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ごあいさつ
元日の朝、東の山から日の出が美しく輝きながら昇っていた。この一年、平穏で災害のない一年でありますように
と祈り願った。
昨年の元日も晴天で朝日が眩しく上昇していたが、北海道や各地で、大阪では数十年ぶりの大型地震に襲われた。
そして長雨が続き、夏の猛暑、台風、地震で建造物が無残にも破壊されて、人々を苦しめた。天はなんと無慈悲であ
ろうかと怨んだ。しかし、思えば異常気象は地球規模の異変でもあった。温暖化の影響である。日本は四季があって
春には新芽が出て夏には生い茂る。秋の紅葉は美しい。近代文明は経済優位であり、欲望のままに発展した。化石燃
料による膨大なる消費は CO² を大量に排出、温暖化をもたらす要因である。
2019 年、防衛予算は５兆円を越えた。過去最大である。専守防衛から「攻撃型」へ転換である。自然を守る、安
全で安心の予算に転化してほしい。近隣国からは年間３千万人もの観光客が訪れている。美しい自然と文化の国へ
の来日である。民主憲法を守り、寛容と自制の政治を、近隣諸国との平和な外交と融和の政治を願い、KYOTO ART
EXHIBITION の活動がよりいっそうできるよう努力したいと願っています。ご協力の程、よろしくお願いいたします。

李 景朝
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したことである。神学を修めて牧師になるというのだ。

森田進氏追悼

４年後博士課程後期を見事通過して、日本キリスト教
団土師教会の牧師に就任した。５年間、土師で牧師を務

木下 長宏

めて東京の大泉ベテル教会に転任した。その一年後だっ
た、不慮の出来事に見舞われたのは。

森田進氏が亡くなられたのは、去
年 2018 年 7 月 27 日 早 朝 だ っ た。

高校時代から書いていたと聞いている。詩作は、彼の人

小鳥が朝の歌を告げるのに先立って、

生の羅針盤だった。しかし、詩を書くことは、彼にとっ

地上を後にした。

て表向き安定した生活の形に身を預けることを敢えて問

その１年３ヶ月前の日曜日、大泉
ベテル教会の勤めを終えての帰り途、
雨の舗道で転倒、すぐに花小金井の

い直させることになったのかもしれない。
彼の花小金井病院から大宮病院と続く闘病生活につい
て、彼自身はついに一言もその思いを告げてはくれな

病院に運び込まれたが、とうとう意識を取り戻すことは

かったが、ほんとうに壮絶な闘いだった。つねに「生」

なかった。

と「死」が入れ替わるように彼を脅やかし、また希望を

いや、入院当初は、見舞いに行って声を掛けると、持
ち前の大きな眼を向けてくれたこともあったし、帰り際
にはぎゅっと掌を握って別れの挨拶をしてくれたこと
もあった。
奥さんの直子さんも、ボクたち友人たちも、きっと回
復して、また、彼の「言葉」が戻ってくる日を信じさせ
てくれるようだった。
口ごもりながら、なにか言おうとしているときもあっ
た。ある時なぞ、スケッチブックを出してボールペンを
持たせると、なにやら文字らしきものを書くのだった。
しかし、2018 年夏、容態は急変して、ボクたちの願
いを打ち砕いていった。
その１年３ヶ月、ベッドの上での森田進の闘いは、彼
の生涯を凝縮しているように思われてならない。
森田進氏は 1941 年埼玉県浦和市に生まれ、浦和高

仄めかす。無言の彼の痩身の内奥で繰り広げられていた
闘いが、白い病床の姿から伝わってくるのだった。
「生」と「死」の過酷な葛藤に直面して、その意味を
問い考え、言葉を行為を模索する、これが、詩人森田進
の生涯を、若い頃から最後の生命の一刻まで続いていた。
森田進の生き方がここにあった。
「生」は未来への「希望」を臨み、
「死」は「絶望」の
淵を覗く。
森田進は「生」を考えるとき「死」とつねに向き合い、
「死」の問題を考えるとき「生きる」ことの問題の場へ
それを置き直して考えようとした。
「死」と「生」は、
切り離せない「人間」であることの証である。この人間
にとって根源的な哲学的宗教的テーマを、彼は、現実の
生きている場に投げ返し、具体的な歴史の出来事を見つ
め、いま、自分になにが出来るかを問い語り書いた。

校を卒業後同志社大学文学部美学芸術学専攻の学生と

「絶望」を知らない「希望」であってはならないこと

なった。浪人はしていない。秀才だったにちがいない。

を胸に刻み、現実の情況に立ち向かう、これがキリスト

しかし、同志社大学の学業を終えると、迷わず早稲田大

者の使命であり、現代を生きる人間にとって大切な課題

学文学部国文学専攻に編入学する。ここで、いわゆる秀

であることを、森田進は早くから気づいていた。

才・優等生の人生とは異なる道を選んだのだった。

ボクが同志社大学に入学したとき、森田氏は同じ美学

早稲田大学を卒業すると、梅花女学院高校の先生にな

専攻の２年先輩で、キリスト教学生会（SCA）の会長だっ

るが、
すぐに編集者の仕事に転換する。それも長くなく、

た。そして入学したばかりのボクたちに、目を見張る雄

1970 年（早稲田を卒業して４年後である）
、四国学院

弁さで信仰論を文学論を芸術論を、打ちっ放すという形

大学の教員になった。

容がふさわしい凄まじさで（と当時のボクには思えた）

四国学院大学の教授である間に、韓国の崇田大学の客
員教授として１年、四国を離れている。1983 年には恵
泉女学院短期大学の教授となるべく東京に戻った。
恵泉には定年まで腰を落ち着けるのだが、その間も釜
山の新羅大学の客員となって１年間韓国で過ごしてい
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人生の足場をいろいろと変えながら、詩作は続けた。

語りかけてくるのだった。
そこでボクがいちばん驚いたのは。敬虔なクリスチャ
ンたる森田先輩（聖句を誦み祈りを捧げる姿は神々しく
さえボクには見えた）が、一転、文学論に至ると太宰治
を引用し、デカダンを賛美するその熱弁だった。

る。そして、なによりもボクたちを驚かせたのは、恵泉

無教会系の信仰で育っていたボクは、内村鑑三などに

女学院を定年退職すると、東京神学大学の大学院に入学

親しみ、ゲーテの『ファウスト』を姦淫小説と罵る鑑三

の言辞にはさすがに納得出来ないでいたが、キリスト教
信仰とデカダン文学は両立し得ないだろうと思い込んで
いた。なのに、この敬虔なる先輩は、主イエスへの献身
を語り、同時にデカダンを賛美するのだ。
この表面的には反対立し合う信仰とデカダンが、それ
ぞれの立場から、じつは、究極の人間の問題である「生」
と「死」の問題に関わっていることを知るのに、ボクは
長い時間が必要だった。しかし、二十歳の森田進は、詩
人的直観でこの問題を察知し、後輩に議論をふっかけて
いたのだろう。
日本近代が国内で行なったハンセン氏病患者の処置の
問題と、国外で行なった韓国植民地政策とは不可分の問
題であることを鋭く見抜く彼の感覚は、つねに情況を
「生」と「死」が葛藤する根源的問題に照らして考えよ
うとするこの姿勢に支えられている。
それにしても、この問題への取り組みは、そう簡単に
解決に至るわけではない。
それに直面し続けるためには、
立ち位置をいろいろと変えてみることが必要だったのか
もしれない。そうして、彼が最後に選んだのは、「詩人
牧師」であることだった。
「詩人」であることと「牧師」であることは、やはり
本来一つになる存在様態ではない。
「詩人」は人びとの

森田直子

無題

(2018)

心のうちにある苦悩を目覚め掻立てるのが仕事であり、
「牧師」は苦悩を慰め和らげるのが天職である。
森田進は、人生の最後の舞台で、この反対立する二つ
の天職を一身に担う道を生きようとしていたのだった。
だから、彼は詩人を捨てて牧師になったのではない、詩
人であると同時に牧師であるという困難な背反する道を
選んだのだ。「日曜日ごとの説教も、危うく散文詩」に
なると告白している（
『詩画集

美と信仰と平和と』
）
。

そんな危うい道を。
和やかな完結を期待できる人生を彼は回避した。ほん
とうに人間が生きるということは、そういうことなので
はないか。一瞬一瞬に「生」と「死」の暗闘を見つめつ
つ。病床でついに言葉にならない呟きをボクたちに向け
ていたのは、その一言でなかったか。
森田進は逝ってしまった。その悲しみを全身で受け止
め、この世に残されたボクたちは、彼の遺した言葉を拾
いながら、この世界の情況が抱えるさまざまな問題へど
う取り組み、「平和」がいつまでも遠去かる現実をどう
生きて行けばいいか。考え考え行動し続けよう。

森田直子

徐（2015）
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という意味では今でいうアートセラピーの要素もあり情

60 年代のアートが予感していた
現代の光と闇

熱を注いでいた。一方やりきれない気持ちになることも
あった。ベトナム戦争の激化で、アトリエの子どもたち
と同じ年頃のベトナムの子どもたちが戦争で死傷してい
く報道写真を新聞で目にしていたのだ。街に出ると 70
年日米安保条約への反対デモが渦巻いていて私も足を運
んだ。折しも世の中は政府が進める大阪万博に浮かれ始

末永 蒼生

めていた。だが私は、米国との軍事同盟と併行する形で
科学技術によるバラ色の未来を万博で喧伝する政府の二
面作戦に胡散臭さを嗅ぎ取っていた。「う〜ん、何かの

●リオ・オリンピックと同時開催された

目くらましに違いない！」

「日本の前衛美術展」の意味
リオ・オリンピックが開催された 2016 年、ブラジル

●戦争と万博の悪夢、そしてアート

で日本の現代美術をテーマにした美術展が国際交流基

やがて若い美術家を中心に万博に反対する「万博破壊

金の主催で開催された。会場はリオのパソ・インペリア

共闘派」というネットワークが生まれていった。私は事

ル美術館で「コンテンポラリーの出現・日本の前衛美術

務局を担うことになり、68 年から翌年にかけて各地の

1950 − 1970」である。赤瀬川原平などの前衛作家の

アーチストたちの参加を得て「万博反対」のアートキャ

作品が網羅され、その中の映像コーナーでは私が 1968

ラバンを展開していった。ところがその最中、69 年夏

年に制作した２本の短編映画、前衛美術の記録「幻のブ

に私が主宰する集団「告陰」を始めゼロ次元、秋山祐徳

ラックフェスティバル」と反戦運動の記録「’68 国際反

太子などを含む共闘派メンバー７人が逮捕されるという

戦デー 10 月 21 日・夜・新宿」が上映された。同じコー

事件が起きた。私たちの運動は暴力を行使するわけでも

ナーでオノ・ヨーコが 60 年代に行ったパフォーマンス

なく、絵画や映像、ハプニングアートなど、それも色と

「カット・ピース」の記録も上映された。日本ではさほ

りどりのヘルメットや装束で身を飾りパフォーマンスす

ど話題にならなかったが現地では注目を集めたようだ。

るもので、若者たちが飛び入り参加するなど陽気で祝祭

なぜ、ブラジルで日本の前衛美術展が計画されたのだろ

的な運動だった。だが、政権にショックを与え即座に警

うか。60 年代後半の日本の美術運動を振り返ってみよ

察による捜査が行われたらしいことは後にメディア関係

う。

者から伝え聞いた。私たちは万博を国策として進めてい

私は 1964 年に美術グループ「視覚」を結成し、時に

た政権の虎の尾を踏んでしまったらしい。

街頭へ飛び出し即興的なパフォーマンスを行うなど表

この事件は様々なメディアが報道したものの、運動本

現スタイルを広げていった。私の中でアートは何より自

来の意味は黙殺された。ただ一握りの人々、針生一郎、

分を全人的に解き放ち生き切るためのもので、画廊に閉

ヨシダ・ヨシエといった美術評論家たちが連帯のメッ

じ込めておくものではなかった。傍ら児童美術における

セージを送ってきたし、中でも印象深かったのは瀧口修

絵と心理の関係性を研究し「子どものアトリエ」という

造から送られてきた「私には共闘派の活動が芸術である

教室を開いていた。子どもは年齢も様々、障害の有る無

かどうかは分からないが、その行動を支援する」といっ

しに拘らず受け容れる自由表現の場だ。心を解放する

たメッセージだった。
この反万博事件の意味はなんだったのだろうか。
私たちは万博推進により人々の目を政治から背けさせ
ると共に先端技術を駆使して画一的な物質世界へと人々
を管理していく国家の思惑を垣間見たのだ。
さて 21 世紀の今、かつて大阪万博がばら撒いた “ 夢
の未来 ” はどうなっただろう。確かに科学技術は便利な
生活を生み出した。いや、過剰なほどの便利システムで
私たちは身動きできなくなりつつある。核技術から生ま
れた原発は夢のエネルギーと期待されつつも一旦事故が

短編映画「幻のブラックフェスティバル」1968 年制作
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起きればリスク対応やそれに伴う不経済性、また何より

めているのだろうか。近代的な個人の自由とは何か。
現代社会や人間存在に対する根源的な懐疑……。私も
ペドロさんと通じ合う思いを抱いている。たしかにあら
ゆる場所に監視カメラが設置され脳内までも情報に管理
された生活は、軍隊組織や収容所で生き永らえているこ
ととどう違うのだろうか。今や地球惑星は電波ネット
ワークで建設された巨大収容所と化している。そして今
また日本は懲りもせずオリンピックや万博という集団的
な興奮依存症を繰り返しているかのようだ。
東京都現代美術館「戦後美術クローズアップ展」自作上
映スクリーンの前で（2016 年撮影：並木和之）

そんな中、私たちはどうやって唯一性の存在として自
分を生きていくことができるのだろう。あらためてその
問いを自分に向けながら、私自身が大切にしたいのが内

の問題はメディアも含む偏見に満ちた風評被害で被災者

なる心の声との対話である。監視カメラの目が届かない、

や避難民を打ちのめしたことだ。石油エネルギーによる

つまり AI にビッグデータ化されることのない無意識層

事故被害や環境汚染に劣らず、被災地では荒涼とした光

には、奥深いところから響いてくる様々な未知の声があ

景が露わになった。IT 技術により軍事目的から始まっ

る。それはポリフォニー（多声音楽）のように奏でられ

たインターネットはどうだろう。利便性と引き換えに情

内側から様々な色で満たしてくれる。あたかも囚人が紙

報端末と化した人々は生活も思考もコントロールされ、

と鉛筆で密かに詩や絵を書き連ねながら内側から心を解

半世紀前に描かれた “ 夢の未来 ” はむしろ悪夢であった

き放つように。

と感じるのは私だけだろうか。

私は東日本大震災の後、アートが持つ人を再生させる
力をあらためて感じたことがあった。被災した岩手県大

●文明の悪夢、

槌町の幼稚園で子どもたちとアートワークショップを

そして心の内側から射し始めるアートの光

行った時のことだ。凍りついたような硬い表情の子ども

さて、冒頭に記したリオで開催された美術展の話に戻
ることにしよう。
美術展の企画段階で私を訪ねてきたキュレターのペド

たちが、自由に絵を描き始めた途端、笑いのエネルギー
を弾けさせたのだ。これまでライフワークとして様々
な形で行ってきた自由表現のアートワークショップは、

ロ・エルダーさんの話しからその意図が感じられた。彼

人々がどん底に喘いでいる場面でこそ再生のエネルギー

はブラジル出身の哲学研究者でありコーネル大学の准教

を生み出してくれた気がする。

授だ。話しを聞くと、展覧会の企画意図はリオ・オリン

世界がディストピア的な、いわば暗黒に覆われる時代

ピックに向けての協賛ではなく、その逆ともいうべきオ

だからこそ、一人ひとりの内側から光を放射するアート

リンピックバブルに向かうブラジル社会に対しての問題

表現の営みはますます意味を持ち始めていると思う。

提議と言っていいものだった。そこで 60 年代、日本の
コンテンポラリーアートはどのように同時代的な意識を
持ってオリンピックや万博などの国家イベントに向き
合っていたのかということも含め日本の前衛美術を研究
していたという。その意味で私が行っていた前衛アート
の記録映像と反戦デモのドキュメンタリー映像を同時映
写するというマルチ上映の形態にも興味を持ったよう
だ。それは個人的な精神の解放と政治的な自由とは分か
ち難く繋がっているという私の考えから生まれた映写手
法で、2014 年以来、東京都写真美術館や東京都現代美
術館など幾つかの美術館で試みていたものだ。
ペドロさんとの対話は、人類が自動機械化していく時
代において人の心はどう生き延びるのかという哲学的な

2012 年岩手県大槌町おさなご幼稚園でのアートセラピーワー

テーマへ移っていった。そもそも人々は本当に自由を求

クショップ（提供：東日本支援クレヨンネット）
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と名づけました。これが合成染料の始まりです。日本に

草木染の不思議な世界

入ってきたのは明治の中期ごろで合成染料が自国で製造
されるのは 1914 年 ( 大正 3 年 ) です。偶然によって発
見された合成染料が現在のように発展し世界中を席巻す
るのにわずか 150 年程しかかからなかったことには驚
かされます。それはやはり材料が安価に手に入り染色工
程も簡単で便利だったからでしょう。たしかに草木染は
手間と時間がかかります。

長岡 美江

◆私の糸のパレット
天然染料による糸染めを簡単に説明しますと、まず染
料となる木の枝や葉などを鍋に入れ水を注ぎ煮出しま

◆染料から生まれる色

す。それを布で漉したものが染液になります。どんな植

私が草木染に魅せられたのは初めて紅花染を体験した

物でも薄い茶色か黄色に染めることができますが、どの

時です。紅花の優しく艶のある淡い紅色がとても美しく

部分――枝・葉・実・根――に色素があるかは植物によっ

感動しました。花弁から黄色と紅色の２色が染まること

て違います。そしてなによりも鮮やかな赤・青・黄色・

の不思議さや工場で作られる絵具ではなく自然そのも

紫が染まる植物あるいは虫や貝はとても限られていま

のから色をとり出せることに強く引かれました。ところ

す。それは合成染料が発見される 150 年以前の世界中

が実際に天然染料で糸を染めてみると表現できる色数

での研究の成果が細々と現代に伝えられているのです。

がとても限られてしまうことに気づかされました。美し

私も庭に染色に使える草木――柘榴・梅・茜・藍・紫草

い色を表現したくて始めた草木染なのに……おそらく

――などを育てていますが、その他の染料は現在わずか

ペパーミントグリーンや濃いトルコブルーは染めるの

数軒残る染料店で購入しています。そこにはコチニール

が難しいでしょう。
博物館で江戸時代の着物と大正時代の着物を比べると
色があきらかに違います。江戸時代の着物はどんなに柄
が派手でも色は全体的にしっとりしています。それに
対して大正時代の着物の色は鮮やかでとても大胆です。
それは天然染料と合成染料の違いなのだと思います。世
界初の合成染料はヨーロッパでパーキンによって発見
されました。1856 年、彼は英国化学大学の助手の時に
マラリアの特効薬キニーネを合成しようとして失敗、し
かしその時偶然にできた赤紫色の結晶が絹をよく染め
ることを発見し、モーブ（藤色をしたものという意味）
コチニール

（メキシコのサボテンにつく虫）やインド茜・蘇芳（東
南アジアの木）
・インド藍など世界中から集められた染
料が扱われています。
糸染めのやり方は人によって様々ですが、私の場合は
水に浸し下準備した絹糸を 1 日目は染色（染液に糸を
入れゆっくり繰りながら徐々に温度を上げる）・媒染・
染色・影干し。２日目は媒染・染色を繰り返します。そ
して作品のデザインに対しての糸量、糸に対して染料・
媒染剤の量を計算しデータと経験を積み重ね、染めあが
りの色を決めていきます。というのも天然染料による染
インド茜（あかね）
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色は１＋１＝２とは行かず、例えば鮮やかで濃い色を染

めたいと思っても染色と媒染を何回も繰り返せばいいか

に鉄媒染したり、媒染剤の濃度を変えたり染液の濃淡を

というとそうではなく、繰り返しても色が濃くならな

変えたりすることで様々な色が染まることを発見しまし

かったり、色が濁ったりすることがあります。その時は

た。これを他の染料に応用することで私の糸のパレット

あらかじめ濃い染液を作ったり、材料を煮出す時も濁り

には沢山の色が溢れるようになったのです。

が出やすい１番に煮出した液は使わず２番煮出液を使っ
たりして工夫します。

◆自然との共生へ

天然染料の染色は媒染がとても大切です。植物によっ

KYOTO ART EXHIBITION は絵画から書・彫刻・ガラス・
テキスタイルと分野も画材も表現も様々で、私はこの会
に参加させて頂きとても刺激を受けました。それはジャ
ンルを超えて自分が何をどう表現したいかを改めて考え
る機会に出会えたということです。また見に来ていただ
いた方々に染めや織りの技術や工程についてあまりにも
伝わっていないことを思い知らされました。
これからも手間や時間のかかる天然染料による染めや
織りを続けていくので、作品はゆっくりとしかできあ
がっていかないと思います。しかし自然の中からこんな
にも鮮やかな色や沢山の色が表現できることをもっと多
くの人々に知って欲しいと思っています。それは天然染

苅安（かりやす）

料を通じて自然の奥深さを感じた私の感動を伝えていく

ては媒染剤がなくても染まるものもありますが、ほとん

ことです。自然の不思議さ奥深さを知ることで人は自然

どの天然染料は金属系の媒染剤によってようやく色素が

に対して謙虚な気持ちになると思います。そしてそのこ

定着します。そして媒染剤を変えると染まる色も変わり

とが地球という一つの船で全ての人や動物や植物が共生

ます。私はアルミと鉄の媒染剤を使っていますが、例え

していく一歩に繋がっていくのではないでしょうか。

ば苅安はアルミで黄色・鉄で緑、コチニールはアルミで
赤紫・鉄で青紫に染まります。
そして私にとってもこの媒染が色の表現の幅を広げて
くれ草木染が楽しくなる大きなキッカケとなりました。

【参考文献】
『染めの事典―シリーズ染織の文化 (1)』
（朝日新聞社、1985 年）

それはインド茜を染めている時のことですが、インド茜

一見敏男『色彩学入門』（日本印刷新聞社、1988 年）

の濃い色をアルミ媒染すると鮮やかな朱赤
（黄色系の赤）

吉岡幸雄・福田伝士監修『自然の色を染める』

です。鉄媒染すれば茶色になると思っていたのですが、

（紫紅社、1996 年）

淡い茜色の糸を鉄媒染したところ青系のピンク色になり
ました。そしてインド茜の赤の中に青色があることに気
づき驚きました。このことをきっかけに、アルミ媒染後

柘榴（ざくろ）

長岡美江

織着物「春雨」
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心豊かな国、マルタ

津止 洌子
●地中海にある小さな島に住みたい
留学して英語を学びたい。この長年の二つの夢をマル
タが叶えてくれた。2014 年 71 歳のとき、マルタ行き
がようやく実現した。
なぜ今更英語を学ぶのか？

しかもマルタで。私は

定年まで英語にかかわる仕事をしてきたが、学校で習っ
た英語だけでよかったのか？

それを確かめるには英

マルタストーンで造られたフラット（集合住宅）

語圏で生活するしかない。そう思った。
150 年以上も英国が統治していたマルタの公用語は
マルタ語と英語。それにマルタには多数の英語学校があ
る。実は自分を隔離して外から日本を見てみたいという
理由もあった。
マルタはアフリカ大陸とイタリアの中間にある。広
さは淡路島の半分くらい。人口約 41 万人。BC5000 ～
4000 年、新石器時代にマルタの歴史が始まったといわ
れている。紀元前から数多の民族の侵略、
支配を受けた。

共和国となる。
マルタに資源はなく、水は雨水と塩分を抜いた海水の
み。人々は節水に非常に気を配る。
一方、方々の国からもたらされた豊かな文化、美しい
自然、数か所に世界遺産がある。
マルタ国民は国立病院の医療費、５歳から 16 歳まで
の義務教育費が無料。
多くの人々は 100 年以上前に建てられた石造りの２

AD60 年、聖パウロが漂着、キリスト教が伝わる。今も

～４階のフラット住まい。新築時も 100 年前と同じ石

国民の 98 パーセントがカトリック信者。1530 年から

を使い同じ工法で建てる。

トルコ軍に聖地を追われた聖ヨハネ騎士団がマルタに

ホームステイをしていた二軒の家庭で共通していたこ

在留。1565 年、トルコ軍の大包囲戦では騎士団とマル

とは毎週末、親子親戚一同が集まり食事をし、カードに

タ人が一丸となって勝利。騎士団が去った後、1814 年、

興じる。この家族愛は町でも田舎でも同じだそうだ。
「孤

マルタは英国の植民地に。第一次世界大戦、大打撃を受

独死」という言葉はこの国では無縁のように思える。

けた第二次世界大戦を経て 1964 年に独立。1974 年に

●きらいな国は「日本。でも……」
私はマルタ大学附属語学学校に通った。レベル別のク
ラスには西欧、東欧、中東、アフリカ、アジア、南米等
からの生徒が 10 人前後。年齢は 10 代から 40 歳代く
らい。期間は２週間から１年くらい。授業はその日の課
題についての話し合い、ロールプレイ、読書会等。
ある日、先生が「あなたのきらいな国は？」と尋ねた。
私は変な質問だなと不快になって答えなかった。韓国人
の友が私の方をチラッと見て「ごめんね」と言って「日
本」と答え、再び私の方を見て「でも、あなたのことは
好き」と言った。帰宅途中も「でも、あなたのことは好
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自分で作った野菜をトラックにのせて、通り、街角、朝市など

き」、この言葉が消えない。そう、これが出発点ではな

方々で売っている。果物はイタリアから来ているものもある。

いか。異国の者どうしが互いを理解しようとし、尊重し

あえれば、気が遠くなるほど時間がかかるし、簡単なこ
とではないが、国どうしも宗教、歴史、文化等を認め合
い、尊重しあっていけるはず。紛争も戦争もなくなるの
に。
なぜ授業でこのことを言わなかったのかと後悔した。
やがてお互いを知るための機会がやってきた。
夏になるといつもより更に世界中から学生が集まって
くる。授業で自国の人口、資源、文化、都市等について
発表することになった。私は都市に福島、広島、長崎を
選んだ。方々の国の若者が原爆、原発の恐ろしさに耳を
傾けてくれた。互いを理解するための小さな第一歩。
世界遺産となっているヴァレッタの街

●異なる人々との架け橋に
マルタは紀元前から多数の民族の侵略、支配を受け続

持とうとする愚かな人間たちがそこここにいる。

けてきた。1974 年、マルタ共和国になったとき、政府

戦いの連続であった歴史を乗り越え、ようやく平和を

は国家になると同時に国民には責任があることを意識さ

手に入れたマルタの人々は真面目に働き、ゆったりと穏

せようとした。アラブとヨーロッパ間の緩衝になり得る

やかな日々を送っている。つくづく思う。どこの人々も

位置にあるが、マルタはどちらの側にも立たず、常に中

こういう生き方ができるとよいのに、と。

立。違う国々との架け橋になろう、全ての人々と友人で
ありたいと。これまで多くの難民を受け入れているし、
今もマルタの人々にこの精神が生きているのを感じる。

【参考資料】
Ronald Seth, Let’s Visit Malta , Mda,1985

親切で心配りが細やか。家の前を掃除している主婦、道
で行き交う女性、職人のおじさん、ベンチに座っている
ご老人、みんなから毎朝、声をかけてもらった。
進歩だけを追い求め、他国に勝つことのみを考えてい
る国々。核兵器、原発など、持たなくてもよい物を持ち、

漁村マルサシュロック
1989 年 12 月 2 ～ 3 日、ミハイル・ゴルバチョフソビエト連邦最高会議長と J.H.W ブッシュ大統領とが東西冷戦
終結のためのマルタ会談をここの洋上で行った

9

ロッパからもゆっくり避暑に訪れるお客さんたちがあり、作

クロアチアの洋画家をたずねて

品も楽しみにして見に来るのだという。彼のアトリエはドブ
ロヴニク市から生涯無料で貸し出されており、毎日自宅から

三代沢 史子

ここへ通って来られる。
私は日本の子供たちの等身大の絵をお土産に広げた。トロ

父（洋画家の水原房次郎）のアトリエで６歳から描き始め

ストマン氏は、
お孫さんが５歳の時、
平塚の
「平和を語りつぐ・

た習慣もそのままに、音楽大学の声楽科受験から十数年間は

世界の子どもたちが手をつなぐ」にクロアチアの子供たちと

歌だけにのめりこんでいた。30 歳の時、「今、絵を描き始め

等身大の絵を出品したことを今でもはっきり覚えている、と

ないと後で後悔する」となんとなく思って、２人の子育てと

言っておられた。

音楽教室をしながら再び絵を描き始めた。40 歳を迎えた頃、

今度はその展覧会のお返し展ということで、私の生徒の等

アレルギー疾患で声を失い、音を遠ざけて絵を描く場が私の

身大の絵を 10 枚持って行った。５年前、私の教室「ミュー

精神浄化の場となった。

ジック・アート」の生徒に「世界の子ども達が、平和のため

1989 年 5 月、美術家連盟の３ヵ国３週間の取材旅行に参

に手と手を取り合う」というテーマで等身大の自画像を描い

加し、現在のクロアチア共和国ドブロヴニクでリフィカ・ク

てもらっていた。当初はドブロヴニクで個展を計画していた

ネゼヴィッチさんと出会い 30 年来の友人になる。2018 年

が、私の体調がすぐれず延期になった。子供たちの作品はク

７月、彼女の紹介で２人の洋画家をたずねた。

ロアチアへ持って行く計画だったので、気になりながらも月
日がたってしまった。

◆ピノ・トロストマン氏

アトリエに元気な子供たちの絵を広げた。ピノさんの息子

ピノ・トロストマン (Josip Pino Trostmann) 氏は 1938 年

さんご夫妻 ( 洋画家 ) とお孫さん、そして 12 年前に「史子・

生まれ。ドブロヴニク在住のクロアチアで最も高名な画家の

平和展」でお世話になったマリン・ドルジッチ小学校前校長

一人だ。ザグレブ美術大学を卒業後、ザグレブ、スプリット、

ダミル先生の娘さんであるアリスさん（小学校教師）と一緒

ザダールをはじめ国内外で 100 以上の個展を開催。大学で

に、小学校でこの日本の子供たちの展覧会を計画してくださ

も教鞭をとっている。私が訪れた夏も各地で個展が開かれる

ることになった。

予定になっていた。

トロストマン氏に「どの絵が好き？」ときかれ、その中の

ブーゲンビリアがあふれ咲き木々に覆われたアトリエ。玄

１点を指しながら作品に近づいていくと「絵が売れるのも嬉

関を入り、２階へと続く階段の壁には生徒さんの作品が所狭

しいが、この絵が好きと言ってくださる方のところで飾って

しとかけられている。扉を開けると、20 畳くらいの天井の

もらえるのは一番嬉しい」と、
私にその絵をくださるという。

高いアトリエがあり、その片隅には 100 号の作品が 20 枚

私は舞い上がるほどうれしかった。

ばかり重ねられてあった。部屋の三方の壁面には 50 号くら
いの作品が、絵具の乾くのを待つかのように、上下二段に下

◆ロマーナ・ファブリス氏

げられている。どの絵も色鮮やかで、80 歳の方が、描かれ

どの国においても女流の画家は少ない。ロマーナ・ファブ

た花々からどれ程のエネルギーをもらい、このみずみずしく

リス (Romina Milutin Fabris) さんは 1941 年、ドブロヴニク

元気な絵が描けるのか、とピノ氏の逞しい足取りに見入って

に生まれた。スプリットとザグレブ、ベオグラードの美術大

しまった。

学を卒業。オーストリア政府の国際奨学生となり、ザツルブ

今、ドブドヴニク旧市街のスポンザ宮殿で個展を開催中だ。

ルグの夏季学校にて近代美術で高名なオスカー・ココシュカ

「これが終わったら、もう一つの個展に出す作品だ」と言って、

の下で学ぶ。帰国後は、ドブロヴニクのスポンザ宮殿での個

次から次へと作品を見せてくださる。日本と違い、夏はヨー

展をはじめ、ザグレブ、ザダール、リエカなど国内各地で多
数の個展を開いている。
ロマーナさんは、子供のころから絵を描くことが好きだっ
たが、画家になることは当初、母から強く反対されたそう
だ。クロアチアに女流画家はいたが、生計を立てるのが難し
いと考えられていた。最終的には、六つの言語を話す母が応
援してくれ、どんどんやりなさい、と言ってくれた。彼女は
学校にいる時も机の下に隠して絵を描いていた。どんなこと
があっても描くことはやめられないという。
ドブロヴニクで生まれ育った彼女は、初期にはドブロヴニ
クの古い家の扉を多く描いていた。やがて「家は人である」
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と考え、上部が半円形になっているローマ風の扉など、古い
家の様々な扉を作品にするようになった。また、身近な船や
花もモチーフにした。家や窓も、女性の姿をイメージして作
品にした。
1990 年のユーゴスラヴィアからの独立戦争中は、自宅が
軍に撤収されたため、隣国のモンテネグロへ 10 ヵ月間、子
供を連れて疎開した。子供はドイツ語の学校へ受け入れても
らえたが、ロマーナさんは親しかったはずの人たちとの人間
関係で大変厳しい日々を送らねばならなかった。そんな中で
も絵画の制作は続けた。物資がないので紙もない。テーブル
の引き出しのようなところや新聞紙に描いたりしていた。
ロマーナさんは旧市街に画廊ショップを開いている。戦
後、旧市街では壊れた家々の煉瓦を拾い建物の修復が進めら
れた。今、作品の数々が修復された壁を飾っている。
トロストマン氏は KYOTO ART EXHIBITION に今年から、
ロマーナさんは引き続き、海外作家として出品してくれると
いう。
※ひろば 464 号「広がる友情の輪」より一部加筆転載

2019 年

第8回

KYOTO ART EXHIBITION

無料・一般
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
開催日		

2019 年 6 月 17 日（月）〜 21 日（金）

開催時間		

9：00 〜 17：00（初日は 12：00 から）

場所		

美術工芸ギャラリー

電話番号

0463-32-8361

E-Mail アドレス

miyock@mc.scn-net.ne.jp

HP アドレス

http://www.kyotoart.net/

主催		

KYOTO ART EXHIBITION
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いた、夢ともいえるこの事案を実現しようと、大学退転後４

夫の死

年間、東京神学校で学びました。
毎朝、８時に家を出て夕方に帰宅。人生で一番充実した時

森田 直子

間を過ごしたことと思います。ギリシア語、ヘブライ語、と
老いた頭脳には重荷だったことでしょう。ひらすら、ひたす

人間は、

ら、勉強に打ち込む４年間でした。夫の胸の奥に秘められた

二度は死なぬが、

願い、祈りが、４年間の学生生活が続けられたものだと思い

一度 死ぬのは避けられぬ

ます。

（残雪／近藤直子訳『黄泥街』白水社）

絶えず「美によって、神に近づく」と言っていた夫が説教
壇の上から語りたいと夢見たことは、
「美の世界」だと思っ

2018 年７月 27 日午前４時 38 分、夫（森田進）と私の
この世での生活は終わりました。いつの日か――天国で続き
を――と考えています。
天国への入試がむずかしかったのか、
夫は合格するまで１年３ヶ月かかりました。

ています。牧者としての短い生涯でしたが、夫の夢はかなえ
られたと私は信じています。
最初の赴任地は大阪府の堺市にある日本キリスト教団土師
教会でした。小さな教会でしたが、とても親しみのある心あ
たたかい教会でした。私たちは、そこで５年間、牧会しまし

2017 年４月９日、夫はバス停で転倒しました。

た。詩人であり文学者であった夫は、今までの知識と聖書の

大泉ベテル教会の礼拝のお説教が終わり、帰り道でした。

学びで説教をつくっていました。土師教会の５年間は美しい

教会のそばのバス停での事故でした。
歩道から車道に転倒し、

生活でした。その後、再び関東へ戻りました。そして日本キ

救急車で病院に運ばれました。

リスト教団大泉ベテル教会で一年間の教会生活でした。ここ

「外傷性脳挫傷。
」入院後２～３ヶ月は、少し反応はありま
した。その後は、ほとんど眠っている状態でした。
最初は公立昭和病院でした。2017 年８月 22 日、大宮共

でも皆さまと良き交わりをさせていただきました。
ちょうど一年が過ぎた 2017 年４月９日、バス停で転倒し、
１年３ヶ月後、天国に行きました。

立病院に転院しました。クリスマス、節分、お誕生日……と
病院の行事には、意識はほとんどありませんでしたが、車い

一人の生活になりました。

すで参加していました。

夫の語ってくれた言葉を思い出しながら、６月の京都の平

私はほとんど毎日、病院に通っていました。夫は天国への試

和展にむけて、私の身体に残された描く生活を続けています。

験勉強、私は、いずれ訪れるであろう、一人住まいの予習勉

今の複雑な社会のなかで、多様性や民主的な諸価値がこわ

強。そして夫は事故で転倒して１年３ヶ月後、天国への入試

れやすいと、私たちはずっと見てきました。その中でも芸術

に合格しました。痛みも苦しみもなく、私のもとから去って

の世界では、しばしば作者の意図より大きなものが作品にあ

いきました。

らわれています。そこに私たちは芸術活動を続けていく意味

生前、皆様には大変お世話になりました。改めて御礼申し上

を深く感じます。

げます。本当にありがとうございました。

京都の「平和展」、続けていきましょう。

夫、亡き後、一人の生活の一歩、一歩を歩んでいます。今、
１年３ヶ月の一人住まいの予習生活は大切なことだったと感
じています。あたりまえに感じていた四季の変化、美しい春、
若葉のやさしさ、暑い夏、そして紅葉のまぶしさ、冬の寒さ
の中での戦い、不思議な変化、尊い変化、十分にいろいろ味
わいながら、死に近づいていく夫のそばで「生きる」とは？
生きることは、辛い、悲しいことであるけれど、愛すること
ができたらなんと楽しいことだろう。
「人生の苦悩は愛によっ
て救われる。それは、神の愛なのだ」と言っていた夫の言葉
が私の脳裏にたえず流れていました。
夫は短い６年間の牧会生活でした。詩人で、大学で教鞭を
とっていた夫が、それまでの生活をすて、牧者になろうと決
心したのは、貧しい人達、苦しい人達、辛い人達と共に生き
12

る道を選んだことだと思います。何十年も前から胸に秘めて

森田直子

静

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 8,000 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
¥8,000 for showing your art work
We appreciate your participation. Thank you.
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2019 年

第８回

出
◆作
・平

KYOTO ART EXHIBITION

品

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。

水原房次郎 蔵美術館

須田剋太・島岡達三

Gallery Fusajiro MIZUHARA

2019 年

春

4 月 25 日 ( 木 ) ～

11:00 a.m. ～ 5:00 p.m.

常設展示
炭火珈琲と自家製ケーキ

5月8日(水)

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

美術館としての喫茶店。芸術、民藝、文学、音楽。多彩な文化

〒 611-0022

を味わえる空間でありたいとおもいます。

京都府宇治市白川川上り谷 74

HP アドレス

【お問合せ】 三代沢史子
TEL/FAX: 0463-32-8361
Mizuhara.kura@GMail.com

http://mizuharafusajiro.com

〒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）
静風

おしらせ・おくやみ
【おしらせ】
１）２月 23 日に関東事務局会議が開かれました。
２）海外出品作家へ会報と色紙（居谷康子氏）を送りました。
【おくやみ】
・藤川恭子様
KYOTO ART EXHIBITON の学芸員である藤川恭子様がご逝去されました。この会を創設当初から支えて頂き
感謝とご冥福をお祈りします。
KYOTO ART EXHIBITON 一同

【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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