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ごあいさつ
広島に原爆投下から 75 年になる。市街地上空で炸裂、2 キロメートルをほぼ焼き尽くした。死者 32 万人を超えた。い
まだに黒い雨による後遺症で苦しんでいる人々が多く、被爆者たちの心を癒すことは至難だ。日本は核廃絶に消極的で、
核兵器禁止条約を批准していない。被爆国として核禁止と軍縮に前向きにアピールする先進国であってほしい。
新型コロナウイルス感染症の流行で世界の感染者数は 5438 万 7570 人（2020 年 11 月）
、日本でも 12 万人を上回った。
2020 年初頭から広がり、数か月で終息すると思っていたが第 3 波で感染者が増える毎日である。地球温暖化が要因とさ
れる産業革命以降、森林破壊はスポーツ競技場の広さの森林が２秒間で一つ消えている。農業や産業のための伐採である。
二酸化炭素排出である。生態系が狂い新型コロナウイルス発生の要因となっている。自制心、相互的寛容が政治家に求め
られている。
アメリカ大統領選挙でバイデン前副大統領が当選した。トランプ大統領は選挙に不正があったとして、立場を崩してい
ない。排他的でアメリカ第一主義、人種差別、パフォーマンス政治が終わりを迎えようとしている。覇権争いではなく宥
和を願う。バイデン次期大統領に期待したい。
菅義偉氏が安倍長期政権の後を継いだ。真っ先に日本学術会議の推薦する会員候補 6 人の任命を拒否した。判断基準と
して「総合的・俯瞰的な活動を確保する観点」で任命を拒否した。人文社会を総合的に捉え支える学者たちである。学問
の自由、民主主義への逆行である。平和憲法を守り民主主義を陰で支える反戦、反核、人間社会へ深い洞察で国民の幸福
を増進することが政治である。
微 力 な が ら 反 戦 平 和 の KYOTO ART EXHIBITION を 続 け て い き た い。 ご 支 援 の 程、 宜 し く お 願 い 致 し ま す。
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作品①

を込めて話されたと思います。来年イタリアでの展覧会を

作品と商品
中村 安子

予定しているが出品する気はあるかというものでした。画
商として作家の面倒は責任をもってみる、現に先月の大友

八十歳を超えましたが今なお制作し、発表にこだわってい

伸郎展では全作品を売りつくした、ということでした。頭

ます。しかしはっきりしていることは作品が商業ルートに乗

の中は予想もしなかった話の展開に思考が追い付けず、当

ることはなく、従って生活の資を売るための活動ではなく、

時は教職に就いていることを話したところ急冷装置が作動

あくまでも自己満足、自己確認のため、つまり趣味だという

したように熱が引いていくのがわかりました。そして子供

ことになります。

●

プロかアマか

1984 年の秋がその岐路だったのかもしれない。銀座１丁
目にあった画廊での個展はいつもとは何かが違いました、音
が聞こえないのにざわつくとでもいうのでしょうか。知人友
人でもない若い人がたくさん来場しました。そこに評論家の
三木多門さんがおいでになり、いつになく長くお話ししまし
た。後日、現在の「ワタリウム美術館」から連絡があり、会
いたいから作品の写真か小さい作品を持ってくるように、
と。
訳が分からずともかく出かけました。

作品③

和多利志津子さんと２時間弱でしょうか、最初はかなり熱

が二人いると口にした途端、完全に熱は引きました。
彼女の言葉は安定した職業をもち、家族をもっている者
は全人格・全エネルギーを作品に注げるはずがないではな
いかというものでした。作家は生きる全エネルギーを作品
にこそかけるべきだ、と。否定できませんでした。
短時間で目まぐるしく頭の中を様々な状況の断片が駆け
巡りましたが、あの時が今日の私の立ち位置を決めたと思
います。商品流通機構から逃げ出した（転がり落ちた）瞬
間でした。
まさしく安定した職業と家庭生活を選択していました。
常に自分に問いかけ、思索しながら世界観を形状化する緊
張状態を続けることはできないから逃げ出したのです。

作品②
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●

生きるために必要な芸術作品

この春以降のコロナ生活で耐えられたのは本と CD があっ
たおかげです。芸術作品は、人生の途上で喜怒哀楽に祈り
や願いを込めた形状が付与されて、人々に提示してくれま
す。食べ物の次に大事なものだと実感しました。巨大な金
儲けシステムで商品が作り出され、一時的な熱狂も作り出
され一部の人が金儲けに走る現代ですが、本当に心の飢え
を満たしてくれるものが作品だと思います。

作品④

●

作品⑥

作品のこと

材料と色彩
「緋」色が好き。戦時中ではあったがハレの日には振袖に
「おひふ」を着せてもらった、薄く真綿の入った紅絹で仕立
てた被布は豪華さの象徴であり、母の記憶でもある。

手仕事
六人の子供を育てた母は常に家事に追われていたが針仕
事の上手な人だった、針箱の周りで私が見ている間に平ら
な布がはぎ合わされ形ができ上がるのが不思議だった。一
本の糸が靴下の形になったり、セーターに変わったりして
いく。こんなことを思い出すのは近年の作品の制作過程に
既視感をおぼえてきたからだ。お母さんと同じことやって
いる、と。

作品⑤

作品①

細いステンレス製のフェンス、緋色の和紙、六角

の穴に和紙で半球を埋め込む。空気が通うようで通わない
ような。
（1984 年）
作品②

球体を！（①と素材は同じ、1985 年）

作品③

針金で球体を編みながら連続させた。
（1992 年）

作品④

破れ目を伸ばすと一枚の長い布。
（1994 年）

作品⑤

牛乳パックで延々と好きな写真などをすきこむ。

（1999 年）
作品⑥
作品⑦

紙漉きとペットボトルでフェンスに。
（2007 年）
被 爆 者・ 黒 い 雨（ 農 業 用 網 に 紅 絹 と 黒 い 絹 布。

2018 年）
作品⑦
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謙虚さ

思いやり
きみ あきら（寺田公明）

今年一月

中国で初めての死者が出る

それから九ヶ月足らず

死者百万人を超えた

それでも新型コロナの感染拡大は未だやまない
世界的にその数

五千万人を超えたという

このパンデミック
今のままの対応では百万どころか
2020 年 10 月 10 日誕生日の 95 歳

死者の倍化という深刻な事態に直面するだろう

自宅玄関前にて

ワクチンの開発・実施に世界各国が協調して欲しい
WHO 統括者の発言である
インフルエンザワクチン

米国に限らず開発する大国がワクチンを独占すれば

これを実施していない地域が多いが

輸入に頼るだけの国民は救われようがない

毎年四十万人前後の死者が

健康に生きる権利

世界的に出ている

これを踏まえての発言でもあろう

人間であるからには

誰でもがもっている人権

差別は許されない
新型コロナウイルスの克服は
人類社会の世界的急務
だが WHO 統括者の要請

一刻を争う事態
総会の決議にも拘わらず

謙虚さ

思いやりは

人権の基底にある倫理

パンデミックはそれを教えている

米国はそれを拒否
註）WHO

世界保健機関

大手製薬会社の知的財産権を守るという口実のもと
ワクチンの公平な配分

米国はことわり

（2020 年９月 15 日）

WHO から脱退という無謀な挙に出る
大量のワクチンを自国に

残りの配分も自由に

そもそもの狙いのようだ

「奥入瀬の秋」
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「わび助」

大御所
潮どきだな

大企業の会社の仕事

替えることだ

降り続く長雨の窓に寄りかかり
ようやく決断したのか

思案していた

振り返る

大銀行など大株主の金袋を肥やすのが第一
庶民はそれに必要な存在だとうそぶいている

長年付き添っている財界の大御所

政治家の仕事

切り出す言葉を心得ていたように

大企業の法人税を減らす

年配の秘書の頬が緩む

なにより大株主の株税を減らすことが主眼点

総理が呼ばれ

言い含められる

政治の私物化と騒がれ

内閣の信用がガタ落ちだ

消費税の値上げ

生活保護費の削り

医療・防疫機関

介護施設・保育所減らしが狙われ

それは仕方あるまい

庶民の暮らしが叩きつぶされる

問題は財界と一体の党組織の存亡

大株主を社会的主体にと

金がものを言う社会がどう動くか

社会保障をなくそうと図る政治家ども

明治以来

貧困化へと急かされる庶民との争いが続く

資本主義を貫徹している国だよ

財界の意向のまま

総裁選が打ち上げられる
総理の顔は変ったが

（2020 年 10 月１日）

大企業と株主の金儲け至高の政策はそのまま
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一日の太陽ひとつの心臓
田島 和子
◆

坑夫ピピラの見下ろす街グアナファト

2019 年８月、メキシコ作家との交流展のため、９日から
18 日までグアナファトとメキシコシティに滞在した。グア
ナファトは、スペイン統治時代のコロニアル様式の建築も
多く世界遺産になっている街で、ラテンアメリカで最古の
大学・グアナファト大学があり、よく旅行案内で見る、青
や赤や黄色など色とりどりに塗られた美しい街並みでも知
られている。メキシコシティから北へ空路で１時間程の街。
標高約 2000 メートルの高地にあるレオン空港に降り立った
時、街は眩しい太陽が輝いていた。
宿泊したグアナファト中心部のラパス広場近くのホテル
の屋上からは、かつて銀鉱山のあった丘の上に、この街か
ら始まったスペインからの独立運動を戦った勇士という先
住民の坑夫ピピラの大きな像を見ることができる。
交流展、自作の前で（石黒恵子 / 撮影）

マニズム的、両性具有的作品」と彼自身解説しているが、私
には征服された先住民への思いなども想像されて深く心に落
ちて行くものだった。またカレン・オブレゴンさんは、
「カ
リブ海の絨毯」と題して、近年問題となっているカリブ海の
海岸に押し寄せる海藻サルガッサムの異常繁殖をテーマに差
し迫った自然環境の問題を扱っていた。ちなみに私は輸送の
便を考慮して、野性の桑の皮を材料とした自作の素材に膠で
溶いた炭の粉を振り付けた作品を出品した。夜には街のホー
ルでゲストを招いてパーティーがあり、双方の作家などとの
交流もあった。
翌日は日本側の作家、長沢晋一さん、星晃さんによる講義。
翌々日には野村直子さんによる墨絵のワークショップがグア
ピピラの丘を望む

◆

CONFLUENCIA 合流点 グアナファト―埼玉

ナファト大学美術学部の教室で開かれ、美術学部の学生など
が参加、熱心に、楽しく行われて好評の内に一連の予定を終

「CONFLUENCIA 合流点 グアナファト―埼玉 」と題され
た交流展は日本の CAF・N( コンテンポラリー・アートフェ
ステイバル・ネビュラ）とグアナファトの「アルマシガ」
という芸術集団との共同企画で、CAF・N のメンバー 18 人
とメキシコ側は「アルマシガ」プラス若い作家 18 人が参加、
グアナファト大学ギャラリーで開かれた。日本側の作品は
すでに送ってあったので、展示作業も進んでいた。
12 日、オープニングセレモニーの後、双方の出品作家の
アーティストトーク、メキシコの参加アーティストによる
「盲目の演奏」に続き、土方巽の弟子だったという美術学部
の教授ロヘル・シイ・チムさんによるパフォーマンスなどが
行われた。「白い旗」と題されたパフォーマンスは「アクショ
ンアートと舞踏の言語が混ざり合った、先史時代的、シャー
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展示準備

グアナファトの街

えた。ワークショップの終了時、私は参加者の方々に持参し
た自作の手漉き紙を差し上げて、大変喜ばれた。この交流展
はグアナファトの後、セラージャに巡回された。

さて、交流展の予定を終え自由時間となった私たち数人は
「アルマシガ」のベアトリスさんとナターシャさんの案内で
ピピラの丘へとケブルカーで登った。丘の上の駅にはかつて

◆

CAF・N- 埼玉・メキシコ合流点

そして今年 2020 年 11 月、お返しとして埼玉近代美術館

の鉱山労働の様子を表した壁画がある。また、この街に巨万
の富をもたらしたといわれる銀鉱山の跡は博物館となってい

でメキシコ作家を招待して「CAF・N - 埼玉・メキシコ合流

る。にぎやかな土産物の店、
美しい鉱石の出店も並んでいる。

点」が開かれた。残念ながら世界的な新型コロナウイルス感

広場では楽隊が演奏を披露し、観光客など多くの人々が

染症の流行でメキシコからは作品だけの参加となってしまっ
たが、参加作家が送ってくれた自作へのコメントが日本側の
参加者によって代読され、作品理解の一助となった。
会期中、美術館の前の公園で「死者の日」にちなんだ花や
提灯、骸骨のお面等の飾りといっしょに、子供たちがメキシ
コから送られて来た神々や神話の英雄などの面に色づけをし
て楽しんだ。こうした企画は、互いの国の作家に、また展覧
会を見に来てくれた人々に、未知の文化への興味や理解を深
め親しみを増すよい機会になったようだ。

◆

世界遺産の街の散策
ピピラの丘の駅にある絵

集っていた。巨大な記念碑となった坑夫ピピラは松明を空高
く掲げて街を見下ろし、人々を見守っているようだ。
丘から下って行く道々は狭い迷路のようになっていて両側
に色とりどりに塗られた家々が並び、私たちは鉱物の土産物
店などを覗きながら下って来た。
グアナファトの街にはデイゴ・リベラの生家を残した美術
館、スペイン統治時代、銀の鉱山で栄えた頃のこの地方の
作家等の作品を収めた当時の建物そのままの博物館や教会、
あるいはコンテンポラリーアートのギャラリーなどもあり、
レセプション、グアナファトにて（石黒恵子 / 撮影）

ギャラリーに展示された現代の作家の作品も興味深いものが
あって、
人間と動植物が合体したような表現が印象的だった。
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その他の美術館を訪れることは叶わなかった。が、最後の日
のツアーで、テオティワカン遺跡と人類学博物館を訪ねるこ
とができた。
テオティワカンでは「太陽のピラミッド」に登り遺跡を一
望しながら、
そこに栄えた古代の文明に遥か思いを巡らした。
修復、保存されている壁画などをも見学した。
メキシコシティの巨大な人類学博物館の展示室には、幾つ
もの古代文明の時代に生きた人々の暮らしを想像させる土偶
や日用品とともに移設、
再現された神殿や宮殿の膨大な彫刻、
壁画があり、古代の神々の像や記念碑などを見ることができ
る。有名なアステカカレンダーや、生け贄の心臓を置いたと
いう石の彫像もある。そこには太陽を信仰し太陽が日々輝く
ために人間の心臓を生贄として捧げるという、強烈な「死と
生と宇宙に対する畏怖」が感じられた。そこには自然現象を
神格化した姿や生きとし生けるものの姿が、渾然一体となっ
て「生への願い」として表現されているように思った。そし
てそれはどこか現代メキシコの作家にも受け継がれているよ
うにみえる。
人類学博物館の展示によって、この地にいかに多くの文明
の興亡があり、人間の生と死の歴史が膨大な層となって積み
重なっているのかをあらためて感じる体験となった。
メキシコシティでは現在も遺跡の発掘が行われていると聞
核の春 ２０１１、声なき痛みについて

く。あらためてこのメソアメリカ地方の古代にいかに多くの
文明が起こり、興亡を重ねてきたかに驚く。

◆

古代の死者たちも踊っている？

市場の近辺に足を向けると、街の通りの木陰で野菜や果物
を売る人、手作りの人形を売る先住民の女性らしき姿も見え
現代のメキシコの市井の人々に出会う。
実にメキシコの地は古代からの幾つもの文明の上に成り立
ち、現代のメキシコはスペインやその他の国からの移民と先
住民族との何代にもわたる融合を重ねた、多彩な人々の国な
のだ。
毎年 11 月頃に行われる「死者の日」の祭りには街中が花々
やお菓子で飾られ、骸骨に扮した人々やカトリーナという骸
骨の女性が着飾って練り歩き、死者たちが蘇り、親しい人々
を訪ね生者と共に楽しく踊ったりする日といわれるが、この
祭りの時には幾つもの先行した古代文明の死者たちも蘇って
踊っているのだろうか？
この「生と死」を基調とした生命観はキリスト教の影響も
さることながら、遠く古代の神話や自然を神々として生きた
人々の信仰が、今も息づいているようだ。

◆

メキシコシティは古代遺跡の上に建つ

メキシコ滞在最後の二日間はメキシコシティ見学の予定
だったが、グアナファトのレオン空港を早朝に出発したのに
飛行機が大幅に遅れ到着したのは午後も遅くなってからだっ
たので、残念ながらメキシコシティに偏在する沢山の壁画や、
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アジェンデ美術学校の壁画

◆

◆ 2021 年度アート展に向けての振込者
一覧

会計報告
2020 年京都アート展（中止）会計報告

区分
内 訳
収入 繰越金
出品者会費 18 人
賛助会員会費 90 人
カンパ
みやこめっせ返金
計
支出 会報印刷代（15・16 号）
Ｈ P 更新料・管理料
会報編集費
郵送料
みやこめっせ予約金
封筒印刷代
事務費（領収ハガキ・振込用紙

金 額
11,054
198,000
270,000
47,000
126,500
652,554
214,830
45,895
30,000
151,464
128,800
13,500
11,942

印刷代）
会費振込手数料
計
残金 次年度繰越金

21,379
617,810
34,744

【出品作家（出品料・会費）】（敬称略）
居谷康子／内田尚子／大野起生／河野允子／近藤あき子／清
水洋子／關登美子／高田眞佐子／中路淑子／長岡美江／早野
三郎／樋口純子／福島栄子／藤井智佳子／三代沢史子／森田
直子／山内佳子／竹屋純子
（敬称略）
【賛助会員・カンパをお寄せいただいた皆様】
井上

駿／岩崎恭史／宇都昌江／宇山進／江口節／江口友子

／大井芙美子／大蔵律子／太田慧一／大野一道／大友深雪／
岡本紀明／小野淳子／樫本光博／川本信子／木田みなこ／許
貞夫／小池一歩／高栄子／郡のぞみ／小柴正巳／古明地和子
／小嶋倫子／桐山都喜子／佐藤郷与／下井明子／白井道子／
菅野真知子／鈴木千賀子／田口重彦／竹田とし子／田中悦子
／田中令子／塚本成子／寺田公明／長坂紀子／中平安子／野
間口カリン／花木朋子／原圭治／人見一晴／平山梅子／藤本
結花／水原琢秀／水原節代／三代沢良明／新田みどり／坪井
能布子／増田尚子／村井正和／村田良子／森

朝男／森邦子

／森脇米子／山崎喜美子／山本二郎／湯本昭南／吉田彬

他

KYOTO ART EXHIBITION 事務局より
2020 年 11 月

第９回 KYOTO ART EXHIBITION 開催のおしらせ
会

期：

2021 年４月 27 日 ( 火 ) ～５月２日 ( 日 )
（飾り付け ４月 26 日 ( 月 ) 10 時～ 17 時）

場

所：

京都市勧業館
ホームページ

みやこめっせ 美術工芸ギャラリー A・B
https://miyakomesse.jp

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策をして展覧会をします。
京都市勧業館みやこめっせのガイドラインをご参照ください。
ホームページの「お知らせ」から「新型コロナウイルス感染予防対策」をご覧いただけます。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
お問合せ：

事務局

森田 直子
三代沢 史子

携帯：090-8560-1894
TEL : 0463-32-8361
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平和によせる私の想い

(6) クロアチア
三代沢 史子

◆

救援基金について

「リフィカと旧ユーゴ救援基金」もさまざまな方面から多
くの方々の協力を得ることができ、活動を続けていた。

◆

毎年、暮れになると平塚美術協会のチャリティ展が開かれ

リフィカさんからの便り

募金をいただいた。
平塚市の
「ひろばの会」
の皆さまのご支援、
郵便がとても遅く届いていることを知っていますので、私

その会報「ひろば」には 10 年間にわたり救援基金の報告を

のドブロヴニクからの手紙をあなたが受け取っているかどう

掲載してもらった。「ひろば」の私の記事を読んでお心を寄

かわかりません。

せてくださった方々、私の子供の頃からの友人たち、近所の

私はリエカから 1 月 23 日に帰ってきました。私たちは皆、

皆さま、主宰するピアノ教室の生徒と保護者の皆さま、趣旨

無事です。でも、敵は今でも旧市街の周りの丘の上に常時い

に賛同する方々からの募金や寄付の品物が基金を支えてくれ

ます。毎日、彼らは撃ってきます。だから必要な品物のため

た。当時はクロアチアの生活費が１ヵ月で 1 万円くらいと

以外は外出するのはこわいです。私も夫も働きはじめました。

聞いていた。決して多くはないが、日本から行くお金は 10

兵隊は今でも我が家にいます。

倍くらいの価値があり、あらゆる物の品質がよいと支援物資

私は父の家に住んでいます。父は 90 歳で入院していたの
でとても心配でした。彼の人生は、この度の戦争が 5 度目で、
心に問題をもっていたのです。家には 7 人が住んでいます。

も喜ばれた。リフィカさんに届いたものは、より必要とする
人々へ、と彼女から手渡された。
下岡さんもリフィカさんも募金や救援物資が確実に受け取

兵隊たちが我が家の新しい家全体でどんなことをしているか

られたことを必ず報告してくれた。
「25 人の極貧の子供たち

を知ったら、私たちがどんな気持ちになるか、あなたはご存

の命が救われた」と感謝状が贈られてきたこともあり、びっ

じですね。国連が私たちを救ってくれることを期待していま

くりした。手足を戦禍で失った方々の義手義足の購入、孤児

す。彼らは来てはくれましたが、大変ゆっくりです。

院の再建、小学校の校舎増設、学校のピアノの修理、難民避

数日ごとにドブロヴニクがまた爆撃されるだろうという恐

難所の人々の食料や衣類購入、難民だった人々が故郷に戻る

ろしいニュースを聞きますし、私たちもたぶんそうだろうと

ことができたので住宅の修理費……など私たちの想像以上に

思います。彼らはいまだにいつも盗みを働きドブロヴニク周

有効に使っていただいた。

囲すべてを焼いています。その範囲は旧市街からわずかに半

下岡さんやリフィカさんから届く写真や現地の様子、感謝

キロメーターです。ここに 2 枚の写真を入れます。これは

状などはパネルにし、
展覧会の会場などで展示した。
「ひろば」

旧市街の通りに面したところで、30 パーセントの家が天辺

をはじめ、原稿を書く機会のあるときや講演の依頼があれば

から底まで焼け、90 パーセントは全部の屋根と窓枠の石と

クロアチアの現状を伝えた。

ドアーに損害をあたえました。ときどき、幸いにも食料を買
えるときがありますが、法外に高いです。

◆

ようこそリフィカさん

あなたの友人・下岡万寿美さんが電話をくれました。とて
も親切な方であなたが私や家族への心配をしていることを聞
きました。

1995 年、思いがけない便りが届いた。
「来年、横浜で国際歯科学会のシンポジウムが開かれる。こ

（1992 年 3 月 15 日付）

れから論文審査があるが、合格すれば日本へ行ける」という
ものだった。リフィカさんは歯科医師だ。
「厳しい審査だが私はきっと行ける」
との彼女の日本への思いが伝わってきた。苦しい日々を支え
てくれた日本人と会ってその国を見たい、と。1996 年 2 月
の便りにはこうある。
「3 月 26 日、私は成田空港にいます。確かです」
本当 ?!
「ワーッ！」
という見知らぬ日本人たちの歓声と拍手に、ドアーを開けた
リフィカさんは迎えられた。
あまりにも思いがけない光景に、

「花の詩」
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彼女は絶句して両手で顔をおおいながら勧められる席へ。言

葉を交わす前に、熱い涙が……心と心に通じる瞬間が、
集まっ
た一同皆を満たした。
4 月 3 日、平塚市の故高橋ただし氏のお嬢様のご厚意で、
お宅を会場に「リフィカさんを囲んで」と小さな会をもつこ
とができた。戦争のときのことやクロアチアの現状を聞き、
胸がいっぱいになる場面もあった。この 3 年半の内戦は恐
怖と混乱と欠乏と、そして深い絶望の日々だったことと思う。
支援を続けてきた人々と友情を深める貴重な機会となった。

「初夏の詩」ドブロヴニク大学所蔵

◆

戦後のクロアチアへ、再び

リフィカさんの帰国後も、心に深い傷を受けた旧ユーゴの
心の支えになるためにも、私はもう少しこの活動を続けたい
と思った。
1997 年の送金と物品は難民の夫人たちへの経済的支援と
心の平安を願ってレース糸やかぎ針を送っている。難民所で
下岡さんが配り、でき上がったレース編みのテーブルクロス
は下岡さんの手で日本に届けられ、皆さまに買っていただい
た。これは難民の方にも日本の方にも喜ばれたので幾度か繰
り返した。糸屋さんからの段ボール 1 箱にぎっしり詰めら
れたレース糸のご寄付も忘れられない。私は 10 年の間に青
「鳥となりて」ドブロヴニク総合病院所蔵

森、東京、平塚、京都、福岡、熊本などで 15 回の個展と絵
本『わすれないあの日』原画展をし、作品をお買い上げいた

◆

だいた方々からの収益を足し、また会場に置いた募金箱にご

日本の思い出

協力くださった多くの皆さまに支えられた。この年はダン
時はまるで私たちの人生のように早く過ぎ去ります。私は

ボール箱 6 個に衣類、日用品、文具などをつめた。SAL 便，

家に戻ったことが信じられません。いまも私の心の中にあな

船便で送り、募金は新聞記者から下岡さんとリフィカさんへ

たの美しく興味深い国、そしてあなたの友人たちがいます。

と渡すことができた。

あなたの国への今度の旅行は私の心をとても豊かにし、人
生に幾分、違った見方をするようになりました。私はあなた

「リフィカと旧ユーゴ救援基金」は設立から丸 10 年を迎

が生きていくための宗教観（それはあなたの考えや生き方の

えた。クロアチアは共和国として独立し、戦後復興への長い

一部になっているものですが）を理解したように思います。

道のりを歩みはじめた。「リフィカと旧ユーゴ救援基金」も

すべてを見るにはあまりにも短い時間でしたが、あなたとお

その設立当初の役割は微力ながら果たせたように思う。また

友達に会えたことはとても幸せなことでした。

私個人は両親の介護がはじまり平塚と京都の間を行き来する

通りを歩く美しい少女たち、遠い国の美しいすべてのこと

ことが増えてきた。

一つひとつに驚きました。まったく知らない人たちが（クロ

基金を終了する前に、どうしても、もう一度クロアチアの

アチアには日本人が少なく、遠く離れているので）他民族を

現状を見て、これまでご協力いただいた皆さまにご報告をし

助けようとして興味を持ってくださることは大変感動的なこ

たい。最後の救援基金を携え 2001 年、スロベニアからドブ

とでした。

ロヴニクまでバスで一週間ほどの旅に出た。

私の多大な感謝と愛を皆様すべてに。
偉大な日本、偉大な人々、あなたの国に祝福を！
（1996 年４月 20 日）

※

リフィカさんの手紙

訳

三村和子

※ 「ひろば」（1996 年６月）より一部転載・加筆
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作品を制作している時間、作家は自己と作品との関係の中

描き続ける（その 12）

に自己の感情が表出していき、作品としての一つの存在がそ
の作家の全存在と一致したとき、作品そのものと制作者が一

森田 直子

体となって表出されていくことでしょう。
私たちは、
そうした活動のなかにあるときは自分を見失い、

新型コロナウイルス感染症……皆さま、いかがでいらっ
しゃいますか。紅葉が美しくなりました。自然の姿の変化に
時を感じながら目に見えない新型コロナウイルスのなかで今
を生き続けています。

そしてあらためて作品のなかに自分を見つけ出していくこと
でしょう。
その作品が観る人たちのなかにどのように侵入していくか
は、はかり知れないことだと思います。

2020 年は第９回 KYOTO ART EXHIBITION の展覧会が開

一つの作品が、私たちに与える光は、私たちの心の底深く

催できず、皆さまとともに楽しい時を過ごすことができなく

消えることなく輝いていることでしょう。そこから私たちが

て残念でした。

私たちの心にひそむ輝きを大切にもち続けて生きていくこと

今年は一応、会場（京都市勧業館みやこめっせギャラリー
A と B）を予約しています。実現できることを心から願って
います。

でしょう。
百年近くで私たちの命は消えていきます。しかし、私たち
に希望と光を与えた作品は消えることなく輝き続けることで
しょう。

コロナによる予期せぬ出来事で社会生活がおびやかされ、
終息の日がいつやってくるのか……と、不安のなかで私たち

私たちの「平和を願う美術家の集り」の活動も十年になり

は改めて芸術作品のもつ意味を考えていかねばならないので

ます。直接的でなくても、間接的に多くの人たちの作品の叫

はないでしょうか。

びが観てくださっている人たちの心に聞こえていると思って

人はこの世から消えていっても、作品は残ります。

います。

若くして命を失った画学生の作品が、信州の無言館（戦没
画学生慰霊美術館・無言館、長野県上田市）にならび叫び続

皆さまにお会いできる日を楽しみにしています。

けています。芸術作品には、人の心をなぐさめてくれるよう
な語りかけがあります。怒り、悲しみのなかの真実こそ美で
あると思います。無言館の作品は、画学生が死を覚悟して一
番大切なものを描いたように思えます。

筆者（左） 自作 2 点と
「世界の花」国際女性画家展
横浜市民ギャラリー
あざみ野にて
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平和を願う魂を
2011 年 3 月 11 日、東日本を襲った大地震、
それに続く原子炉の大事故。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
関係者のなかには、いちはやく関西、海外へと身を移した人もありました。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た地に留まる以外、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、多くの人々に観ていただきた
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１回

会報を発行（2020 年より改定）

・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つくりあげていきましょう。平和を願う魂をご一緒にも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

賛同してくださる方（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 soon as they knew what would happen, the whole nation included 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.
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,
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 grandchildren.
Let’s keep our peace-desiring spirits high.
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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2021 年 第９回

KYOTO ART EXHIBITION

作 品 募 集 要 項
◆作
・平

品

１人１点

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」を配布
◆ 出品料

１）作家

振込先

8,000 円（30F）

※

２）作家

10,000 円（50F 以上）

３）海外作家

100 米ドル

ゆうちょ銀行

0860-3-136574

事前に振り込みをお願いします。

平和を願う美術家の集り

◆ 申込締め切り 2021 年 2 月 10 日（水）
◆ 申し込み 郵送宛先 〒 254-0075

平塚市中原１－２－１２

三代沢史子

◆会期

2021 年 4 月 27 日（火）～ 5 月 2 日（日）10：00a.m. ～ 17：00p.m.（最終日 15：00 迄）

◆会場

京都市勧業館
HP:

みやこめっせ

美術工芸ギャラリー

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、搬出
① 郵送・宅配便

4 月 26 日（月）午前中必着
美術工芸ギャラリー A

宛先

住所： 〒 606-8343
電話：

②搬

入

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

075-762-2680（会場 ギャラリー A 直通）

4 月 26 日（月）午前中必着

③ 飾り付け

10 時～ 会場設定、飾り付け

④ 搬出

5月2日(日)

※ お手伝いをお願いします。

15 ～ 17 時 ※お手伝いをお願いします

宅配便（前回は、佐川急便）は「着払い」
「往復」に返送先記入のこと。

◆ その他

・ポストカード、ポスター（A4 チラシ）は１ヵ月前に郵送します。
・初日

◆ お問合せ

10 時開場

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
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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 9th KYOTO ART EXHIBITION in the coming May, 2021, 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 2021, in accordance with the application guideline as below;
1) Period of the exhibition: from April 27th (Tue.) to May 2nd (Sun.), 2021
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, 2021
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 10th 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 Apr. 26th
from 9:00a.m. to 15:00p.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 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

10:00 ～ 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

〒 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
2021 年

春

Gallery Fusajiro MIZUHARA

4 月 25 日 ( 日 ) ～

須田剋太・島岡達三

5月8日(土)

常設展示
炭火珈琲と自家製ケーキ

無休・入場無料 （春秋２週間開館）

11:00 ～ 17:00

京都府宇治市白川
〒 611-0022

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
Mizuhara.kura@GMail.com

TEL/FAX: 0463-32-8361
http://mizuharafusajiro.com

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）
「故郷の風の囁き」
150F

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）

京都・立命館宇治
中学高等学校所蔵

【おしらせ 】
・第９回 KYOTO ART EXHIBITION は新型コロナウイルス感染症感染拡大・予防のため 2021 年に延期となりました。会場の
京都市勧業館みやこめっせも臨時休館となり利用料は返金されました。
・関東事務局会議で会報「明日への美」の発行を年１回とすることが提案されました。
関西事務局会議は新型コロナウイルス感染症拡大のため開催の見通しが立たず、郵便にて可否を確認しました。
今後は年に１回の発行となります。諸経費の高騰等により運営が厳しくなってきたためです。
・2021 年４月 27 日〜５月２日に第９回 KYOTO ART EXHIBITION を開催します。会場の京都市勧業館みやこめっせのホーム
ページで「お知らせ」の「新型コロナウイルス感染防止対策」をご参照ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

KYOTO ART EXHIBITION
代表

森田直子
〒 185-0011

事務局

三代沢史子
〒 254-0075

ゆうちょ銀行
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TEL：090-8560-1894
国分寺市本多 5-24-35
TEL・FAX：0463-32-8361
平塚市中原 1-2-12

明日への美
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平和を願う美術家の集り

許諾なき転載・複写複製を禁じます。
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