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ごあいさつ

今年の元日、毎日散歩に行く公園へ行った。快晴で青空が広がっていた。空気は冷たく、真っ青な空に、

一片の白い雲が西から流れていた。一瞬、何処へ、と思った。自然は美しく心地の良い元日を迎えた。
昨年はシリアでの過激派組織「イスラム国」（IS）との紛争、フランス、ドイツなどヨーロッパでのテロ
が伝えられた。米国ではトランプ大統領の「アメリカファースト」など排他主義が世界的に蔓延、文明とは
ぎ

く

なにかと疑懼するのであった。
１月 23 日、国会召集日に安倍晋三首相は悲願の憲法改正をいよいよ実現する時を迎えたと論じた。憲法
は政治家が暴走するのを阻止するものである。かつての大戦が何をもたらしたか、反省のうえで平和憲法を
守りたいと願うのであった。
過ぎたる時とやってくる時が、必然性、自明性、天の正義が味方しているのだと思っている。国民一人ひ
とりの一粒の力が、美しい青空をいつまでも守りぬくことを願っています。KYOTO

ART EXHIBITION

の活動にご協力を願います。
李 景朝

……

目

次

……

ごあいさつ

李 景朝

……

１

広がるボランティアの世界

竹屋 純子

……

２

平和によせる私の想い（4）クロアチア

三代沢 史子

……     4

できることを

菅野 真知子

……

KYOTO ART EXHIBITION に出品して

水野 惠子

……    8

描き続ける（その 10）イコンについて

森田 直子

……    9

三重県の「原発を止めた町」を知ってください！

田中 令子

……   10

６

平和を願う魂を

……   13

第７回 KYOTO ART EXHIBITION 出品要項

…… 14

おしらせ

…… 16

お二人は、その後の私の人生においての確実な道し

広がるボランティアの世界

るべとなっていった。
竹屋 純子

◆アメリカ・サンディエゴからのスタート
1982 年３月、ロスの空港から、いえ到着直前の
機内から、私の第二の人生が始まった。
車輪が降りはじめる音を聞いた瞬間に、私の緊張度
は最高となり、なぜか涙が溢れ出てきた。言葉の問
題、初めての海外での生活への不安。隣に座ってい
る主人に、
「私は何もできない。どうかそれを責め
ることなく、暫く見守ってほしい。私には頼れる人
はあなたしかいないのだから。
」主人は小さくうな
ずくだけだった。こうして私たちの２年余りのアメ
リカ生活がスタートした。
最初の３か月間はまさに暗黒時代そのもの。毎日
の楽しみは、新聞配達のお兄ちゃんに愛想いっぱい

UCSD インターナショナルセンターで茶道のお点前をする筆者

◆アメリカで絵を描く

ふりまいて言う「Hello!!」と郵便受けを開けに行く

アメリカは社会人がとても学びやすいところだっ

ことだけ。そして一番の喜びは、週一回、カリフォ

た。特にメキシコからの移民が多いサンディエゴだ

ルニア大学サンディエゴ分校（UCSD）のインター

からかもしれない。コミュニティカレッジというい

ナショナルセンターに行くこと。そこではいろいろ

ろいろな講座を受講できる学校があった。しばらく

な国からの留学生やその家族が集まり交流をして

過ぎた頃から自分で運転して行ける範囲の面白そう

いた。いつもお母さんの後ろに隠れて、お顔を半分

なコースを探しだし、ステンドグラスに料理教室、

だしながら私たちを見ていた可愛いおかっぱ頭の

裸婦デッサン、油絵教室などに通った。これらは英

女の子や、若い奥さまなどがコーヒーカップ片手に

語でのレッスンだが、スペイン語教室にも通った。

話しを楽しんでいた。その母娘が森田直子さんとけ

栄子さんと一緒に学んだ油絵教室は、薄い厚紙のよ

い子ちゃん。そして偶然にもアパートのお隣さんが

うなキャンバスに写真を模写するもの。これが油絵

福島栄子さんだった。日本にいたら絶対に出会うこ

なんだ、と変に納得したのを覚えている。写真そっ

とのないお二人とアメリカで会い、30 年以上のお

くりの鴨の絵、美しい山並みなどが仕上がった。今

付き合いをするなど誰が想像したことだろう。

でも鴨が気持ちよく川で泳いでいる構図が目に浮か
ぶから不思議だ。やはり私にとっては初めての作品
だったからだろう。
そして帰国後、長男がお腹にいるときに、姑の勧め
で絵画教室のお仲間となった。最初に描いたのは
“ 卵と豆腐 ” だった。なんと難しいこと！

でも先

生は「好きに描いていいですよ」と一言。この「好
きに描いて」が 30 年たった今でも先生の口癖であ
る。
◆アメリカで学んだボランティア精神
UCSD インターナショナルセンターでは、毎月、いろいろな国の
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UCSD 内にあるインターナショナルセンターで

紹介があり、日本の担当では主人と一緒に折り紙を子供たちに教

は、登録しているチューター（個人教師）を紹介し

えたりした。

てくれ、英会話やアメリカ生活に必要なこと（スー

パーの場所や銀行口座の開き方など）
、お薦めの観

◆ユニセフとのかかわり

光地や各地のイベントまで教えてもらった。お蔭で

ユニセフの「アフリカの子どもの日」は、全国各

４か月目からは車を手に入れホームシックになる暇

地に留学しているアフリカの大学生や大学院生を

もないくらいアクティブに動き回ることができた。

熊本に招待し、ホームステイをしながら熊本の中・

この時、初めて「ボランティア」という言葉と活動

高・大学生と交流するとともに、アフリカの生活や

を知ったように思う。Volunteer を辞書で調べると

教育、貧困、子どもたちが抱える問題などを一緒に

無償の奉仕活動をする人と載っている。何もわから

学び考えるイベントだ。我が家にも毎年、アフリカ

ず踏み込んだ海外で頼りにできる人たちだった。ど

の留学生がホームステイしている。彼らは実に熱

うしてこんなに見も知らぬ外国人に手厚くしてくれ

心に勉強し、一つでも多くの知識を母国の為にと

るのだろう？

と思わずにはいられなかった。当時

頑張って日本で生活している。54 ヶ国からなるア

の日本では、まだボランティアという言葉も馴染み

フリカ大陸、それぞれのお国柄があり性格も考え

がなく、人の為に何かをすることに気恥ずかしさが

方も様々だ。14 年前、次男が英語を話せなくても

あったように思う。アメリカでは既にそれが普通で

サッカーの話で盛り上がっていたことがある。曰く

あり、困っている人にその人が望んでいることをす

「サッカーは世界共通なんだ！

サッカーを通じて

る、という風習があった。

誰とでも友達になれる！」と。内心、もう少し英語

栄子さんからラホイヤの教会でメキシコの幼い子ど

を勉強してほしいと思ったものだ。

もたちに簡単な英語を教えるというボランティアに
誘われた。アルファベットを遊び道具を使いながら
一緒に学ぶようにするのだが、それがとても楽し
かった。
◆ＹＷＣＡ留学生とその家族の会
帰国してから何か私にできることはないかと模索
しているときに、YWCA 主催の外国人に日本語を
教える研修会に参加した。そして、ここから私のボ
ランティア生活が始まった。
タンザニア出身のフリップと初めて会ったのは、
彼が熊本大学医学部大学院エイズ研究センターに来
たばかりのときだった。YWCA も UCSD と同じよ
うにホストファミリー（熊本での家族）と留学生の
マッチングをしている。フィリップは、とにかく素

アフリカ留学生達

◆障がい者との出会い

直で優しく、
紳士だった。しばらくして奥さんのジュ

知的に障がいをもっている方たちがスポーツを

リアーナも来熊した。彼女がホームシックになりど

とおして社会との繋がりをもつことを継続的にサ

うしたらいいか？

と連絡がきたので、一緒に料理

ポートしている団体がスペシャルオリンピックス

をしたり、とにかく外に出ていろいろな人と交流し

（SO）だ。2020 年の東京オリンピック、パラリンピッ

た。ジンバブエ、ウガンダ、ルワンダ、ナイジェリ

クと同じように SO にも世界大会がある。2019 年

ア、ケニア、スーダン、南アフリカなどのアフリカ

にはアブダビで開催予定。2015 年、ロスの世界大

からの留学生の集まりにも参加して楽しんだ。みん

会には応援団長で参加した。開会式では、オバマ大

な明るく、心温かい人たちばかりだ。留学生の奥さ

統領夫人をはじめスティービー・ワンダーなど著名

んはほとんどが熊本で出産をしている。私は、ママ

なアーティストがステージを盛り上げ、さすが SO

Takeya とかジジ（おばあちゃん）と呼ばれている。

発祥の地アメリカを感じた。SO の活動をとおして

実際の孫はいないが、この留学生の子どもたちのお

知りえたことの一つに、彼らの潜在能力は計り知れ

ばあちゃんにはなれた。今もこの活動は続いている。

ないということがある。運動だけでなく音楽や芸
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術面でも発揮されている。私が理事をしている ” オ
ハイエ ”（障がいがあるなしに関わらず音楽をたの
しむ NPO 団体、年に一回、熊本市中心部の 10 か
所で同時に音楽祭を開催）や ASE（Arts and Sports
for Everyone）でもそう感じる。彼らと地域を結ぶ
ことができればと願ってやまない。
◆アフリカに行く
元ユニセフ広報官の澤良世氏と一緒にウガンダ・

ソマリランド (100 号 )

しばらくは、障がいをもって頑張っているアスリー
トやパフォーマーと寄り添っているだろう。そして
彼らが生きやすい街づくりに関わりたいと思う。自
ウガンダ

赤道にて

分は何をしているときが幸せなのか、わからないで
いる。絵も描きたい、テニスもしたい、ゆっくり主

スタディツアーに参加した。大使推薦の場所やユニ

人や子どもたちと旅行にも行きたい……。そして、

セフが活動する地域に足を運び、観て、聞いてきた。

もう一度サンディエゴに戻って、やり残したことを

数年前まで、村をゲリラが襲い子どもたちを誘拐し

始めてみたいと思っている。

て少年兵にしたり、女の子たちに子どもを産ませゲ
リラに育てたりという、言葉では言い表せないよう
な残虐な現実を目の当たりにした。ユニセフはその
子どもたちを連れ戻して心と身体を治癒し、これか
ら生きていくために職業訓練をして村に返す。それ
をウガンダ北東部の村でしていたのは日本人だっ

平和に寄せる私の思い

た。どこに行っても日本の医師や看護師などに会え

( ４) クロアチア
三代沢 史子

たことが嬉しかった。
ツアーには私の娘や熊本の高校生も参加してい

～ユーゴスラビアの内戦～

た。彼らは HIV に母子感染した子どもたちと病院

帰国して 1 年半、1990 年 12 月、クロアチアで

で会って話しをして大きな衝撃を受けたようだ。い

友人になったリフィカさんから一通の手紙が届い

つ発症するかわからない恐怖と闘いながらも、勉

た。旅行の後、時々美しい絵葉書が送られてきてい

強したい、生きたい、という強い意志をもってい

たのに、その封書は表にも裏にも「助けてクロアチ

る彼らの思いは、娘が帰国後２週間目には東京の

ア！

HIV 支援機関でのインターンシップをすることに繋

い封を切ると、戦争が起こったと書いてある。びっ

がっていた。私はウガンダの子どもたちをキャンバ

くりして新聞を開き隅々みたが、それらしい記事は

スに描いた。

何もなかった。「私の国は、多民族国家ゆえに長い

◆これから……
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◆一通の便り

助けてドブロヴニク！」とある。何事かと思

歴史の間、民族間の問題が絶えなかった。父にとっ

いうのは生活の困窮から始まる。そんなことを思い

ては今度で 5 回目の戦争だ」と。
旧ユーゴスラビアの民族紛争が始まった初期のこ
ろは日本にはほとんど情報がなかった。3 年が経ち、

「リフィカ基金」とはしなかった。
会計は、今は故人となった三村和子さん（漫画家

少しずつ報道されるようになっても、その国の何を

ふなびきかずこ氏、KYOTO

憂えてよいのかさえもわからなかった。旧ユーゴス

会報創刊にも尽力）にお願いした。三村さんは、リ

ラビアは一つの国に異なる数種の言語、宗教、民族

フィカさんの疎開先からの便りの翻訳、募金・救援

が共存していた国だ。一つの家庭が異なる民族出身

物資の会計報告など、基金を 10 年もの長きにわた

の夫婦で築かれ、様々な家庭が隣人として生活して

り支え続けてくれた。

いた。それは、まさに理想の国際社会ではなかった
か。

ART

EXHIBITION の

◆心のこもった、あたたかな支援の輪
「ひろば」を読んだ方たちからは早速、募金や文

◆「リフィカと旧ユーゴ救援基金」

具（鉛筆、クレパス、消しゴム、ノートなど）が届

手紙をもらってすぐに私は東京のユーゴスラビア

けられた。タオルや石鹸などの生活用品もあった。

大使館へ電話をした。電話口の男性は「ユーゴスラ

私が救援物資を具体的に示さなかったので、皆さん

ビアは平和です。何を騒いでいるのか」という態度

がそれぞれ考え思いつくものを寄せてくださった。

だ。後に、その時はすでに大使館がセルビア人に占

私が長年自宅で開いていた音楽教室の生徒や保護
者の方々も募金や物資の支援に協力してくれた。貯

領されていたということを知る。
とにかく日用品を、と思いつくものをリフィカさ

金箱のまま、募金を届けてくれる子供たちもあった。

んに送り、神奈川県平塚市の「平塚こども劇場」と

画家である私は平和を願ってクロアチアの戦争を

も関係の深い母親たちが発行する「ひろば」に募金

描き、個展の売り上げの一部を送り続けた。始めは

呼びかけの原稿を依頼した。「ひろば」には以後 10

募金を売名行為ととらえる人があるかもしれない、

年間、クロアチアへ送ったものを現地で受け取った

と悩んだりした。しかし戦況はますます悪く悲劇的

という返事や内戦の状況などの報告を掲載させても

になり、もう自分がどのように見られるかなど考え

らうことになる。

ている時間はないと思った。

1991 年 1 月、支援をするにあたって何か名前を

平塚の個展はもちろん、京都府宇治市の個展では

と思い「リフィカと旧ユーゴ救援基金」と名づけ、

京都の皆さんにもご協力いただいた。私は５歳から

募金と物資を集め始めた。しかし戦乱の中、確かに

18 歳まで宇治で育ち、両親は戦後 50 年を宇治で

彼女の元に届くだろうかと思った。途中で募金を盗

過ごしたので、ご協力は嬉しく、また、大変ありが

まれたりすることもあるかもしれない。リフィカさ

たかった。

んはクロアチア人だが、他民族の手に渡ってしまう

所属する平塚美術協会からも継続的な支援をいた

こともあるだろう。お金がほしい、モノが必要だと

だいた。こうして被災者支援の輪が広がっていった。
だんだん落ち着いてくると、リフィカさんに英和
辞典、鉄分の不足を聞いて薬、お父様にとホカロン
なども送った。年ごろを迎える子供たちには衛生用
品も必要だった。そして、戦乱のなか、日本から旧
ユーゴスラビアの南端ドブロヴニクまで、皆さんか
ら預かった募金や荷物が確かに届くのかを、私はい
つも大変心配していた。（つづく）

1989 年

真昼の市（旧ユーゴスラビア

コルチュラ島）
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業への抵抗です。農業にも非暴力があると考えまし

できることを

た。
菅野

真知子

そして今、彼は「反対、反対」と叫ぶのではない、
肯定的なメッセージを社会に発していきたいと考

京都アート展は平和（反戦・反核・反原発）を願っ

え、「憲法、いいね」と呼びかけることを考えつき

て立ち上げられたと、
「明日への美」1 号の冒頭に

ました。今の私たちの生活にとって「いいね」と言

あります。残念なことに、政治の動きはその願いに

える項目がたくさんあるのが憲法です。私も趣旨に

反する方向へ速度を上げています。特定秘密保護法、

賛成し集まりに参加しました。二度の会ともに予想

安保法制、ついには共謀罪が多くの反対を押し切り

した以上の参加者があり、非暴力で現状にプロテス

可決されてしまいました。福島第一原子力発電所の

トしていくことを確認しあいました。

被災者は生活再建に必要な賠償さえ得られず、健康

案外、日本国憲法をじっくり通して読んだことの

被害も多発しています。沖縄で起きていることには

ある人は少ないのではないでしょうか。私もそうで

政府の本音がすけて見えます。私の住む千葉市では、

した。憲法 97 条「この憲法が日本国民に保障する

2017 年 6 月、国際武器見本市が開かれました。

基本的人権は､ 人類の多年にわたる自由獲得の努力

そんな中にも、草の根の抵抗が身近にもあること

の成果であってこれらの権利は過去幾多の試練に耐

を知り、励まされることも多くありました。きっと

え現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永

全国にもたくさんあるに違いありません。

久の権利として信託されたものである」という条文
に胸が熱くなります。
◆女性と子どものデモ
1970 年に 5 人の牧師によって始められたという、
東京の下町を平和を訴えて歩く「女性と子どものデ
モ」に私が初めて参加したのは 1995 年 9 月でした。
参加者が少ないからと友人に誘われました。当時は、
デモに行くと言うと周りから「過激ねえ」とか「効
果があるの？」などと言われ、街の視線も奇異なも
のを見るようでした。私はなかなか馴れることがで
きず、下を向いて歩いていました。
それが、福島第一原子力発電所の事故以降、一変
し、好意的なまなざしも増え、デモに加わる人や、

ソウル日本大使館前で水曜集会に参加する筆者

◆「憲法いいね」を鍛える集い
古い友人の小泉英政さんから声がかかりました。
彼は、ベトナム戦争に反対する座り込みで鶴見俊輔
さんと知り合い、長い交流から非暴力抵抗の生き方
が課題になりました。40 年あまり前、成田空港に
反対する農民の支援に通うなかで、家と農地を強制
収用された小泉よねさんの養子になり、農業を続け
てきました。循環農業という、農薬はもちろん土に
返らないものをいっさい使わず、できるだけ自家採
種という挑戦は、大規模な農薬や化学肥料を使う農
6

女性と子どものデモ

歩道やビルの窓から手を振る人もありました。自己

は自覚症状が出て受診するため重症化しています。

満足に過ぎないのでは、とも思いながら続けてきま

初期被曝量がわからず、低線量被曝による影響はわ

したが、事情が許すかぎり声をあげる、行動する、

からないのです。｢子どもが成人するまでは帰りた

続けることによって励まされる人もいる、後に続く

いけれど帰れない｣ という訴えは当然に思えます。

人もいる、と信じたいと思います。

法廷で、ある女性に対して、東京電力の代理人弁
護士が ｢あなたの弟さんの勤め先はどこですか｣ と

◆被爆者の働き

尋ねました。原告代理人は異議を申し立て、裁判長

広島出身の友人がいます。彼女に平和公園や原爆

も「関係のない質問は撤回してください｣ と言いま

資料館を案内してもらいましたが、彼女が個人的な

したが、彼女は、｢いいえ、答えます。東京電力で

体験を対外的に話すようになったのは、福島原発の

す｣ と応じました。彼女たちの闘っている相手はか

事故以降です。被爆者手帳を持っていること、原爆

くも尊大なのです。どんなに勇気をもって立ち上

投下の日、爆心地から離れていた彼女の家の前を、

がったか、それに対して国、東電の「想定外の事故

よく知られているように、両手を前に突き出し皮膚

であり責任はない」「賠償は原子力損害賠償法の範

の垂れ下がった人々が避難していくのを見たこと、

囲で」などの答弁に傍聴席にいても腹立たしさが募

しばらくして、ガラス片が全身に突き刺さったいと

ります。いくつかの裁判所の判断が出されましたが、

こが運ばれてきて、亡くなったこと……。

いずれも東電が津波対策を怠ったことは認定してい

彼女は、福島の事故以来、広島で起こったことを
いろいろな機会に語っています。小学校では子ども
たちが真剣に耳を傾けるそうです。核兵器禁止条約
の採択、核廃絶国際キャンペーン（ICAN）のノー
ベル平和賞受賞は本当に心強いニュースです。

ます。彼女たちを孤立させてはならないと、さまざ
まな支援の試みもされています。
◆柳宗悦
私が美術に親しみをもつのは、小学校の担任の影
響かもしれません。晴れた日はお弁当を持って一日

◆福島から避難する母子
全国の裁判所に 1 万人を超える福島からの避難者

中戸外で写生をし、卵の殻のモザイク画、エッチン
グ、木版画、石膏のレリーフを作った記憶もありま

が国と東京電力に事故の責任と賠償を求めて訴えを

す。先生はお元気で、先日、『柳宗悦―「複合の美」

起こしています。千葉でもふたつの裁判が進んでお

の思想』（中見真理、岩波新書、2013 年）をいた

り、できるだけ生の声を聞きたいと友人たちと傍聴

だきました。著者は、揺り戻しがあっても「今後の

してきました。

世界は、自分に責任がないにもかかわらず加えられ

事故前は、住んでいたところも、職業も、年齢も

ている差別から、人々を解放していく方向に向かう

まったく違う人たちですが、事故後は驚くほど似た

と考えられる」と述べています。直面するさまざま

生活です。事故発生直後も行政からの指示や正確な

な問題の「解決に向けて、何らかの行動をとらね

情報はありません。避難先を転々とし、一家離散、

ばと意識させられる」「誰もが直ちに実践できる」、

離婚、仕事を変わらなければならない、生活の困窮、

「各々の持ち味を活かしたさまざまな方法がある」

極度の体調不良、健康の悪化、子どものいじめ、不
登校、転校など理不尽な経験を法廷で声を詰まらせ
ながら語りました。

ことを柳から教えられると言います。
この数年の、以前には見られなかったような市民・
若者のさまざまなかたちの抵抗は、誰かに言われて

特に、区域外避難の母子に補償はなく、わずかに

ではなく、自分の言葉をもち、生活の一部になって

福島県が住宅を無償で提供していましたが、それも

いるように見えます。それは政治や法律が変わって

打ち切りになり、年間 20 ミリシーベルトを越えな

も止められない流れになっているのではないでしょ

い地域は安全だと帰還を促されています。チェルノ

うか。

ブイリ法では、年間５ミリシーベルト以上で移住、
それ以下でも避難の権利が認められています。福島
県内で甲状腺ガンが多発、検査の行われない他県で
7

私がよく手にする谷川俊太郎さんの詩集から「罪

KYOTO ART EXHIBITION に出品して
水野

と罰」と「私たちの星」という詩を紹介します。
惠子

先の衆議院選挙で自民党が
圧勝し、憲法改正が現実味を
帯びてきました。第二次世界
大戦に破れ、唯一の戦争被爆
国となった日本。あの辛く悲
しみに満ちた結末を教訓とし、
決して戦争への道すじを辿ら
ぬことを願うばかりです。
今、私たちは絵画、書、陶芸、木彫、ガラス工
芸、詩の作品を KYOTO ART EXHIBITION という場
で表現することにより「反戦」
「反核」
「反原発」を
願い、その輪を広げております。しかし、このよう
な表現の場を得られるのは「平和」だからこそです。
今、当たり前のようにどっぷりと浸かっている「平

罪と罰
では誰かの首をくくりましょう

谷川俊太郎

誰かを牢屋にぶち込みましょう
誰かに罰金をはらわせましょう
法にそむけば罪になるはず
罪になったら罰があるはず

だが悪いのは原爆を落とした人ではない
落とせと命令した人だいやもっと

悪いのは原爆をつくった人だいやもっと

もっと悪いのは戦争を始めた人だいや……
罪を憎んで人を憎まず

せめて原爆の首をくくれ
今すぐ！

和」も一発の銃声で脆くも崩れゆくことを私たちは
強く認識しなければならないのです。今、地球上の
国々で内線、国境紛争が絶えず、戦闘状態にある国
が多く存在します。現在戦争をしていなくとも一触
即発の危機を孕んだ国々が多いことに驚きます。そ
して欧米の国々も「自国第一主義」を唱え、異民族、
異宗教、異文化を排除する動きが拡散しつつありま
す。移民、難民の流入によって自国の利益、文化が
侵害されるのをくいとめるか、基本的人権の理念を
貫き、彼らを受け入れるのか難しい選択を迫られて
います。これら多くの解決困難な問題を生み出す戦

私たちの星
はだしで踏みしめることの出来る星
土の星

夜もいい匂いでいっぱいの星
花の星

ひとしずくの露がやがて海へと育つ星
水の星

道ばたにクサイチゴがかくれている星

争を回避する努力を忘れてはいけません。

おいしい星

詩文書による表現

風の星

書作品には「漢字」
「仮名」
「詩文書」
「前衛書」
等の分野があります。
「詩文書」とは漢字かな交じ
りの書で、主に詩文、短歌、俳句、散文等を素材に
表現します。この素材を探している時、
「戦争」「原
爆」
「原発事故」をテーマにした作品に出会うこと
があります。これらの作家の思想、イデオロギーを

谷川俊太郎

遠くから歌声の聞こえてくる星
さまざまな言葉が同じ喜びと悲しみを語る星
愛の星

すべてのいのちがいつかともに憩う星
ふるさとの星

数限りない星の中のただひとつの星
私たちの星

書に表現できれば、見る人により強くメッセージを
訴えることが可能になると確信いたします。私の小
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さな力でも諦めず KYOTO ART EXHIBITION を通じ

末筆ながら KYOTO ART EXIHIBITION の呼びか

て「反戦」
「反核」
「反原発」の願いを他の出品者の

け人の李景朝様、三代沢史子様、森田直子様のご尽

方々と共に発信し続けたいと思います。

力に感謝いたします。そして詩人の森田進様のご回

て、その作品を美術作品と呼んできたのです。人間

復をお祈り申し上げます。

の創造性は、天地創造の時より与えられているもの
【出典】谷川俊太郎『谷川俊太郎詩集続』
（思潮社、
1993 年）
、
『谷川俊太郎詩集いまぼくに』（理論社、

です。人間が美を追求するのは、あたりまえのこと
ともいえると思います。
そこで、自分の思いを行動し続けたイコン画家山

2007 年）

下りんについて、彼女の「描くこと」に対する情熱
を記したいと思いますが、今回は、彼女が描き続け
た「イコン」について記します。
2014 年に訪れたロシア・サンクトペテルブルグ
の町の美術館、修道院には、多くのイコンがありま
した。正教会には、像はなく、イコンばかりでした。
イコンの前にひざまずき、接吻、祈る人の姿があら
ゆる所で見られました。イコンは画家たちが各時代
の美的感覚をもって作り上げた作品ではないので
す。それは展覧会で観るものでもなく、美術評価の
対象になるものでもありません。基本的には、神と
の交わりのための案内役を果たすものならば、全て
イコンと呼ばれているのです。
イコンは、目に見えないものの秘儀へと、見える
ものの戸口を通って通じる道を提供することを唯
一の目的として作られています。だから、イコンの
金子卓義

造形も色彩もイコン製作者の想像と好みだけに関

書（谷川俊太郎『罪と罰』より）

わっているのではなく、伝統に従って世代から次の
世代へと伝えられてきたのです。
私たちは ｢イコン｣ と

描き続ける （その 10）イコンについて
森田

直子

いう言葉に接する機会
が少ないのですが、「イ
メージ」という言葉は

６回目の「平和展」
、多くの人たちが足を会場に

知 っ て い ま す。 こ の 二

足を運んでくださり、本当にありがとうございまし

つは同じ意味を持つギ

た。私たちは、各作品から出る言葉を大切に一年に

リシャ語とラテン語に

一回、皆様との出会いを続けてきました。

由来するものなのです。

東日本大震災と原発事故が遭遇して６年が過ぎま

例 え ば、 キ リ ス ト や マ

した。まだまだ多くの課題があります。特に放射能

リ ア を 描 く 時、 自 己 の

汚染は、深刻なことです。決して忘れてはなりませ

キリスト観、マリア観を

ん。さらに、今にも世界大戦が起こりそうな恐ろし

確信して描き出す作品は画家の想像の世界を反映

い世の中に私たちは生きています。知らないうちに

することになるのです。しかし、イコンの世界にい

私たちは戦いに賛成しているのかもしれません。こ

る画家はいつも伝統の核心になる信仰に生き、教会

の矛盾多い社会の中で、私たちの作品は「平和」を

という生活形態の中でキリストやマリア諸聖人の

訴えています。作品の前に立って耳を傾けてくださ

映像をとらえようと努力しています。それがイコン

い。平和の響きがきこえてきます。

を描く者の究極的な目的なのです。

美は、この世の中にあるもので、私たちは美を求

イコン

（つづく）

めて創り出す人達を美術作家と呼んでいます。そし
9

三重県の「原発を止めた町」を知って下さい！
田中 令子

一つが芦浜である。
●「芦浜原発を止めた町」南島町の 37 年間の闘い
1963 年に中部電力芦浜原発計画が発表された。
前に熊野灘が広がる芦浜は、二つの町にまたがり、

●私と「京都アート展」との関わり

東が南島町（現、南伊勢町）、西が紀勢町（現、大

今から約６年前の

紀町）である。当時の人口は、南島町が約１万５千

2012 年 ５ 月、 京 都 の

人で、原発反対、紀勢町は人口約 6700 人で、原発

三条で開催された第１

推進だった。南島町には碑が建立されている。

回の展覧会に、友人の、
ふなびきかずこさんが
出品した絵を見に行っ
た。彼女の絵は、
「日本
にある全ての原発が止
まった日」という、鯉
のぼりが泳ぐ街を描いた小さな絵だった。 狭い画
廊の中には大作もあり、熱意が溢れていて、黙って
いられない、何か行動を起こす、という強い意志が
感じられ、圧倒された。
その同じ年の９月、
「夏バテがひどくて」と言っ
ていた彼女に病気が見つかり、二度の手術にもかか
わらず、信じられない悲しみ、翌年の４月に天に召
されてしまった。彼女の葬儀で、主催の一人である
三代沢史子さんと知り合った。友人の、ふなびきさ
んの思いを繋ぎ、会の趣旨に賛同し、会計係を引き

芦浜原発をとめたまち

芦浜原子力発電所設置計画が、昭和三十八年に

公表されて以来、南島町は一貫して原発反対を表明。
紀伊長島事件を始め、再三に亘り海上デモや抗議集
会を繰り返し町民が大きな負担と苦悩を背負いなが
ら三十七年間、原発反対を訴え続けてきた。

「 三 重 県 に 原 発 い ら な い 県 民 署 名 」 に は、

八十一万人余の県民の方々から署名を頂き、三重県
知事に提出。

平成十二年二月二十二日、県議会開会の冒頭、北

川知事が「地域に混乱をもたらした責任の一端は県
にもある。芦浜原発は白紙に戻すべき」と宣言され
芦浜原発問題に終止符が打たれた。

此の碑は三十七年間の苦悩の戦いが、二度と繰り

返さないことを祈念して建立する。

二〇〇〇・二・二二

受け今に至っている。

南島町

●三重県の鳥羽市に住む私の日常
母の介護のために京都の実家と鳥羽を往復してい
た時期を経て、実家を引き上げ、母が鳥羽に来て同
居。何度か骨折、入院を繰り返し、今は介護老人保
健施設に入所している。毎日、母の所に通い、母の
車椅子を押して海の見える場所まで行き、一緒に水
平線を眺めるのが日課。
鳥羽市は神島などの離島を含めて人口２万人弱の
海辺の小さな町。ミキモト真珠島や水族館があり、
病院や映画館はないが、景色は美しく、魚は美味し
く、刺身は最高！

南島町の石碑

現在、このような美しい景色や安心して美味しい
魚を楽しめるのは、三重県に原子力発電所がないか
らだ。かつて紀伊半島には９地点もの原発候補地が

37 年間の「苦悩の戦い」の歴史は、大きく３期
に分けられる。

あったが今、紀伊半島には一基の原発もない。地元
の人々が建設を許さなかったのだ。阻止した地点の
10

【I 期】1963 年 11 月、芦浜原発計画が公表され、

４年後の 1967 年９月、当時の田中覚知事が「終止

けて、漁協総会が開かれようとしていた。
「海洋調査」

符宣言」
をした時まで。ほぼ漁民だけの闘いだった。

の受け入れは、即、「原発建設」に繋がることが町

「漁場を守れ」
「海を汚すな」と７つの漁協が団結し、

民には分かっていた。町民２千人が、漁協の建物前

町議会が反対決議をあげ、原発反対対策協議会を作

に座り込んだ。「私らには子どもを守る責任がある

り、デモと集会、抗議、要求を繰り返した。しかし、

の！」「今までずっとだまされてきた、もうだまさ

中電は立地工作を続け、1965 年には秘密裏に用地

れへん」「（総会は）ぜったいに開かさん」と叫んで

買収を完了した。

座り続け、誰一人漁協には入れず、総会は流会となっ

1966 年９月、推進勢力は、中曽根康弘通産大臣

た。

を団長とする国会議員団を視察に送り込んだが、長

これ以降、南島町は初めて町外に出て、三重県民

島町を出ようとした視察船を、南島漁民が 700 隻

を対象とした原発反対署名運動を始めた。1995 年

の漁船で取り囲み、実力で視察を阻止した。これ

11 月から毎週、バスで県内各地へ出かけ、ショッ

が「長島事件」である。漁民 30 人が逮捕されたが、

ピングセンターや団地で署名を集め続けた。半年間

この必死の抵抗が、南島漁民の強固な反対意思を世

で、県民有権者の過半数を超える 81 万人（有権者

に示し、翌年の 1967 年、田中知事が「終止符宣言」

約 141 万人）の署名を集め、1996 年５月、北川

をし、漁民が勝利した。

知事に手渡された。
そして 2000 年２月 22 日、県議会において北川

【Ⅱ期：休戦期の 15 年間】中電は買収した土地を
離さず、推進派を増やす工作を続けていた。有権者
の７割が接待を受けていたという。

知事は原発推進による「地域破壊」の現状を認め、
「芦浜原発の推進は困難、白紙に戻すべき」と表明
した。同日、中電も「計画断念」を発表し、37 年
におよぶ南島町民の闘いが終わった。

【Ⅲ期】1984 年、田川亮三知事が原発関連予算を
計上し計画を再開した年から、2000 年２月に、北
川正恭知事が計画を「白紙撤回」させ、南島町民が
勝利した時まで。今度は女性たちも全面に出て、
「子
どもたちを守れ」と訴え、反対した。津市の県庁や、
名古屋の中電本店に対しても、当時人口約１万人の
町から２千人、３千人の町民が参加してデモを行っ
たのである。
しかし、県議会は「芦浜原発調査推進決議」を強
行可決し、80 年代後半、金と権力を使った反対派
の切り崩しが始まる。ハマチ養殖の不振による経済
的苦境につけこまれた。中電社員や県庁職員までが
泊まり込み、一人ひとり組合員を陥落させ、推進派
を増やしていった。親類、隣近所が対立し、口もき
かなくなり、村の人間関係はズタズタに破壊されて
いった。
私は 1979 年から鳥羽に住んでいるが、地域が分
断されている南島町の現状をよく聞いた。
「道で子
どもがつまずいて転んでも、助け起こす前に、反対
派、
推進派のどちらの子どもだろうと考えてしまう」
「冠婚葬祭があっても親類に声をかけなくなった」

1994 年 12 月 7 日、原発に反対を訴える南島町民 2800 人

「小学校の同窓会にも行けない。」など。

がお城西公園に集まり津市内をデモ行進した。

1994 年 12 月、中電の海洋調査の申し入れを受

( 写真提供 海の博物館 )
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南島町は、原発は止めたが、地域社会は破壊さ
れた。
「白紙撤回」から 17 年経った現在でも、地
域にしこりを残している壮絶な闘いだったのだ。
2014 年、芦浜原発反対闘争 50 周年記念集会で、
勝因を問われた県民署名運動のリーダーは、「なぜ
勝てたか分からないのです。原発は止まったけれど、
われわれの心はズタズタになりました」と声を詰ま
らせ、言葉を続けることができなかったという。十
数年後の今も、心の傷は癒えないままだ。
●芦浜原発阻止は、昔の話だろうか？
いいえ、芦浜の土地は今も中部電力の所有である。
大野起生 「郷土の森を舞う

F50」

大野起生 「海風が踊る広場

F50」

中電は原発を増やす計画で、熊野灘周辺では、３・
１１直前まで原発再誘致の動きが見られたという。
信じられないことだが、終わっていない、油断でき
ない現状なのだ。
現 在、 日 本 で は ４ 基 の 原 発 が 稼 働 し て い る。
2017 年 12 月 13 日現在、四国電力伊方原発３号
機の運転差し止めの決定が広島高裁でなされ、申し
立てた住民の持つ横断幕には「過去は変えられない
が未来は変えられる」という言葉が書かれていた。
未来を変えるために起ち上がったのだ。
自分の地元で何をするのか？

何ができるのか？

を考えて、行動していきたい。

元麻布ギャラリー平塚
MOTO AZABU GALLERY

MAG

♥ NET 展

2018 年 4 月 4 日 ( 水 ) ～ 4 月 10 日 ( 火 )

part1

4 月 18 日 ( 水 ) ～ 4 月 24 日 ( 火 )

part2

10:00 ~17:00

最終日 15:00

〒 254-0042 神奈川県平塚市明石町１－１

【参考文献・写真提供】
柴原洋一「芦浜原発を止めた小さな町の記録」
（日本の科学者会議編『日本の科学者』、2014 年）
柴原洋一「芦浜闘争私記」
「ＮＡＧＩ凪」連載（Vol.57,71、月兎舎）
鳥羽市立海の博物館
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東急イン 1F

元麻布ギャラリー平塚 Tel / Fax: 0463-22-7625 河村

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

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 organization 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 cherished 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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2018 年

第7回

作
◆作

・平
・立

品

KYOTO ART EXHIBITION

募

集

要

項

品

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

体：立体造形（縦 50 ｃｍ × 横 50 ｃｍ × 高さ 130 ｃｍまで）

・その他：朗読 ･ 歌唱 ･ 音楽
◆年会費
◆出品料

参加（音響に制約がありますので事務局にご相談下さい）

3,000 円（作家、賛助会員）
7,000 円

◆申込書締め切り

※会費は事前に振り込みをお願い致します。

ゆうちょ振込記番号：

0860-3-136574

平和を願う美術家の集り

2018 年 3 月 10 日（土）

◆申し込み方法

別途送付の申込書にご記入の上、事務局までメール、FAX あるいは郵送でお送りください。
初めての方は事務局へご相談ください。

◆会

期

2018 年 6 月 5 日（火）〜 6 月 10 日（日）11：00 〜 17：00（最終日 16：00）

◆会

場

ギャラリー

ホームページ

〒 604-8091

カト（Gallery KATO）

http://g-kato.sakura.ne.jp

京都市中京区下本能寺前町５１５

TEL：075-231-7813  

◆搬入と飾り付け
① 郵送・宅急便
			

◆搬

出

◆その他

		

6 月 2 日（土）
・3 日（日）着（12：00 ～ 16：00 時間指定）
宛先

〒 604-8091

  TEL：075-231-7813

② 搬入と飾り付け

ギャラリー カト 1F , 2F

地下鉄東西線「市役所前」５番出口、寺町商店街へ徒歩１分

京都市中京区下本能寺前町５１５

6 月 4 日（月）13：00 ～

ギャラリー カト

※ お手伝いをお願いします。

6 月 10 日 ( 日 )16：00 ～

返送の方は、宅配便「着払い」または「往復」伝票に宛先を書いてください。
・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。
・初

日

11：00

開場

14：00   オープニング・イベント

17：00   オープニング・パーティー

・6 月 9 日（土）14：00

イベント

※ お問い合わせは事務局まで
〒 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）
事務局
TEL・FAX：0463-32-8361

携帯：090-1127-8982

  E-mail：miyock@mc.scn-net.ne.jp
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To the artists from foreign countries,
We are going to have the 7th KYOTO ART EXHIBITION in the coming June, 2018, this year. We are 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 March10th 2018, in accordance with the application guideline as below;
1) Period of the exhibition: from June 5th (Tue.) to 10th (Sun.), 2018
2) Gallery hours: from 11:00a.m. to 17:00p.m.
3) Venue: Gallery KATO URL: http://g-kato.sakura.ne.jp
4) Address: Gallery KATO
515 Shimo Honnouji Mae-cho, Nakagyo-ku, Kyoto,
604-8091 Japan
Tel: 075-231-7813, Fax: 075-231-7814
5) Deadline for application: Mar. 10th, 2018
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 20th 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 Gallery KATO at 15:00p.m. on June 5th.
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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須田剋太・島岡達三

水原房次郎 蔵美術館

常設展示
炭火珈琲と自家製ケーキ

Gallery Fusajiro MIZUHARA

2018 年

春

4 月 25 日 ( 土 ) ～

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
〒 611-0022

5月8日(火)

藤川市左衛門邸内

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

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）

Mizuhara.kura@GMail.com

http://mizuharafusajiro.com

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）
教会の門

F8

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

お知らせ
・１月 27 日、東京都国立市で関東事務局会議を開き 12 名の出席者がありました。
・関西事務局会議は６月４日、第７回 KYOTO

ART

EXHIBITION の飾り付け後に開きます。

・事務局は、以下の通り三代沢になりました。

【事務局】

〒 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.12

2018 年 2 月 25 日発行

許諾なき転載・複写複製を禁じます。
© KYOTO ART EXHIBITION 2018
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