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第７回 KYOTO ART EXHIBITION 展覧会の報告と作品
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ウラジオストック市制定 158 周年記念国際展覧会に参加して
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第 7 回 KYOTO ART EXHIBITION 展覧会の報告と作品

展示会場

１F

風景

真嶋和子氏の歌

山川靖夫氏の講演

展示会場

2F

風景

上田和美・田中啓子両氏のオカリナ演奏

第７回 展覧会の報告
反戦、反核、反原発の思いを強く心に持っているアーティスト達の作品展は、第７回の会場ギャラリー・カトで
そのエネルギーに満ち溢れたものとなりました。
１階入口の３点の書、水野恵子の作品は多くの来場者の足を止め、見る人の心と問答しているかのようでした。中
ほどの中村安子「黒い雨を知る人」は、布を使った 100 号以上あると思われる画布に、多くの人々が黒い雨を受け
ている姿。見るほどに恐ろしさが感じられ、今を生きる私たちに放射能の恐ろしさを訴え、考えさせられるものでし
た。同じく布を使った作品は、キラキラした白い砂浜に「生きているんだ」とでも言いたそうな大きな魚たち。これ
を持って今から辺野古へ行きます、という沖縄への思いを強く感じさせる石橋えり子の元気な顔が印象的でした。
海外の作家は、ロシアから２名、イギリスから１名ありました。ロシアのオルガ（Olga Ignatenko）は準備の展示か
ら参加した版画家です。昨年も出品したマリア（Maria Korotkoff）は水色の布を使ったタペストリー。ロンドンからの
Lisa 恵子 Kirton は抽象画の２点を出品。会では趣旨に賛同する海外の作家の参加を広げていきたいと願っています。
糸の作家、藤井智佳子の「キョウボウザイ」という大きな帽子は、
「かぶってみてください」という紙に書いた呼
びかけに、おそるおそるかぶる方も何人かありました。帽子の下から透かして見える光とざらざらの手触りに、日ご
ろない体験があったことでしょう。
イヴェント初日は JAALA 展 山川靖夫氏の講演「アートに検閲？」ではじまりました。ロシアからの出席者も日本
にこういうことがあるのかと驚いた様子でした。続いて詩人・柳内やすこ氏の詩の朗読、真嶋和子氏の歌、マイケル
KASH 氏のロシア民謡で盛況のうちに幕となりました。９日は詩人・柴崎聰氏の「臨津江」の朗読、上田和美・田中
啓子両氏のオカリナ演奏でした。
今回の出品者は、41 名の予定で案内状に名前がありますが、家人急病の方が続出し、38 名となりました。
（文責・三代沢史子）
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第 7 回 KYOTO ART EXHIBITION 出品作品

青木 由弥子

ゆめ

内田 尚子

生命の内部で（いのちのなかで）

大野 起生

祭りの音がきこえる

河野 允子

わのねを鳴らすまで

清水 洋子

我が山水・天地静水

シュペネマン・大島 偕美

平和は空へ

3

末永 蒼生

竹屋 純子

花の響き

かぶ

中村 安子 「黒い雨」を知っている

4

高田 真佐子

九条壊すな

手塚 順子

名古 きよえ

天慶

茶話し

中路 淑子

実り
野崎 務

早野 三郎

右へナラへ

三代沢 史子 「沖縄」（私にとってのスタート）

樋口 純子

etudo

刻・海の呼吸

森田 直子

無題

5

山内 佳子

山田 正人

魔風

上村 隆一

カタスミ

Lisa Keiko（恵子） Kirton

李 景朝

仰ぐ

沈黙の太陽

Maria Korotkoff

6

地図

子供のころの思い出

Olga Ignachenko

川端 明子

近藤 あき子

村への旅

風

傍観者（キリン）・共謀罪（カラス）

安土 忠久 ガラス工芸

石橋 えり子

へのこ高江・命が宝

長岡 美江

花の声

7

藤井 智佳子

Kyoubouzai

高橋 絹代

8

敬天愛人・蛟龍得雲雨

居谷 康子

土の器

福島 栄子

欧陽 可亮

物おもへば

来客…吉時…

敦井 規代

海帰

水野 恵子

金と青との

山川 靖夫

レクイエム

その後、二つの作品は同年、原爆の図丸木美術館「今

アートに検閲？
山川

靖夫

日の反核反戦展 2012」で特別展示されたが、会期途
中の展示終了には禍根が残った。
人々が学び、意見を交わし、考えを深めることは民

美術館では多様な価値観の作品に接する機会を楽し

主主義の基本である。昨今、検閲とそれにもとづく修

む。そこでは人々は学び、知り、考えを深める。だか

正、封殺（展示拒否）さらに自粛などにより、表現の

らアートには上からの無粋な検閲はそぐわない。

正当な機会を奪われる例が多発している現状がある。

2012 年、第 21 回 JAALA 国際交流美術展において、

JAALA 展では過去（1987 年）に都美館から展示中

韓国の「民美協」からの出品作「少女像」
（彫塑）と

止、撤去を求められた作品がある。桂川寛作「扉」で

「従軍慰安婦」
（油彩画）が会期中に東京都美術館から

ある。錆びかけた菊紋と血の滴るヒノマルを左右に配

展示中止、撤去を求められた。その言い分は館運営要

したヤスクニの扉、これを反戦的と見るか憂国的と見

項の禁止事項「特定の政党、宗教を支持し、または反

るか。都美館の言い分は「右翼を刺激するから」だった。

対する政治、宗教活動」に抵触するというもの。右翼

検閲事件としては 2009 年の沖縄県立美術館での

が騒ぎ「管理運営上の障害」にもなるという。

「アトミックサンシャイン」に展示予定だった大浦信

確かに「従軍慰安婦問題」は日韓の今日的政治課題

行の連作版画「遠近を抱えて」が会期直前になって展

の一つであろう。日本の軍国主義、植民地政策が生ん

示拒否になった大事件。この作品はコラージュに昭和

だ人権問題として考えていきたい。この「少女像」は

天皇の肖像写真を用いたもの。日本には天皇に対する

ソウルの日本大使館の前に置かれた等身大のブロンズ

暗黙のタブーが根強く存在することを示しているのだ

像のミニチュア版である。作者はキム・ソギョン。油

が。

彩の作者はパク・ユンビン。だが、これらの作品に被
害者の思い、問題解決への切なる声を聞くとしても、
ことさらに反日感情をあおるものと思えない純粋な表

他にニコンサロンでの韓国の写真家アン・セホンの
「慰安婦」の写真展で、ニコン側が突如中止にした裁
判事件もあった。

現だ。我々は「どの部分が政治的に中立を侵している

検閲は表現者の自由はもちろん、芸術を鑑賞する

か明確でないし、まして海外からの招へい作品、無用

人々もまた知る、感じる、考える自由を侵害されると

な検閲は憲法で保障された表現活動の自由を侵害する

言わねばならない。そして何事も事なかれ主義に流れ

だけだ」として抗議し鋭意折衝したが、最終的には展

れば社会は細るばかりだと思うのだ。

示を終了せざるを得なかった。
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手

お母さんの手
柳内

やすこ

私の子供たちが幼かった頃
私の手は魔法の手だった

この度、第 7 回 KYOTO ART EXHIBITION オープニングイ

彼らはお腹が痛くなると私の手を求め

ベントで詩の朗読をさせて頂きました。この会は平和
（反核、

衣服の上から

反戦、反原発）を願う美術家の集まりとのことで、社会的な

優しくそして根気強く私が触れると

詩風ではない私でよいのかと躊躇しましたが、お電話で森田

いつのまにか治ってしまうことが多かった

直子さんに励まされ、貴重な 25 分の持ち時間を頂くことに
なりました。
会場のギャラリーには、平和への願いのこもった多くの作

それはただ冷えた体を温めたにすぎなかっただろうか
大人の手は幼児の腹部に熱を与えるのに充分な大きさだった？

品が飾られていました。ひとつひとつの作品に強さと優しさ

けれども手は私の手でなければならなかった

を秘めた確かな個性があり、大変迫力のある空間となってい

世界中で他の誰の手でもなく

て感動しました。

私の手に彼らを癒す力があるのだと

私に何ができるのだろうと改めて思いましたが、若い頃に

無心に彼らが信じ私も信じることができたので

書いた出産や子育ての詩を通じて、母親の愛情というもの

それで力は科学を超えて

が、命を想い、人類を想うことに繋がり、ひいては世界平和

確かに働いていたのではないかと思う

への祈りへと拡がっていくのではないかということを精一杯
お伝えしようと思いました。拙いお話と朗読を聴いて下さっ

私の子供たちが幼かった頃

た方々に感謝いたします。

私は特別な手であり

当日読ませて頂いた詩の一部をここに紹介させて頂きたい
と思います。

脚であり胸であった
そして目であり
声でありにおいであった

満ちる時

いつからか
魔法の力をなくしてしまった私の手

今少し微笑んでいる

子供たちはすでに青年となり

温かいものを抱いて

その眼差しは専ら社会の方へ向けられているが

私は謙虚な存在になる

巣立つ前に

生れてこようとするものの

私は私の普通の手で彼らの輝かしく困難でもある将来のために

生れてこようとする力を

伝えておく無言のメッセージをそっと家の中にちりばめたい

全身全霊で受けとめて

苦労もあるが

満ちる時を待ちました

かけがえのない愉しみを与えてくれる子供たちに

私があらねば

ありがとうの気持ちを込めて

この温もりもまた生れなかった
そうではなくて
悲しみの時も
喜びの時も
時は満ちて
去ってゆくものの力と
訪れるものの力は満ちて
今少し泣きかけている姿もいとしい
こんなにもいたらない私のもとへ
来てくれてありがとう
生れてこようとするものの
生れてこようとする力は満ちて
喜びの時は満ちて
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『柳内やすこ詩集』新・日本現代詩文庫 129 ( 土曜美術社出版販売 )

ます。

物からのメッセージ
柴崎
◆

聰

物を見る目

文字のレイアウトには、縦組みと横組みがありますが、
日本の詩は、ほとんど縦組みです。①縦組みは、垂直感
を出すには最適です。例えば、リルケの詩「秋」には、
「木

私は、20 歳の時から詩を書いてき

の葉が落ちる

落ちる

遠くからのように」（『形象詩集』

ました。詩篇の数も 1600 をはるか

所収）という表現があります。縦組みに適した詩の趣き

に越えました。西洋の詩の伝統には、

です。②詩の姿形には、
氷柱形と雑草形と箱形があります。

叙事詩、叙情詩、劇詩という分類が

③句読点を付すものから、一字あけで区切りをつける分

あります。叙事詩は、神話や伝説や

かち書きがあります。例えば、
八木重吉に「草に

英雄譚を物語る長大な韻文のことで

という３行詩があります。「わたしのまちがいだった／わ

あり、叙情詩は、作者の思いや情感を表現する詩のこと

たしの

であり、劇詩は、戯曲の形をとって書かれた詩のことです。

れがわかる」（詩集『秋の瞳』所収）が全文です。２行目

しかし、現代を生きる私には、この分類だけでは不十分

で「わたしの」と「まちがいだった」に一字分の間があ

であると思われてなりませんでした。

りますが、これが実はこの詩にとって大変重要です。「わ

この世界は、自然から人間が作り出した物たちで溢れ
かえっています。それらの物たちは、基本的にはおしな

まちがいだった／こうして

すわる」

草にすわれば

そ

たし」の省察が誰の「まちがい」でもなく、「わたし」の
「まちがい」であるという反省を導くからです。

べて沈黙しています。それらの沈黙に促されて、人間の

また、漢字にルビを振ることもあります。引用する ｢

言葉に翻訳し通訳し解釈する「叙物詩」という第４の分

臨津江｣ という散文詩では、「鉄馬」に「チョルマ」とい

類を創出する必要があるのではないか、と私は考えるよ

うルビを、「桑の木」に「ポンナム」というルビが振られ

うになりました。ドイツの詩人にライナー・マリア・リ

ています。読み手はそれを見て、韓国語の発音と意味を

ルケ（1875 － 1926 年）という人がいます。彼には『形

同時に把握するのです。日本の詩は、音声だけではなく、

象詩集』という代表的な詩集がありますが、そこには物

何よりも視覚的な働きをも大切にしなければならないと

に収斂した詩篇が数多く収載されています。

考えています。

私にはいつのころからか、動物、植物、鉱物に対する
秘かな畏敬の念が芽生えました。それらの存在なくして、

◆「臨津江」という詩

私たち人間は命を長らえることができないからです。物
に秘かに与えられ、蓄えられている命。そこからのメッ

臨津江 ( イムヂンガン )

セージに深い関心があります。「万物の創造者」という言
い方が許されるなら、物たちには創造者の測り知れない

朝靄が重く垂れ込めている。渾身の力をこめて石を

メッセージが宿っているはずです。

投げても届かない隔たりで、川は身を固くして凍結
している模様だ。空のどこにも風の勾配は見えない

◆

朗読への躊躇

のに、
挙 ( こぞ ) って思い思いの声音をかわしながら、

このたび KYOTO ART EXHIBITION のイヴェントで詩

白鳥や雁 ( がん ) が北へと帰って行き、カササギが

を朗読してほしいという依頼を受けました。お引き受け

ゲリラさながらに、不意に樹木の繁茂を縫って南へ

はしましたが、私はいくばくかの躊躇も覚えています。

と飛び立って来る。

なぜなら、私は宮城県の仙台市に生まれ、19 歳までそこ

「休戦ライン」とも「非武装地帯」とも言われる地域

で過ごしました。大学に入ってから、東京方面に赴き、

には、螺旋 ( らせん ) 状の有刺鉄線がくまなく張り

いわゆる標準語というものとの今に至るまでの格闘が始

巡らされ、その切っ先は、天地にも東西南北にも 向

まりました。公の場で詩や文章を朗読しなければならな

けられている。

い時は、今でも極力『発音アクセント辞典』を調べて、
言葉の上にアクセント記号を付して朗読するほどです。

はるか遠い昔、朝鮮戦争があった。南北をまたぐ
京義 ( キョンギ ) 線の非武装鉄橋に鉄馬 ( チョルマ )

もう一つの理由は、日本語の特性に由来します。言葉

が半世紀もの間、野ざらしにされていた。1020 発

には、響き（音声）と意味があります。文字には、形が

の弾丸を撃ち込まれた馬は、その数だけ苦悶の金切

あり、薄墨色の趣きがあります。日本語表記には、①漢

り声をあげて脱線し、弾痕を血のように鮮やかにし

字、②ひらがな、③カタカナ、④欧文などが用いられま

て、最期の息を大きく深く引き取った。

す。欧米の文字はすべて表音文字ですが、日本の文字には、
表音文字のひらがなやカタカナと表意文字の漢字があり

いつの頃からか、錆びついた鉄馬の背骨に一本の
桑の木 ( ポンナム ) が生えいで、新緑を高々と掲げ
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始めた。身を裂かれた痛みが、無風地帯の静けさを不

健次・和子／井上駿／井上寛子／井上雅子／乾泰郎・夏子／猪瀬恭子／

気味にして、復活の命は限りなく前後左右を捨てて天

岩崎恭史・ちとせ／上原栄子／植村初子／宇治郷毅／宇都昌江／宇山進

空を目指した。

／江口節／江口友子／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／大野静子／大友深雪／岡本紀明／押
本年眞／小田秀子／乙井康弘／小野淳子／小野典子／小幡和子／鹿島利

日常襲ってくる耳鳴りよりも鋭い和解の高鳴りが、
私のお座なりの脳髄を叱責するが、「バベルの塔」だけ
が言葉を乱しながら、抑制をきかせずにうずたかく積
まれていく。

治／樫本光博／亀井好美／河内吉明・敦子／川本信子／／関野公子／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／黒田伸子／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

＊鉄馬は蒸気機関車のこと。

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／清水久行／島田崇彦／島村直子／島並草逕／志村耕

作者が自分の詩を解説することは、厳に慎まなければな
りません。なぜなら、発表されれば詩は、作者の手から離

平・桂子／白井道子／菅野真知子／鈴木和子／鈴木千賀子／鈴木頴介／
諏訪治男／セキジュン／関本郁子／高垣睦城／高木裕子／高島弥寿／高
田明子／田口重彦／竹田とし子／武谷淑江／田崎美津江／田中悦子／田

れて自立するからです。作者の狭い解釈の枠内に詩を閉じ

中国男／田中捷子／田中令子／谷口秀夫／塚本一雄／塚本成子／土永博

込めてはなりません。自分の狭い解釈によって他者の広い

／土屋昌子／津止冽子／丁章／手塚壽子／寺尾晃／寺田公明／中川英樹

解釈を制限してはなりません。詩の潜在能力を読み手に解
放する必要があります。ただし、その詩が出来上がってく

／中川善美／長崎由美子／中西宏／長坂紀子／長本節子／中村不二夫／
中山直子／仲野壽志／中平安子／並木浩一／西阪道／野口文恵／能勢美
根子／信原修・朝子／野間口カリン／野村多喜子／長谷川良江／長谷川

る経緯や動機や背景を説明することまでは許されるでしょ

幸子／花木朋子／端文昭／濱田路子／原圭治／浜本一穂／藤田三四郎／

う。この詩は、
「ルポルタージュ詩」に属します。10 年ほど前、

福島ひとみ／人見一晴／平山梅子／深見東司／舟引ゆかり／福田良子／

韓国の友人に連れられて、板門店 ( パンムンヂョム ) の西方
にあるこの場所を訪れたことがありました。北朝鮮と韓国

福島久雄／藤川恭子／藤井建男／藤本結花／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／三浦洋
一／水野眞佐子／水原琢秀・節代／南美穂子／三村悟／三代沢良明／村

の非武装地帯に接する臨津江でした。臨津江は、大河の名

井正和／村田多美子／村田良子／森朝男／森田進／森野満之／森脇米子

前でもあり、京義線の駅の名前でもあります。

／山鹿文子／山岸平二・絹代／

韓国側の公園に展示されていた蒸気機関車とその上にい
つしか生え出でた桑の木が私に深い感動を与えました。そ
れらはかたくなに沈黙してそこに立っているだけでしたが、
私という人間がその場に立つのを待ちかねたように、極め

山口敦子／山口哲生／山崎喜美子／山

野恒一／山本二郎／安村聡子／湯本昭南／横尾千佳子／渡辺綾子／渡辺
和子／渡辺浩紀／渡辺めぐみ

◆

会計報告

て静かな伝言を発し始めたのでした。不遜を顧みずに言え
ば、私は聖書に登場する預言者の役割を担ったようなので

2018 年京都アート展会計報告

す。蒸気機関車も桑の木も、物として私にメッセージを送
り続けています。私の存在を通してそれを伝えることが、
詩を書く人間の最大の責務であると今は考えています。
（詩人）

◆

2018 年

出品作家・賛助会員一覧

【出品作家】
Olga Ignatenko ／ Lisa Keiko（恵子）Kirton ／ Maria Korotkoff ／青木由
弥子／安土忠久／石橋えり子／居谷康子／上村隆一／内田尚子／欧陽可
亮／大野起生／川端明子／近藤あき子／河野允子／清水洋子／シュペネ
マン・大島偕美／末永蒼生／高田眞佐子／高橋絹代／竹屋純子／敦井規
代／手塚順子／長岡美江／中路淑子／中村安子／名古きよえ／野崎務／
早野三郎／樋口純子／福島栄子／藤井智佳子／水野恵子／森田直子／三
代沢史子／山内佳子／山川靖夫／山田正人／李景朝

【賛助会員／カンパをお寄せいただいた皆様】（敬称略）
明石喜久子／淺羽俊一郎・惠／芦田しのぶ／東牧子／安藤和子／池澤嘉
子／池田弘子／石津英子／市川統夫・夏子／井出みどり／池内光弘／伊
藤勝久／伊藤道子／伊藤道信／伊藤美子／伊藤冬留／稲垣美智子／井上
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区分

内訳
繰越金
出品者会費３６人
賛助会員会費延べ 143 人
収入
カンパ（広告料含む）
会場カンパ
計
ギャラリーカト使用料
会報印刷代（11，12 号）
会報データ代
会報編集費
はがき、ポスター印刷代
封筒印刷代
パンフレット印刷代
支出 ホームページ更新費
送料
アート展椅子貸借料
アルバイト料（展示、片付け）
イベント謝礼
会費振込手数料
事務費、雑費（梱包材含む）
計
残金 次期繰越金

金額
84,824
360,000
429,000
169,000
10,900
1,053,724
280,000
143,426
85,300
30,000
23,132
22,642
9,504
32,750
235,896
14,500
14,000
80,000
14,820
63,765
1,049,725
3,999

ウラジオストク市制定 158 周年記念
国際展覧会「Vladivostok-158」に参加して
樫本 光博

6 月 13 日から 20 日まで全ロシア芸術協会沿海州地
区主催でウラジオストク市制定

ウスリースクでの歓迎会

158 周年記念のイベントの一環と

しウスリースクの芸術家ユニオンを訪問。1 時間 20 分

し て 国 際 展「Vladivostok － 158」

ほど大自然の中をドライブ。これぞロシア！

がロシア芸術家ユニオンにて開催

からの７階建て芸術家用アトリエで知人作家オルガ・ニ

された。海外からはロシア近隣諸

キーチックさんが出迎え。アトリエ多数拝見。ロシアの

国、中国、韓国、ベトナム、モン

アトリエ貸与制度は日本のアーティストには羨ましいも

ソ連時代

ゴル、バルト三国、そして日本のアーティストが参加。

のに違いない。その後、近くの青少年向け絵画教室で盛

日本からは三代沢史子、森田直子、竹屋純子、上村隆一

大な歓迎会。民族衣装を着た人達の歌あり踊りありで友

（竹屋さんの先生、賛助出品）
、近藤あき子の 5 名の作

好ムード満点。森田さんは文字通りの隠し芸、謡曲を見

品展示。うち森田、竹屋、近藤、ならびに通訳の私の計

事に披露され喝采を浴びる。ロシア初めての竹屋さんも

4 名が現地を訪問。私にとってウラジオストクは昨年に

ダンスの輪の中に。ユニセフの仕事をされている彼女は、

続いて 2 回目である。

英語力と共にその国際性を多くの場面で発揮。私も昔覚

6 月 10 日

成田発。2 時間 15 分後、夜のウラジオス

トク空港到着。涼しい！
6 月 11 日

えたロシア歌謡を何曲か披露し好評を博す
６月 16 日

歴史美術館見学。午後、展覧会場訪問。

主催者窓口オルガ・ゾートヴァさんの夫

の車で空港へ。無事成田着。

その後、友人画家リディアさん夫妻のアトリエで昼食
会。中国からの代表団、ベトナムからの 3 名も一緒で、

今回の訪問でロシア側は日本を含めた隣国との芸術交

ボルシチなど美味しい手作りロシア料理、ウォッカもふ

流に極めて積極的という印象を受けた。こうした交流を

るまわれ、和気あいあいのムード。

通して日ロの結びつき、相互理解が深まり、ゆくゆくは
“ 写真撮影

沿海州地域の経済交流も強化される中で、何とか北方領

会 ”。中国からの代表団は花形作家 2 名を中心に据え、“一

土問題の友好的解決につなげられないものか。今年はロ

帯一路 ” のスローガン付き横断幕で PR 満点。

シアでは「ロシアの中の日本」、また日本では「日本の

6 月 12 日

6 月 13 日

午後、作品飾り付け。その後

開会式は大盛況、市長、市議、在ウラジ

オストク市日本国首席領事の出席も。中国人カメラマン
がイタリアカンツォーネを中国語で歌い一同喝采。私も
一曲披露。ロシア語で “ 道 ”

という歌をロシア人達

と歌い好評。
6 月 14 日

中のロシア」年となっていて、それぞれの国で様々な催
しが予定されているという。
来年の京都展にロシア側は 10 人の参加を予定。家族
同伴の可能性もある。受け入れ準備は大変だと思うが、
楽しく有意義な平和のための集いになって欲しいと願っ

午前、ルースキー島の聖セラフィム男子

ている。

修道院を訪問。広い敷地内、トルストイを彷彿とさせる
修道士のガイドで一般観光では味わえない信仰の世界
を垣間見る。午後プーチン大統領肝いりで建設されたプ
リモルスキー水族館見学。立派だがやや退屈、
疲労困憊。
夕食は日本人だけでホテル近くのロシア・フランス風レ
ストランに入り、念願のウクライナ風ボルシチ等に舌
鼓。
６月 15 日

最終日、午前中買い物。野外市場では沢

山のテントが並び、新鮮野菜、ハチミツ、民芸品何で
もあり。素敵な喫茶店でカフェオレ。午後、車に分乗

リディアさんアトリエで昼食会
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2019 年

作
◆作
・平

第８回

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

・立

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（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

8,000 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

0860-3-136574

平和を願う美術家の集り

◆ 申込締め切り

2019 年 3 月 10 日（日）

◆ 申し込み方法

別途送付の申込書を事務局までメール、FAX、郵便でお送りください。
初めての方は事務局へご連絡ください。

◆会

期

2019 年６月 17 日（月）～ 6 月 21 日（金）9：00a.m. ～ 17：00p.m.（初日 12：00 〜）

◆会

場

京都市勧業館

みやこめっせ

美術工芸ギャラリー

HP:  https://www.miyakomesse.jp
住所：〒 606-8343

ＡとＢ

※京都駅より 27 分、平安神宮そば。

京都市 左京区 岡崎 成勝寺町 9 番地の 1

電話：075-762-2630（代表） 075-762-2680（会場直通）
◆ 搬入・飾り付け
① 郵送・宅急便
宛先

6 月 17 日（月）午前中 時間指定
美術工芸ギャラリー A

住所：〒 606-8343

三代沢（KYOTO ART EXHIBITON）

京都市 左京区 岡崎成勝寺町 9 番地の 1 みやこめっせ

電話：075-762-2680（会場 ギャラリー A 直通）
② 搬入と飾り付け
◆搬

出

６月 17 日（月）８：00 ～ 11:30a.m.

6 月 21 日 ( 金 )

※ お手伝いをお願いします。

17：00 ～ 19：00p.m.

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。

◆ 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。
・初日

12：00a.m

開場

14：00p.m. オープニング・イベント
17：30p.m. オープニング・パーティー
◆ お問合せ

事務局

三代沢史子（ミヨサワ チカコ）〒 254-0075  神奈川県平塚市中原 1-2-12
TEL・FAX：0463-32-8361
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携帯：090-1127-8982  E-mail：miyock@mc.scn-net.ne.jp

To the artists from foreign countries,
We are going to have the 8th KYOTO ART EXHIBITION in the coming June, 2019, 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 2019, in accordance with the application guideline as below;
1) Period of the exhibition: from June 17th (Mon.) to June 21st (Fri.), 2019
2) Gallery hours: from 9:00a.m. to 17:00p.m.
3) Venue: Miyako Messe HP: http://www.miyakomesse.jp/english
Approx. 27 minutes from Kyoto Station. Located in the culturally rich Okazaki area.
4) Address: Miyako Messe Arts & Crafts Gallery A&B
9-1, Okazaki Seishojicho, Sakyo-ku Kyoto-shi, Kyoto, 606-8343, Japan
TEL: +81-75-762-2630 (Miyako Messe) ,
5) Deadline for application: Mar. 10th, 2019
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: Yen 8,000
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: +81-463-32-8361
You could also bring your artwork with you directly to the Miyako Messe Arts and Crafts Gallery A&B at 8:00a.m.to 11:30a.m.
on June 17th .
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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長谷川歴史・文化・交流の家

The Hasegawa House of History, Culture, and Exchange

寛保 2 年（1742）築の農家住宅。国の登録有形文化財、京都市の「京都を彩る建物や庭園」に認定されています。
昔の家具、古文書、地図や長谷川良雄（11 代当主）の水彩画などを展示しています。
【開館】土曜日・日曜日

10:00a.m. ～ 16:00p.m.

( 夏期 7 月第 3 土曜日～ 8 月末日、冬期 12 月第 2 土曜日～ 3 月 第 2 日曜日は休館 )
【入館料】大人 600 円

小学生 300 円

【お問合せ】TEL/FAX:

075-606-1956

〒 601-8024

携帯：090-9774-4858

京都市南区東九条東札の辻町５番地

HP；http://hasegawa.okoshi-yasu.net/index.htm
【交通案内】
地下鉄：烏丸線「十条駅」下車（1 番出口）、十条通りを右に（約 3 分）、竹田街道を左折して進み、点滅信号を右折し、突当り（徒歩７分）。
徒

歩：京都駅（八条口）から、竹田街道を南下し ( 約 15 分 )、点滅信号を左折し、突当り。

駐車場：河原町通、交流の家東門にあり。ご利用の際は事前に要連絡。

人形とフェルトアート・２人展
山本加代子

人形（ギリシャ神話）

川端明子

フェルトアート

須田剋太・島岡達三

常設展示
炭火珈琲と自家製ケーキ

2019 年３月５日（火）～ 10 日（日）
12:00PM ～ 7:00PM（日曜日 6:00PM）

ギャラリー マロニエ

５F

〒 604-8027 京都市中京区河原町通四条上る塩屋町 332
TEL:075-221-0117

( 阪急河原町駅から徒歩５分、

河原町蛸薬師東側、ソフトバンク四条河原町店の上 )
【連絡先】090-5661-5149（川端）

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）

水原房次郎 蔵美術館
Gallery Fusajiro MIZUHARA

2018 年

秋

10 月 25 日 ( 木 ) ～

11:00 a.m. ～ 5:00 p.m.

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）

11 月 9 日 ( 金 )

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
五人の人々（京都・洛星高等学校所蔵）

【おくやみ】
KYOTO ART EXHIBITION 設立時よりご支援・ご指導を頂
きました。両氏のご尽力に深く感謝し、ご冥福をお祈り申し
上げます。
森田 進 様
詩人、牧師。1941 年埼玉県生まれ。
『詩と思想』編集長。
2015 年、アジア・キリスト文学賞受賞。
『森田進詩集』
（新・
日本現代詩文庫 137、土曜美術社出版販売）など著書多数。

宮澤 正典 様
同志社女子大学名誉教授。1933 年長野県生まれ。日本イスラエル文化研究会理事、理事長、文化史学会、日本ユダヤ学会理事。
2005 年、新島研究功績賞受賞。著書に『近代日本のユダヤ論議』
（思文閣出版）などがある。

【代

表】

〒 352-0011

埼玉県新座市野火止 6-4-26-704

TEL：090-8560-1894

森田

直子

神奈川県平塚市中原 1-2-12

TEL・FAX：0463-32-8361
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