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ごあいさつ

令和、新しい元号となった。初めて国書「万葉集」から典拠だった。

万葉の梅歌の歌、初春の令月にして、気淑しく風和――かぜやわらぎ――である。平成天皇退位、令和天皇即位へと奉祝ムー

ドが広がり、フィーバーは過去を水に流して新しい年を直視していく事であった。平成はリーマンショック後の不況の時代で、

外需が変調する一方、内需も投資ともに踏みとどまった。阪神大震災があり、東日本大震災では大津波が原発を破壊した。自

然災害が私達を苦しめた。

昭和生まれの私は戦争体験を忘れることはできない。空襲で多くの生命が奪われた。都市は破壊されて焼け野原になった。

明治以降、戦争のない元号の時代は平成であった。景気の変動は、アメリカの自国第一主義や米中摩擦が尾を引くのである。

排他的な自国第一主義が世界的に蔓延している。

令和新元号になって新しい時代が開かれると思った矢先、川崎で児童刺殺事件、大阪では警官の銃を奪い殺害する事件、京

都のアニメーション会社への放火、と多くの人が死亡し大惨事となった。平成の自然災害から人為的大事件が頻発した。一人

一人の存在論について、尊厳を物質論から顔の見える心の時代へ、令和の時代を創造していくことである。

日本政府による韓国への半導体輸出制限は韓国経済の急所をつくものである。お互いに強固な発言で関係が悪化してい

る。韓国への敵対は世界のメディアが報じた。歴史的・文化的・民族的にも深い関わりの隣国との友好は、「共存と調和

coexistence and harmony」へと偏狭性を排除し、「情念引力 attration passinnee」により結びつきを深めることだ。世界の共同

体として平和で核無き戦争のない社会へ、今後も KYOTO ART EXHIBITION の活動を続けていく決意です。ご支援のほどよろ

しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
李 景朝
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今年は展覧会会場が平安神宮そばの京都市勧業館みやこめっせ美術工芸ギャラリーに変わりました。朝 8 時から開

始、一日で搬入、展示、イベント、オープニングパーティーまでする、これは大変だなぁと思いました。

 昨今、宅配業界の改革で配達時間の指定ができず、遠方の作品が予定通りに届くか心配でした。また、事務局の

三代沢さんが体調をくずして一緒に行けなくなり、不安が増しました。しかし事前に会場の作品配置、時間ごとのプ

ログラミング、役割分担、搬入出に混乱のないように絵と梱包用の名札等、細かくプランが立ててありました。

 前日の昼頃に京都駅に着いたので会場の下見に向かいました。東山の駅は出口が二つあり、川沿いの道を選びま

した。暑くも寒くもなく、木々は青々と、小川のせせらぎを聞き、小さな橋を渡り、数分の道のりを楽しみました。

平安神宮の赤い鳥居が見え、ぐるりと回って、みやこめっせの朱赤の彫刻の前に着きました。会場が大きく広いので

びっくりしました。

 翌日は朝 8 時前に到着。レストラン浮舟の２階が美術工芸ギャラリー A と B です。入口を入ると右に A 室、左に B 室。

道路側は全面ガラス窓です。すでに搬入業者さんも着き、作品も次々届き、近郊の方は持参しています。

荷ほどきをされた作品は、プランにそって、まずは並べていきます。思ったよりも点数が多く、窓ガラスの前にも

パネルを立てて壁面を増やしました。B 室は展示が決まった所から吊っていきます。A 室は予定変更で作品があちら

こちらへと移動しています。布の作品はガラス窓まで利用して掛けました。海外からはベトナムの方３名、ロシアの

方２名が参加されました。海外の方たちは会場で床やカウンターを使用して作品を仕上げています。展示のプロが２

名。自分の作品が終わった会員は自発的に他の作品のお手伝いをしています。

みやこめっせ　西口からの眺め

ギャラリーＡ ギャラリー B

第 8 回 展覧会の報告
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大前博士氏の講演 後藤敏子さんのチェロ演奏 詩人・中西弘貴氏の詩の朗読

マイケル KASH 氏のロシア民謡

ほぼ 12 時頃に展示も終了し、イベントの準備が始まりました。展覧会を楽しみにみえたお客様がちらほら。ソファ

で談笑が始まっています。

この KYOTO ART EXHIBITION ～平和を願う美術家の集り～反戦、反核、反原発の想いを共通にもっている団体展

にふさわしく、毎年イベントが催されています。いつも講演、音楽、詩の朗読、歌唱、パフォーマンス、豊かなひろ

がりに感心しています。

田中令子さんの司会、代表の森田直子さんのごあいさつで始まりました。今年の講演は大前博士氏。ヒロシマの被

爆体験のお話は 20 分では短すぎたのかもしれません。次回は絵画の出品もできるように、とお話しされていました。

後藤敏子さんのチェロ演奏、詩人の中西弘貴氏の祗園に住まわれている詩と朗読（ぜひ会報へ内容を寄稿して頂き

たいと思っています※注）、そして例年、楽しみなマイケル KASH 氏のロシア民謡、続いて末永蒼生氏の映像作品とアー

ト活動のお話。イベントは満席、盛況のうちに終了しました。

16 時 30 分よりオープニングパーティーとなり、和やかな雰囲気で参加者は交流を深めていました。海外作家の

方は書の居谷康子さんの色紙を受け取り、喜んでおられました。

盛り沢山の一日のスケジュールを無事に終え、ホッとしました。　　　　　　　　　　　　　　　（内田尚子）　　　　　　　　　　　　
注）中西弘貴「花街の詩」本号 11頁参照

末永蒼生氏の映像作品とアート活動のお話し 会場風景１（受付）

会場風景２（ギャラリーＡ） 会場風景 3（ギャラリーＡ） 会場風景 4（ギャラリー B）
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第 8 回 KYOTO ART EXHIBITION  出品作品

安土忠久　無題（ガラス工芸） 石橋えり子　剣乃護法童子 放射能を切る

居谷邑月　無事 稲垣三郎　無題

内田尚子　生命の内部で 牛尾豊子　アリランの歌
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欧陽可亮　父老子考 大野起生　キャットタウンへようこそ

川端明子　平和の風 近藤あき子　たとえ天が何回落ちようとも

河野允子　和の音（鳥） 清水洋子　Heart Attack
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シュペネマン大島偕美　憩 末永蒼生　1968 年、アートと政治の新しい波

高田真佐子　9 条を壊すな！ 竹屋純子　ソマリランド

田島和子　核の春 2011　声なき痛みについて 長岡美江　森羅
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中路淑子　睡蓮咲く頃 中村安子　わたしの広島ノート・Ⅱ

名古きよえ　木叢 野崎務　骨の骨・肉の肉

早野三郎　ぬちどぅ… 樋口純子　刻（とき）
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藤井智佳子　踞る（うずくまる）Vol.2. 増田尚子　風とともに

森田直子　生きる 三代沢史子　ぼくのお家がなくなった ヤンバルクイナ

宮田啓子　ごきげんよう 山内佳子　無題
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山川靖夫　無題 山田正人　カタスミ

李景朝　実り

Veronika Stakheeva　結ばれた岸　（ロシア） Romana Milutin Fabris　魚　（クロアチア）

Anna Parmevova　三少女　（ロシア）
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Josip Pino Trostmann　花　（クロアチア）

Ho Thi Xuan Thu　高原画 3　（ベトナム）

Nguyen Phuoc Cat Tuong　仮面　（ベトナム） Nguyen Thi Du Du　宇宙夢（１）　（ベトナム）

Lisa Keiko（恵子）Kirton　無題　（英国）
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花街の景色

中西 弘貴

東京辺りで会った方に、「ご出身は？」と問われて、「京都

です」と答えると、一様に羨望の色が表れる。「京都はどち

ら？」と重ねられて、「祗園です」と返すと、「ほお」と、言

葉にならない微妙な間が生まれて、反応に戸惑いが見られる。

「ギオン」という響きは、生活の匂いがなく、出身を問うた

人にとっては、想像の及びにくい異次元の世界であり、受け

止める感覚においてギャップがあるようで、眩しそうな心中

の表情が感じられる。私はその地に生まれ、育ち、十代の後

半まで祗園に住んでいたから、故郷ということになる。

私の故郷と呼べるべきこの場所は、誰かが橋を渡って来る

世界であり、渡って来る人にとっては、日常とは距離のある、

非日常の世界、一種の幽玄・夢幻の世界でもある。それは鴨

川を結界として、彼岸に当たり、橋を媒体として往来可能な

現世の彼岸であり、虚と実の間に成立する「能舞台」のよう

な場所である。

祗園というのは、八坂神社は明治維新以前は「祗園感神院」

または「祗園社」と称していたので、「祗園さん」と呼び、

周辺を祗園町と言っている。その祗園さんへの参詣客をあて

こんで、茶屋ができ始めたのは四百年ほど前の寛永年間。こ

の水茶屋が、当初の白湯からお茶へ、茶の代わりに酒、茶菓

子の代わりに酒の肴を置くようになった。お茶屋というのは

この水茶屋の名残である。祗園さんから西へ、５～６分ほど

行くと、四条大橋で、出雲の阿国が四条河原でかぶき踊りを

やったのが 1603 年。以後、四条河原は芝居小屋が立ち並ぶ

ようになる。祗園さんとかぶき小屋によって四条河原は都で

の最大の繁華の街となってゆき現在に至っている。そんな場

所である花街・祗園を内側からみた詩集『花街』を上梓した。

その中から詩を一篇紹介する。

　言辞施

　

　滅多ニ怒ラナ

　女将サンガ

　襟首スット立テテ

　水　打ツヨウニ

　オ座敷ノ机ノ縁

　トント打ッタ

　あんさん

　いま　この姐さんに

　何とおいいやした

　お婆ァ　やて？

　芸妓はんにお婆ァはおりまへん

　円山の桜の木に齢はあっても

　咲いた花には齢がないのどす

　わたしらのかたち

　わたしらのことば

　わたしらのしぐさ

　みんな　花

　あんさんも水商売の方やおへんか

　それくらいのことわからいでどないしますのや

　ココハ花ノ街

　虚ガ実ヲ撃ツ

　

川端 明子　風
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「あいちトリエンナーレ 2019」の「表現の不自由展」が中止になりました。展示作品について、また会場の運営の

あり方について、展示中止をめぐりさまざまな視点から議論がなされています。

KYOTO ART EXHIBITION のあり方についても、作家、賛助会員のみなさまからさまざまなご意見やご提案がありま

した。今回の展示中止について声明文のような形で抗議することに賛同する方もありました。また、言葉で表明するの

ではなく、美術家として自らの作品によって語らせたいという方もありました。

KYOTO ART EXHIBITION は平和を願う美術家の集まりです。「反戦・反核・反原発」を掲げた「平和を願う魂を」の

ポリシーに基づき、芸術的価値と平和を希求する信念を兼ね備えた、政治的にも、宗教上も、どこにもよらない独立し

た団体です。

戦争のない、核のない、原発のない平和な世界の実現を願い、どのようなときも作家一人ひとりは作品と真剣に対峙

しあゆみを進めたいと考えます。「平和を願う魂を」をいま一度ひもとき、その希求するところを胸にきざみたいと思

います。

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

石橋 えり子　へのこ高江・命が宝
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※　下記の文書を「あいちトリエンナーレ２０１９」事務局に送りました。

「あいちトリエンナーレ２０１９」で、「表現の不自由・その後」という展示コーナーが、開会早々閉鎖された。

「表現の不自由」が現実にあることを伝え考えようとする展覧会だったはずが、タイトル通りに「表現の不自由」を

体験させられることになった。

展示内容への観客の異議が脅迫化して、実行委員会が「安全」を保障確保できないから、というのが閉鎖の理由だと

いう。暴力から身を守る。まるで台風が来た時のように。それでいいのだろうか。この種の暴力はやり過ごしておけば

いいものだろうか。また、こういう処置が主催者である行政当局からなされるというのは、「安全」を口実として「表

現の自由」に圧力をかけることであり、「検閲」を許してしまったことになるのではないか。「政治的中立性」を欠くと

いう理由で作品の撤去を強要するのと、同種の問題である。

こんなことが起こったことを、われわれはとても悲しく受け止める。

ここには、二つの大きな問題が横たわっている。

一つは、美術展を主催し後援する行政当局が、「安全」のためになら、有無を言わせず「行動の自由」を制限・剥奪

できると考えることである。主催者や後援者は、展示されている一つ一つの作品への共感と、それらをまとめ上げ展覧

会にする企画者の思いを共有し、展覧会の成功に全力を傾ける主催者後援者であってほしい。そうあってもらうために、

われわれ出品者や美術展企画者が何を出来るか、もっと考えねばならない。

もう一つは、なぜ、ある展覧会の「意思」と「表現」に反対する人達が、展覧会の開催や作品提示とは異種の、今回

のような暴力的脅迫としかいいようのない手段に訴えて抗議してくるのか、という問題である。これをわれわれ美術に

携わる者には手に余る問題だとするのはやめよう。こういう短絡な行為者にこそ「美術」の面白さとやりがいを知って

もらえる活動を積み重ねて行かねばならないと思う。

一つの展覧会が、最大限の「自由」に支えられて開催され、それへの批判も最大限に受け入れ、議論し合える、そう

いう展覧会活動が持続できる方法を倦まず探し求めて、「平和を願う美術家の集まり」は、努力を続けて行くつもりだ。

　　　　　　　　　　　　　　　主　宰

2019 年京都アート展会計報告
区分 内訳 金額

収入

繰越金 3,999 
出品者会費３３人 363,000 
海外出品者７人 70,000 
賛助会員会費延べ 147 人 441,000 
カンパ（広告料含む） 159,000 
会場カンパ 9,805 
カト予約金返金 20,000 
計 1,066,804 

支出

みやこめっせ使用料 265,094 
会報印刷代（13,14 号） 124,952 
会報データ代 70,953 
会報編集費 30,000 
ハガキ・ポスター印刷代 9,906 
みやこめっせ来年予約金 124,610 
アート展イベント謝礼 80,000 
アルバイト料 20,000 
香典 40,372 
郵送料 207,608 
会費振込手数料 21,440 
事務費、雑費（梱包材含む） 60,815 

計 1,055,750 
残金 次年度繰越金 11,054 中村 安子    「黒い雨」を知っている
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2020 年 第９回  KYOTO ART EXHIBITION　

作 品 募 集 要 項
◆ 作　品　１人１点
・平　面 ：	絵画、版画、墨絵、書

30 号（91 × 73㎝）または　50F（縦の作品）、その壁面内に展示できる小品数点　　　　　

 ・織　物 ： 幅 91㎝まで（長さは応相談）

・立　体  ：	立体造形（縦 50 ×横 50㎝、高さ応相談）

・その他  ： 朗読 ･ 歌唱 ･ 音楽（音響に制約あり。応相談）

◆ 年会費　3,000 円（作家、賛助会員）　※会報「明日への美」を年２回配布

◆ 出品料  　１）作家　　　　8,000 円（30F）　　※　事前に振り込みをお願いします。

２）作家　　　10,000 円（50F 以上）

３）海外作家　100 米ドル

振込先　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　2020 年 2 月 10 日（月）

◆ 申し込み　申込書を郵送　〒 254-0075　平塚市中原１－２－１２　三代沢史子　宛
　　 　　　　　　　　

◆ 会 期 　　2020 年 5 月 5 日（火）～ 5 月 10 日（日）10：00a.m. ～ 17：00p.m.（最終日 15：00 迄）

◆ 会 場　　京都市勧業館　みやこめっせ　美術工芸ギャラリー　ＡとＢ
HP:   http ｓ ://www.miyakomesse.jp　※京都駅より 27 分、平安神宮そば

住所：〒 606-8343　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、搬出
① 郵送・宅配便　5 月 4 日（月）午前中必着 

宛先　美術工芸ギャラリー A　三代沢（KYOTO ART EXHIBITON）

住所：〒 606-8343　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　　  5 月 4 日（月）午前中必着　※ お手伝いをお願いします

③ 飾り付け　 10 時～ 会場設定、11 ～ 15 時 飾り付け

④ 搬出   5 月 10 日 ( 日 )　15 ～ 17 時　※お手伝いをお願いします

宅配便の方は「着払い」「往復」伝票に返送先を書いてください。

前回は、佐川急便で返送しました。

◆ その他        ・ポストカード、ポスターは１ヵ月前に郵送します。

・初日　10 時開場、13 時オープニング・イベント、15 時オープニング・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：0463-32-8361　携帯：090-1127-8982  E-mail：miyock@mc.scn-net.ne.jp



15

To the artists from foreign countries,
 

We are going to have the 9th KYOTO ART EXHIBITION in the coming May, 2020, this year. We are very happy to 

welcome your artworks for our coming exhibition, though we can accept a work per each person due to the space 

limitation.

Please make your application by February 10th 2020, in accordance with the application guideline as below;

1)   Period of the exhibition:  from May 5th (Tue.) to May 10st (Sun.), 2020

2)   Gallery hours:  from 10:00a.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:  Feb. 10th, 2020

6)   Max. size of your artwork:  For two-dimensional work – W 91cm x L 73cm (30F), 

for three- dimensional work – W 50cm x L 50cm 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: 100 USD

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 on May 5th 

from 10:00 to 11:30a.m.  .

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 conve-

nience. 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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【代　 表】　2020 年 1 月末より下記住所

〒 185-0011　東京都国分寺市本多 5-24-35
TEL： 090-8560-1894　森田　直子

【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.15　2019 年 10 月 10 日発行
許諾なき転載・複写複製を禁じます。

© KYOTO ART EXHIBITION 2019

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　10:00 ～ 16:00
( 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　携帯：090-9774-4858
〒 601-8024　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　

Gallery Fusajiro MIZUHARA

2019 年　秋　10 月 25 日 ( 金 ) ～　11 月 9 日 ( 土 )
11:00	～ 17:00	　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

「響」　120F

【展覧会のおしらせ】　
・地球★爆　～ 10 人の画家による大共作展～　史上最大級（200m 超）絵画出現！

( 伊坂義夫・ 市川義一・ 大坪美穂 ・岡本信治郎 ・小堀玲子・ 清水洋子 ・白井美穂 ・松本旻 ・山口啓介 ・王舒野）

2019 年 11 月１日 ( 金 ) ～ 12 月 15 日 ( 日）　愛知県美術館 [ 愛知芸術文化センター 10 階 ]　10:00~18:00

（金曜は 20:00 まで。入館は閉館 30 分前まで）、休館月曜（11 月４日は開館）、11 月５日 ( 火）

一般 1200（前売 1000）円、高校・大学生 900(700) 円、中学生以下無料

・清水洋子 墨彩展 —Heart Attack—

2019 年 11 月 11 日 ( 月 ) ～ 16 日 ( 土 ) 11:30 ～ 19:00 ( 最終日 17:00)

ギャラリー檜 ｅ・Ｆ　東京都中央区京橋 3-9-2 宝国ビル 4F　　TEL： 03-6228-6556（会場）

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）


