYOTO ART EXHIBITION 作 品 募 集 要 項
◆作 品

・平 面 ：絵画、書、版画、染色、織物、書道作品、漫画、その他 ( ご相談ください )
（20 号～ 100 号以内、縦 160 ｃｍ × 横 130 ｃｍ以内）
・立 体 ：立体造形（縦 50 ｃｍ × 横 50 ｃｍ × 高さ 130 ｃｍ以内）
・その他 ：朗読 ･ 歌唱 ･ 音楽（音響に制約がありますので事務局にご相談ください）

◆年会費

3,000 円（作家、賛助会員）

◆出品料

7,000 円

※会費は事前に振り込みをお願い致します。

ゆうちょ銀行 口座番号：0860-3-136574

加入者名：平和を願う美術家の集り

◆申込締切 2018 年 3 月 10 日（土） 別途送付の申込書を事務局へメール、FAX、郵送してください。

◆会 期

2018 年 6 月 5 日（火）～ 6 月 10 日（日） 11：00a.m. ～ 17：00p.m.（最終日 16：00p.m.）

◆会 場

ギャラリー カト（Gallery KATO） ホームページ： http://g-kato.sakura.ne.jp
〒 604-8091 京都市中京区下本能寺前町５１５ 御池下がる西側 ギャラリー カト（1F ～ 2F）
TEL：075-231-7813 地下鉄東西線「市役所前」５番出口、寺町商店街へ徒歩１分

◆搬入・飾り付け
① 郵送・宅急便 6 月 2 日（土）・3 日（日）着（12：00 ～ 16：00p.m. 時間指定）会場宛て

② 搬入と飾り付け 6 月 4 日（月）13：00p.m. ～
◆搬 出

6 月 10 日 ( 日 )16：00p.m. ～ 返送の方は宅配便「着払い」「往復」伝票に宛先を記入。

◆その他

初日 11 時開場、２時オープニング・イベント、５時オープニング・パーティー

◆お問い合わせ 事務局

〒 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

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
〒577-0805
TEL・FAX
営業時間

http://www.waneibunkasha.com
大阪府東大阪市宝持 1-2-18

06-6725-0430
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）

【事務局移転のお知らせ】
〒 590-0953

大阪府堺市堺区甲斐町東２－１－３３－１２０６

福島方

森田直子（2018 年１月より）

【事務局】 2017 年 12 月まで
〒 604-8111
工藤方

京都市中京区三条通堺町東入枡屋町 68-202

森田直子

TEL（森田携帯）:

090-8560-1894

【関東地区連絡先】
〒 254-0075
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