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明 日 へ の 美

新たな一歩
今年 3 月発行の「明日への美 No.17」に李景朝さんが、菅政権が安倍長期政権を継いだことに触れておられたが、

この度、あっという間に菅政権は岸田政権に代わった。岸田氏はサーロー節子さんの遠縁で広島出身だという。彼は
核兵器禁止条約発効前の昨年 12 月、朝日新聞の取材に対して次のように言っている。「外相時代に核禁止条約をめぐ
る交渉会議が始まった際、私は日本の参加を検討した。米国の『核の傘』の下に依存する立場でも核保有国と非核保
有国の距離を縮める役割を果たせるなら、参加する意義はあると考えた」と。ただ政府内では少数意見で参加は見合
わせとなったという。岸田政権の誕生でそれが実現できないかとも思うが、安倍リターン政権ともいわれるこの政権
では、やはり夢物語か。反戦・反核・反原発の政権の早期誕生を待ち望む。

コロナ禍の中、今年の京都展は会場閉鎖のため、またもや中止となった。来年は是非実現してほしいものだ。コロ
ナウィルスは多くの命を奪い、人々の生活を一変させた。その脅威に乗じるかのように、世界のあちこちで自由が脅
かされ、民主主義が壊れ、独裁政治が復活している。地球は悲鳴を上げている。恐るべき差別の歴史があぶりだされ
てもいる。一方、どんな困難にあっても、どんな危険に晒されても、自らの信念を貫き、力強く前へ進もうとする人
たちがいる。

京都展は 10 年目を迎える。

新たな気持ちで、第一歩を踏み出したい。

                                                         近藤あき子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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新しい門出　　　　　　　　
三代沢 史子

　1943 年の暮れ、東京で

の食糧難が心配されたた

め私は父の実家がある福

岡県へ疎開しました。私

の最初の記憶は 1945 年の

大牟田市での一夜、空襲

のなか神社の池につかっ

て命を取り留めた体験で

す。3 歳 8 ヵ月、夏の夜

のことでした。

池の中では 15 歳のいと

こに抱かれていました。水中で服がめくれて、降ってくる焼夷弾

でおなかにやけどを負いました。夜が明け、水から出て、母に手

を引かれ、多くの死体に足を取られながら佐賀の祖母の実家へ向

かいました。終戦間際の、わずかな経験です。

第二次世界大戦で日本の多くの町は焼夷弾の火で焼かれ、人々

は家族や家を失いました。戦後、人々は懸命に働き、今日の日本

を築き上げました。生きるため、子や孫のために。より良い生活を、

便利な日常を求めて励みました。

　しかし 2011 年、東日本大震災に次ぐ福島第一原発の事故で放

射性物質が漏れる大災害となりました。色もなく匂いもなく忍び

寄る放射能はあらゆる生物の生きる権利を剥奪しました。人々は

家を失い、土地を追われ、山を、海を、空を住みかとする動植物

たちも生きる場を失いました。人々は何十年も戻ってくることが

できないと言われました。

　絵描きの私たちに今、何ができるのか？

　何をしなければいけないのか？　

どんな世の中にあっても反戦・反核・反原発への思いを地球上

に住む多くの人々に呼びかけよう。世界の平和を願って、政治、

宗教、人種、どこにもよらない独立した美術展を目指そう。京都

にゆかりのある三人は KYOTO ART EXHIBITION を立ち上げまし

た。詩人の故森田進先生は詩とアートの世界のコラボを提案され、

会報「明日への美」が誕生しました。

　世界中が自由と平和を求めて市民運動をくり広げている今こ

そ、この展覧会を失いたくありません。会をご支援くださる皆様、

引き継いでくださるメンバー、そして作家の皆様に心から感謝し

ております。

最後に、森田進先生、学芸員・藤川恭子様、創刊号編集者・三

村和子様のご尽力に感謝し心よりご冥福をお祈り申し上げます。

十年を振り返って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　李　景朝

パリ、サン・ジェルマン大

通りを、美術館や画廊廻りを

しようと、美術研究で留学中

の Mrs 宋 と 歩 い て い た と き

だった。Mrs 宋が、ニューヨー

ク・ワールドトレーディング

センタービルに旅客機が衝突

して炎上しているというメー

ルが入った、と言った。

何 が 起 き た の か、 パ リ 在

住の画家浅井さんの家に駆け込んだ。テレビをつけてもらった。

ニューヨークの象徴でもある世界貿易センタービル。そこから

次々と落ちていく人影、ビルが最上階から崩壊する様子は、まる

で映画かドラマの一場面のようだった。ナイン・イレブンが起き

たのだった。テロであった。当時のブッシュ米大統領は、これは

アメリカ合衆国への宣戦布告だ、と表明。イラクとアメリカとの

20 年に及ぶ戦争の始まりであった。それは、迷走する戦争のな

にものでもなかった。ブッシュ氏は、専制国家を倒せば民主主義

が生まれると楽観的であった。超大国アメリカは、力で世界を作

り替えられると信じている。確かにタリバン政権を崩壊させたが、

イスラム国 IS は中東全体を不安定化させた。トランプ大統領は空

爆を強化したが成果はあがらない。20 年の戦いで生命を落とした

アメリカ兵は 4 千人近いという。しかし戦争で精神的に苦しんで

いるアメリカ兵は、戦争で死亡したアメリカ兵を上回っていると

いう報道もある。戦争とは何か、軍事力でテロに勝利した例はな

い。報復ではなく、話し合いと交渉によって平和の道を見つけな

ければならない。これがなぜ実現できないのか。人類への知と愛

はキリスト教やイスラム教の根本理念のはずだというのに。

現在地球上で行われている戦争は、宗教的対立が根底にある。

産業革命以降、科学機械文明は、第一次世界大戦、第二次世界大

戦を引き起こす基盤を作ったことは確かだ。19 世紀のマルクス、

エンゲルス、20 世紀初頭からはチャールズ・パースらのプラグマ

ティズム、あるいはサルトルらの実存主義、60 年代のレヴィー＝

ストロースに始まる構造主義の哲学は、そうした近代科学の戦争

への寄与に警告をし続け、宗教的対立を哲学の立場から融和させ

る問いかけをしてはきた。しかし、人々の戦争への欲望は絶える

ことがない。欲望が一人歩きしている感さえある。

自己の利益しか念頭にない人々の絶えざる群れへ、私たちはど

のように呼びかけていったらいいのだろうか。それは、人々の心

のうちに隠れ住む「美」への欲望、「芸術」の喜びを投げかけ呼び

かけることしかないのではないか。

こうして、私たちの活動は始まった。

それから、早くも 10 年が経った。性急な成果を誇る時ではな

い。一昨年からは、コロナが世界中の人々を苦しめている。これは、



3

天からの戒めのような気がしてならない。石炭や石油に頼る世界

観を脱却して、新しい世界を眺望する社会の構築へ、そこにどん

な「美」を見出し描けるか。銃声と同時に聞こえるアマゾン森林

伐採の無残な風景にも心が痛む。自然を大切にして、歴史に対し

て誠実でありたい。そのためにはなにができるか。平和で平等そ

して愛と知性のある社会を願う私たちの集まりをこつこつと続け

ながら、この思いと活動が、多くの人々に共感の広場を作ってい

くことを願います。

美によって、平和に近づく　
森田直子

　

この 10 年間（会の創立は

2011 年 12 月 5 日でした）、

「平和を願う美術家の集り」

を続けて、今という時を迎

えられることは、本当に皆

さまの御力によるものと心

から感謝しています。あり

がとうございました。

　個人的なことではありま

すが、生まれ、育ち、大学

を卒業するまで、生活した京都で、年一回、展覧会を開催してき

たことは　非常な喜びでした。毎年春、鴨川の側の緑に触れるた

びに、” 重さ ” と ” 軽さ “ が同居しているような、何とも不思議な

時間を過ごすことが出来ました。夢のような、忘れることのでき

ない喜びと勇気が湧いてくるのでした。

　私たちは、この 10 年間、創造が現実の痛みを和らげ、明日へ

の力を与えてくれる芸術の世界を、皆さまと分かち合える喜びを

求めて、緩やかな活動を続けてきました。

　――確かに、すべての出来事には時と法がある。災いは人間に

重くのしかかる。やがて何が起こるかを知る者は一人もいない。

確かに、何が起こるかを誰が人に告げることが出来るだろう。―

―「コへレトの言葉」第 8 章、6-7 節。

  そして私たちは今、およそ 2 年前から始まった、目に見えない

ウイルスとの闘いの中で生活しています。誰もが経験したことの

ない日々は、私たち人間に何を教えているのでしょうか。目の前

の事柄だけでなく、過去も、あるいは未来をも、もっとよく観察し、

見つめ直していくことが求められているように感じられます。

　とうとう昨年度の展覧会も中止を決断しなければなりませんで

した。10 年休まず続けてきて、辛い決断でした。しかし、目には

見えないコロナウィルスとの闘いの中で、「何もしない時ほど最も

活動的であり、独りでいる時こそ最も独りでない、」と励まし合い

ながら、事務所の国分寺（森田方）への移動、10 年目の新たな事

務局出発の準備をして参りました。会報も新しい編集体制のもと、

年一回の発行にし、ゆっくりとしかし確実に歩んで行こうという

心構えです。

　芸術作品は、人の心を慰めてくれるような語り掛けがある。と

同時に、怒り、悲しみを訴える力も持っている。それは、芸術の

歴史が証明している。その歴史の中へ一歩踏み込んでいくことこ

そ、わたしたちに与えられた使命ではないか。微力な私たちだけ

れども、私たちなりに私たちにしか出来ないことを、やり続けな

ければ。

　こんな思いを胸に、次の 10 年へ歩み出そうと思っています。

皆さんの助けとともに。

　　　　　　　　　　　　　　　　　☆

　ふと手にした小林秀雄の文章にこんな言葉がありました、「詩人

は、自分の悲しみを、言葉で誇張して見せるのでもなければ、飾

り立てて見せるのでもない。一輪の花に美しい姿がある様に、放っ

て置けば消えて了う、取るに足らぬ小さな自分の悲しみにも、こ

れを粗末に扱わず、はっきり見定めれば、美しい姿のあることを

知っている人です。」　（「美を求める心」）

　「詩人」という言葉で、「芸術を愛するすべての人」を指してい

るのはいうまでもありません。この小林秀雄の言葉は、美術の市

場でよく知られる芸術家だけが「詩人」の資格を持つのではない

ことを教えてくれています。市場価値の基準からは「未熟な」「取

るに足らない」存在と見做されていても、芸術に取り組む姿勢、

制作することへの情熱、そうして作られた作品とそれを作った人

への共感、そこにこそ「美しい姿」があるのではないでしょうか。

　その「美しい姿」を見つけ、それを見つけた感動をともに分か

ち合うことは、選ばれた人にだけ与えられる特権ではない。生き

とし生けるもの、みんな、その可能性を持っている、と私は信じます。

　この思いが、今までの私たちの 10 年を支えてくれました。そ

して、これからの 10 年を支えてくれる思いとなるでしょう。コ

レヘトの言う「時と法」は、どんな賢い人間にも見えないのです。

だから、私たちは、いつもみずからの小ささを認め、そういう小

ささによってなにがなしえるかを問いつつ、出来るかぎりのこと

を、日々努めて行かねば、と思うのです。

　No War, No Nuclear, No Carbon, そして No Wall（1989 年ベル

リンの壁が崩壊したときから、この地球上に、国境に据えられた

「壁」は何倍にも増えているのです。人々の行き来だけでなく心の

自由な交流を遮る「壁」をなくさなくてはなりません）。

これらへの働きかけは、日々のささやかな営みの積み重ねがな

くては、力を持つことは出来ないでしょう。なにが起きるかを人

に告げることはできないが、その不可能の壁を破ることが出来る

のも、日々のささやかな積み重ねなのではないでしょうか。

　どんな取るに足らないようなものにも、いや、取るに足らない

あり方のなかにこそ、偉大なものが隠れているのです。それを見

つけ、皆さまとともに育てていく活動を続きていきたいと願って

います。

　どうぞよろしくお願いします。
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縄文草創期の土偶と出会う                              
木下長宏

美術館のガラスケースに並べられたら、スマホよりも小さな一つ

の土偶。縄文中期の賑々しい装飾もない、ひと握りの土
つちくれ

塊のよう

な土偶だが、これは日本列島でいちばん最初に作られた人間の形

という重要な意味をもつ土偶だ。　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　美術史の勉強をしている

と、美の始まり、つまり人

類が初めて美を発見し感動

したときはどんなふうだっ

たのか、知りたいと思うよ

うになった。

　美の始まり、ちょっと難

しい言いかたをすると、美

的体験の初源。芸術の始ま

りの姿である。

　それは、遠い昔の、人類

の初期、原始時代の出来事

なのだが、この美を初めて発見したときの人びとの心のとき

めきは、現代のわれわれが美に感動するのと、どんなふうに

変わっていったのだろう。それを追いかけて行くことこそ、

美術史の仕事ではないか、と思ったのだった。

　美術館や画廊を巡り、いろいろな人の仕事を観て、感動し

たり疑問を感じたりしているうちに気が付いたのだが—美学

の理論ではいろいろと難しい言葉を組み立て美的体験の諸相

を解説するが、われわれが作品を観て感動したり、作家が一

生懸命制作してこれでよしと筆を置き自分の作品を眺めてい

るとき、頭の中で働いている心の動きは、遠い昔、原始時代

の人が感動していた心の動きと変わらないのではないか。と

いうより、大昔の人の心の動きが、現代のわれわれのうちに

ふいに甦って来たとき、われわれはほんとうの感動に出会っ

ているのではないか、と思うことがしばしばあった。

　そんな考えに誘われて、ボクは、美の起源の現場に佇
た

って、

なにかを感じ考えることが必要だと、現場を訪ねることを仕

事の一つにした。

　フランスに留学中、フランスの文部省に手紙を書いて、ラ

スコー洞窟を訪ねた。現在は洞窟現場の近くに「ラスコー２」

という模型が作られ訪問者はそっちを見ることになっている

が、ボクが訪ねたのは、本物の洞窟である。そこで、まさに「絵

画の起源」をその現場で体験させてもらった。このことにつ

いては、また別の機会に書きたい。今回は、日本列島におけ

る美の起源についての報告である。

　日本列島における美、芸術の起源は、縄文時代に探すこと

になる。

　縄文時代草創期は、紀元前 15000 年から紀元前 8000 年

頃、約 6 〜 7000 年もの長い期間をそう呼んでいるが、こ

れは古墳時代から現代までの期間の 4 倍の時間に相当する。

そう考えると恐ろしく長い時間である。この長い時間に起

こっていたことを、少数の住居跡と土器のほか、われわれは

ほとんど詳しく解っていないのである。20 世紀まで、この

時代には土器は出ても土偶は見つからなかった。だから長い

あいだ、縄文草創期には土偶は作られていなかったと考えら

れてきた。

　ところが、1996 年、草創期の遺跡から土偶が出た。三重

県の粥見井尻遺跡である。それを知ってボクは、三重県埋蔵

文化財センターに連絡し、その土偶を見せてもらうことが出

来た。

　土器は祭器や日用道具として使われているのだが、土偶は

人形で、祭器や食器のような直接使用する行為の目的が薄い。

人間の形を再現するという行為の結果生まれたもので、美的

体験の起源へ、なにかを示唆してくれるかもしれない、と直

感が働いたのだった。
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　センターの倉庫に案内してもらって、保管室のすぐ横にあ

る大きなテーブル、そこでみなさんが発掘品を置いて作業を

したり、会議をしたりするテーブルだろう、そこに粥見井尻

土偶が置かれた。説明して下さったのは、発掘当時の責任者

の方。話を聴きながら、ボクはその真綿のクッションに収まっ

ている土偶をていねいにスケッチした。写真はダメだと言わ

れるかも分からないし、それにスケッチは、そのとき自分が

感じていることを自分の手でメモできるので、有力な記憶装

置である。

　ここでも、そのスケッチをご披露しよう。写真を見たい人

は、インターネットを検索すればすぐに見られるから、そち

らを見てもらえばいい。

　スケッチを見せたい理由はもう一つあって、粥見井尻の土

偶の特徴は、非常に微妙で単眼レンズの写真では再現し難い

のである。

　その土偶、胴体と頭が離れている。少し離れたところから

出土したとのことだった。縄文時代早期以降の土偶に首や手

足が切り離された状態で出土することが多いのだが、この草

創期の土偶も手足がなく、なにしろ 10000 年以上も土中に

埋まっていたのだから断定し難いが、肩や腿の付け根あたり、

確かに剥離したような痕跡が認められる。

　頭部の高さ 2.1cm。胴の長さは 4.7cm、幅 4.2cm。

　こうしてスケッチをし、発掘当時の話を聞いたあと、怖る

怖る、「あの、ちょっと手に取ってもいいですか」と訊いて

みた。「どうぞどうぞ」と思いがけなく優しい返事。

　掌に載せてみて驚いた。

　4.7cm × 4.2cm の胴は、掌の中にちょうどすっぽり入る

塊なのである。このとき、閃いたのは、縄文草創期の誰かが

土の塊をギュッと摑み、掌を広げたら、そこに人の形があっ

た、という発見の驚きと感動である。初めて「人」の形を、

それをなんと呼べばいいだろう—再現した、再創造したとで

も言えばいいか、その驚きと同時に来る喜び。最初の人体像

誕生の瞬間と言っていい体験を、そのときボクは得たのだっ

た。

　縄文の人は、そうして開いた掌にある「人」の塊に、しば

らくは見とれていたのだろうか。やがて、右手の指で土をつ

まみ、その胴の胸に、ちょんちょんと二つ、乳房を貼り付け、

臍
へそ

の部分を指先の腹で軽く抑え、その真ん中に穴を、なにか

先の尖った道具で付けている。その穴に、朱が遺っている。

朱は全体にどのように塗られていたのか、いまとなっては推

測のしようがない。しかし、この時代に朱が使われていたこ

とが再認識できる。観察ついでに記録しておかなければなら

ないが、胴の左半身に削られた跡がある。これは、発掘のと

きの傷だとのこと。

　胴の厚みは 2.6cm である。ちょうど掌にすっぽり入る厚

みなのだ。

　もう一つ、語っておかなければならないことがある。そう

して、掌の中で生まれた土塊—これは低火度で焼締めたもの

か、長い長い時間土中に埋まっていたから、それだけでも焼

締のような固まりかたをするかもしれないなどと考えなが

ら、ボクはなにげなく、掌の中の土塊の背中を拝見しようと

引っくり返した。そして声を呑んだ。

　背中に一本、縦の線が引かれていて、それがなんとも言え

ない艶かしい線なのだ。　　

　こんな素朴な粘土細工のような人体像に施された一本の絶

妙な線。それはまさに「生命」の息づかいを伝えているよう

だった。大昔の原始時代の人がこんなに鮮やかに生命の鼓動

を伝える線を遺していたのである。

　この発見は、画集や美術館でガラス越しに見ているだけで

は得られなかったかもしれない。「掌に取って観る」という

全身体的な関わりかたが出来たとき、やっとやって来る。そ

れはいつでも誰にでも可能なことではない。しかし大切なの

は、たとえ画集を見ているときでも、美術館でガラス越しに
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見ているときでも、もし掌に取ってみたらどんなふうに感じ

取れるか、つねに想像力を働かせてその作品を見ることだ。

つねに、眼で触り、眼で聴く、という心がけを忘れないこと

である。大切なのは想像力だ。

　芸術体験というものは（制作にあっても鑑賞にあっても）、

このような、なにげなく土くれを掌に握ってみたことから始

まる、単純で全身体的な想像力の行為なのだ。それこそが、

初源的であることだし、この初源性がすべてのひとつひとつ

の「芸術」のなかに息づくとき、その作品は人の心を揺るが

すものとなるのだろう。

「縄文」時代とは

「縄文」時代と、われわれはかんたんに言うが、この時代

は、10000 年から 15000 年に及ぶ、長いながい時代である。

20 世紀に入って考古学の研究が進み、出土品の特徴を分析

し、この 15000 年は、「草創期」「早期」「前期」「中期」「後

期」「晩期」と六つの時代に区分される

ようになった。「晩期」のあとに「弥生」

時代が続く。この「晩期」と「弥生」の

明確な区分線は引き難い。日本列島、北

と南で、ずいぶん違う特徴が見つけられ

るからである。その重なり具合を承知し

た上で、100 年を１mm に縮尺した「等

分線日本史年表」を作ってみた（表を見

ていただきたい。）。

「時」は、その時代時代を生きる人に、

同じように流れていたはずである。歴史

を書くときは、遺された史料が少ないと

いう理由で、遠い時代に対する記述分量

も少なくなり、それを読むわれわれも、

つい、その時代を「小さく」見積もって

しまう。そして「縄文時代はこんな特徴

がある」と決めつけて解ったつもりに

なっていはしないだろうか。

　しかし、こうして「等分」に並べてみ

ると、われわれが「日本文化の歴史」と

言うとき頭に思い浮かべる（そして日本

文化の歴史の本では、その内容記述の大

半が費やされる）「古墳時代」から「現代」

までの時代—約 1700 年—の、なんと

10 倍近い時間を「縄文（弥生）」時代は

占めているのである。この 15000 年の

時間の蓄積。ほとんど沈黙の時代。人び

とは、現代のわれわれと同じように、な

にかを食べ、愛しあい、笑い、泣きして、

一刻一刻を生きていたはずである。

「等分線年表」を眺めていると、そんな思いにとらわれる。

そして、縄文の「晩期」から遡って「後・中・前・早・草創

期」を見ると、時代が遠くなればなるほど等比級数的にその

占める「時間」が長いことに気づく。草創期は晩期の 10 倍

も長い。このことにも驚きたいと思う。

　遺物史料が少ないから多くを語ることができないが、決し

てなにも活動していなかったわけではない。われわれが、い

ま、見つけられない豊かな文化と生活があった。

　そういう時代をボクは＜無文字文化時代＞と名づけようと

思う。＜文字文化＞が始まるまで続いていた、長いながい

＜無文字文化時代＞。それは＜文字＞ではなく＜声＞が伝え

の大切な役を果たしていた時代だった。＜無文字文化＞の沈

黙からあの時代を生きた人びとの＜声＞を聞こうとする心が

けを忘れてはいけないと思う。芸術とは、この沈黙を語るも

の。この空白になにを観るか。われわれの想像力が試されて

いる。
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ある夜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田正人

その日、夜空に浮かぶ月は、いつもよりもずっと銀色に輝い

ていたが、特になんの用意もないのでガラスのコップに水を

入れ、窓辺においてみた。月の光はずっと空の遠くから、コッ

プと水を透かして部屋の一角をくっきりと照らした。

庭に出てみると、街頭の光でぼんやりと木々の技がシルエッ

トで見えたが、その根元のほうは暗がりが広がりよく見えな

かった。それは誰にも祝われず、誰にも呪われていない、ど

こにでもあるただの暗がりだった。見渡してみると、そんな

暗がりがそこら中に広がっていた。群青の夜の暗闇の、寂し

さに飲み込まれそうになったとき、かすかにウクレレの音が

響いてきたので、なんとなくその方向へと歩きだし、角をい

くつか曲がったあたりで、ぼんやりと頭の中で物語を読んで

いた。

えきびょうがまちにやってきて、ひとびとのこころはふあん

になったが、そのひもゆうひはあかくもえあがり、しずむさ

いごのしゅんかんにいちばんかがやいた。なんにちもよるが

つづき、ひとびとのこころのやみも、ずっとずっとふかくなっ

た。うっすらとしたつきあかりにうかぶくろいくもは、ふあ

んだふあんだとさけびつづけているから、ひとびとはやっぱ

りふあんになって、もはやなにをしんじていいのかとまどい

ながら、てもとのちいさなひかりにすくいをもとめたが、ひ

かりにうかぶことばはぎしんあんきをつのらせるばかりだっ

た。てもとのちいさなひかりからはせかいのいろいろなこと

がみえるのだけど、えきびょうにしても、せかいにしても、

どうにかしないと、ということはおもえても、それはじっさ

いひかりのむこうのことで、あまりにことがおおきすぎてじ

ぶんひとりではなにもできっこないとおもうばかりだった。

結局ウクレレの音は、どこで鳴っていたのかもわからぬまま、

いつの間にか広い河原の土手の上に立っていた。川の水面も

月明かりで輝き、夜風に草むらがゆれていた。河原の土手に

立つと、なぜか思い出すのがフーテンの寅さんのことだった

りする。実を言うと、寅さんの映画をまともにきちんと見た

ことがない。しばらく土手に座り込み、対岸の街に浮かぶ数

千の光が、水面に、夜風に、そして定まらぬ心のなかで揺ら

いでいるのを静かに感じていた。月明かりの下、夜風と川面

を挟んで眺める街に瞬くシステムに支配された光の数々は、

銀色の月の光以上に冷たく瞬き、見渡す限りに広がっていた

が、もはやそこに人情噺の主人公が歩く姿は想像できなかっ

た。煙草を一本吸いきったところで立ち上がると、ふと声が

聞こえた。

「それをいっちゃあ、おしめえよ！」寅さんが叫んだ。

ああ、夜風よ。

月の光に反射する緑青の輝きよ。

高く登った金星よ。

その澄まし顔の向こうに見える血脈よ。

そしてどこかでウクレレを奏でる愛しき人よ。

夜空をすべて吸い込むように大きく呼吸して、足元の小さな

小石をひとつ拾い、川に向かって思い切り放り投げた。

山田正人　「カタスミ」
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山本弘という画家がいた　
曽根原正好

　山本弘という画家

が い た。40 年 前 に

無名のまま亡くなっ

た。51 歳の自死だっ

た。山本は昭和５年

に 生 ま れ、 終 戦 時

15 歳の軍国少年だっ

た。予科練に志願し

たと言う。軍国少年

は終戦に遭い価値観

が混乱した。自殺を

繰返し死ねないまま

ヒロポン中毒に陥った。そこから回復しても次には酒から逃

れられないアルコール中毒になり、それは生涯続いて山本を

苦しめた。30 代と 40 代の 2 度脳血栓を患い手足が不自由

になった。

　山本は 20 歳前後一時東京で暮らし、造形美術学校（現武

蔵野美術大学）で学んだり池田龍雄と交流したりした。しか

し間もなく故郷飯田市へ戻り、終生飯田市を離れずに個展の

発表も飯田市の公民館などに限られた。東京での発表は日本

美術会の日本アンデパンダン展や平和美術展くらいだった。

貧しい山本にとって東京での個展は無理だった。

　長野県の片田舎の飯田市で飯田リアリズム美術家集団に属

しながら、おそらく図書館で見る『芸術新潮』などでアンフォ

ルメルの運動を知り、フォートリエなどからの大きな影響を

受ける。残された「塀」という作品にはデュビュッフェの影

響と見られる子供の落書きが描かれている。

　山本のもう一つの特徴は象徴派だ。作品のテーマはしばし

ば自己の体験を取り上げている。「銀杏」という作品は奥村

土牛の「醍醐」という醍醐寺の満開の桜を描いた作品の構図

を借り、夜の銀杏を描いている。土牛と違って自分の人生は

華やかさとは対極にあるものの、夜の公園に強い存在感で立

つ 1 本の銀杏の大木のようだと主張している。

　「流木」という作品では、濁流を流れる白い流木が、血の

河のような世間を流された儚い自分だったと顧みているかの

ようだ。作品を描きあげた時、8 歳の娘にどう思うかと聞い

た、娘が血の海みたいできれいと答えたら、ものすごく嬉し

そうな顔をしたという。自分の意図が理解されたと思ったの

だろう。

　山本は若いころから絵が上手かった。先輩画家からお前は

筆が走り過ぎると批判もされていた。それが 2 度の脳血栓

を経て不自由な手で描き始めてから絵が変わる。若いころの

達者と評された作風からキャンバスに殴り描くような筆触に

変わり、象徴的な作品になった。また山本は作品に取り掛か

る前に頭の中にすでにイメージが完成していたと思われる。

「流木」の白い形は赤の上に描き加えたのではなく、あらか

じめ赤を塗り残している。同じく左上の土手を思わせる黒も

その下には赤が塗られていない。赤色を描く時すでに完成し

「銀杏」、油彩、F20 号（72.5cm × 61.0cm）1978 年

奥村土牛の「醍醐」の構図を借りている

「流木」、油彩、F20 号（72.7cm × 60.6cm）1978 年

血のような濁流を流れ下る流木は白骨のようでもある
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た姿がイメージされていたのだ。

　しかし長野県の片田舎でこれらの作品を描き発表していた

山本に理解者は少なかった。絵は売れずにほかに仕事を持

たない山本は貧乏の極みだった。しかし、晩年の 46 歳から

48 歳にかけて飯田市公民館などで 4 回の個展をし、200 点

以上の油彩の新作を展示している。ほとんど売れることは考

えずにひたすら表現欲でのみ描かれた作品群。51 歳での自

死はアル中による体力の限界を自覚したものではないだろ

うか。死後４年目に友人たちによって開かれた遺作展には

400 点の油彩が展示され、山本の優れた達成が披露された。

　亡くなって 10 年後に飯田市美術博物館に作品が 50 点ほ

ど収蔵され、評論家の針生一郎氏や瀬木慎一氏らによって高

く評価された。私は 19 歳から 14 年間、山本が亡くなるま

で師事したことを誇りに思っている。

「第三病棟」、油彩、F50 号（90.9cm × 116.7cm）1976 年頃

アル中で入院した病院の精神科（第三病棟）で体験した患者を

描いている

「過疎の村」、油彩、F20 号（60.6cm × 72.7cm）1978 年頃

行政によって住民が離村させられた集落を真夏に取材した

「塀」、油彩、 F12 号（60.6cm × 50cm）1978 年頃

板塀の下端には子供の落書きが描かれていてデュビュッフェ

を思わせる

「窓」、油彩、F10 号（53.0cm × 45.5cm）1976 年

右端に人が立っていて、夕暮れの明るい窓を見つめているか

のようだ
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「京都アート展」との 8 年間
　　　　　　　　　　　　　　　田中令子

友人の通夜で三代沢さんと知り合い、その後「会計」を森

田さんから引き継いだ。

「日本の原発が全て止まった日」という鯉のぼりが泳ぐ絵

を描いた友人の遺志を引き継ぎたいと思った。

　東北の震災・原発事故をきっかけに始まったこの会は、会

員の情熱と強い意志と粘り強さと多大な労力に支えられて続

けられてきた。その熱情たるや物凄いもので、尊敬の念を持

つばかりであった。信念を持つ素晴らしい表現者たちと知り

合えたことに感謝している。

　「表現されたもの」は多くの人に見て欲しい。今は三重県

鳥羽市に在住だが、幸い私は京都出身で、京都の多くの友人

に声をかけて見に来てもらえたのは嬉しいことだった。

　半年前に「福島の現在」という講演会で聞いた内容に愕然

とした。「復興」が進まず、資材や作業員が東京五輪関係の

方に流れ、「10 年前にあったこと」を語ってはいけない、触

れてはいけない雰囲気にあり、その後に生まれた子供たちは

何があったのかを「知らない」。

また、テレビのディレクターとして一人で小型カメラを抱

えて車で震災 1 週間後に何とか現地入りした知人の話を最

近聞いた。話を聞けるのかという危惧は杞憂に終わり、多く

の方々は聞いて欲しい、吐き出さずにはいられない感じでウ

ワーと話してくれ、一日に何十人もの方々の話を聞いたとい

う。被害の大きさ、二重ローンを抱え、今後どうすれば良い

のかという不安ややりきれない思いを語ってくれたそうだ。

聞き続けた知人は「鬱」になったが、異変に気付いた友人の

忠告で医者に行き、早く治療を受けて半年ほどで良くなった

そうだ。しかし、語った方々は今どうしてみえるのだろうか？

そんな情報は入ってこない。

いま私は、「命をかけた」反対運動をして原発を造らせな

かった紀伊半島に住み、海亀の来る伊勢湾岸に居て、海亀の

来る浜を守り、亀の孵化を楽しみにして生きていきたいと

思っている。

新会員・新賛助会員募集中！

この会の趣旨にご賛同下さる方がおられましたら、是

非、会員（作品出品者）、賛助会員（この会、展覧会をサ

ポートしてくださる方）になっていただきたいと思いま

す。その際は事務局宛てにご連絡をよろしくお願いしま

す。ぜひ皆様のお力をお貸しください！

洞噺（ほらばなし）
早野三郎

　

同じ町内、同い年（S・22 生）、洟垂れ小僧 4 人組が洞窟

探検隊を創った。リーダーは「どうしてこんな所知ってる

の？」と思うくらい変な所に皆を誘った。国分寺、“ たまら

ん坂 ” 上の農家の庭奥。洞入り口には女郎グモが大きく網を

張って侵入者を拒む。皆の心臓の鼓動はいやが上にも高まる。

広い洞内は野菜貯蔵庫・防空壕、突き当りに小僧がやっと潜

れる程の自然洞、これがリーダーの目指す所だ。恐々、匍匐

前進したと思うと突然、先頭リーダーの叫び声「ゲジゲジだ、

逃げろ！」懐中電灯を当てた天井真上に隊列を成して奥へ向

かう異形の群れ。探検隊は同様な頓珍漢な冒険を何度か行っ

たのち自然消滅した。

　2009 年、脳動脈瘤で MRI なる洞に放り込まれた。迫り

くる天井。異形の群れを幻視して逃げ出したつもりだった。

　「夢の超特急・リニア新幹線」、南アルプスに大穴を開け、

西国に抜ける夢らしい。JR 東海によれば、その残土（高さ

65m・体積 360m3）を大井川上流のツバクロ沢に積み置く

という。大電力を要するため「浜岡原発再稼働」等、火事ド

ロ的勢力が蠢く。かつての熱海や東京環状道の崩落の悪夢が

よぎる。北極のツンドラでは天然ガス以外に何が放出される

のか。パンドラの蓋が次々に開く。エボラ、サーズ、マーズ、

現在のコロナウイルス。その自然宿主は人跡稀な自然洞中の

極めて免疫力の高いコウモリという説が有力のようだ。その

宿主が守っていた揺り籠を人間が覆した。地下世界をヒトの

欲のみで穿り返すことの限界が露呈される。

　

ジュール・ベルヌの「地底旅行」に嘗て夢中になった元小

僧探検隊員は今、絵を描く。
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アートパフォーマンスとしての電気代 0 円
生活

藤井　智佳子

電気代 0 円生活を始

めてから 9 年経ちます。

2011 年の東日本大震災

と原発事故で東京電力の

電気を使うことに何とな

く後ろめたさを感じてし

まい、2012 年 9 月に東

京電力との契約をやめて

ベランダのソーラーパネ

ルで発電した電気だけで

暮らしてみることにしま

した。とはいっても東京

の賃貸の団地には小さなパネル 4 枚程しか置けず、それで

発電した電力で生活を賄っています。とても風通しが良いこ

とや近所にスーパーがあることも幸いしてエアコンなし冷蔵

庫なしの生活を続けています。

私は、繊維素材でモノづくりをする染織作家をしておりま

すが、仕事で使う道具は鍋などの染色道具、手織の機、糸紡

ぎ機など電気不要のものが多いのですが、電動ミシンを足踏

みに買い替えたり、電気アイロンを鉄の炭アイロンにしたり

しました。梅雨時は物々交換で入手した古いエアロバイクを

改造した人力発電機を漕いで発電しています。コロナ禍のス

テイホームで運動不足になり、今年初めて人力発電機をエア

ロバイクとして使いました。一昨年前の団地の外壁大改修工

事の時は、こっそり電気をつないでしまおうかと思ったので

すが、知人が大容量バッテリーを貸してくれて乗り切ること

ができました。

このように色々な工夫をして「不便」を楽しんで暮らして

きましたが、このところ気候変動が酷くなり、以前の夏は

33℃で猛暑だと大騒ぎしていたのが今では 35℃超えが続く

ようになってしまいました。さすがに冷蔵庫なしの暮らしも

厳しくなってきて、電気代 0 円生活の卒業を考えざるを得

なくなって来ています。現在は市民電力の電気も選べるので

再接続もまた楽しみです。

私にとって、今まで続けてきた染織制作活動は自分の内

面に向かう表現ですが、電気代 0 円生活はある意味ヨゼフ・

ボイスの社会彫刻のように、社会的にインパクトを与える外

的なアートパフォーマンスなのではないかと感じています。

ポアーステインで描いてます 
大野起生

私は 3 年前に「ポアーステイン」を知りました。水性顔

料透明着色剤です。ホームセンターで売ってます。鮮やかな

色合いが気に入っています。以下の２作品はポアーステイン

と白墨を使って描きました。現在は他の作品もこの画材で描

いています。https://www.koyokai-tama.com/　参照。

「ヒコウキ舞う」、水彩、F80 号（112cm × 146cm）、　2021 年。

平面構成の作品です。渦は風の流れを表現しました。中央のスター

は星をイメージしています。

「異世界博物館へようこそ」、水彩、B1（103cm × 73 ｃｍ）、2021 年。

鑑賞者が格子の向こうの別世界を眺めている感じを味わって下さ

い。最近は額装も手作りで、作品にあったものにしています。
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川端彌之助のアトリエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
川端明子

 私はフラン

ス・パリで何

年かテキスタ

イルデザイン

の仕事をして

い た 事 が あ

り、結婚後初

めて主人の父 

「 川 端 彌 之 助

の ア ト リ エ 」

に 入 っ た 時、

まるでパリの

画家のアトリ

エに入った様

な錯覚をおぼ

え、その雰囲気がとても懐かしく、思わず嬉しくなつた事を

思い出しました。その「川端彌之助のアトリエ」が何故か 

今年 2021 年、京都市の登録文化財になりました。1926 年

( 大正 15 年 ) 頃に建てられた約 95 年前のアトリエは、いつ

頃か私のフェルト作品の制作場所として、羊の原毛・毛糸や

布、絵の具等の制作用材料が、山の様に乱雑に置かれている

状態でした。これでは登録文化財にふさわしくないのではと

考え、京都市から少しの補助金も出るとのことで、元に近い

状態に戻す改修工事の一大決心をしました。先ずはレンガ色

の屋根を吹替え、アトリエ内の改修として、漆喰壁に塗り替

え、壁紙はとりのこ紙の袋張りに張替え、洋風建築でありな

がら、昔からの方法でこだわりの工事でした。その地味な工

程は、静かな美しさが感じられ少々驚きでした。

修復も終り、彌之助の油絵はほとんど京都市美術館、近代美

術館、市芸術大、嵯峨美大に寄噌されていて、少し残された

油絵を架けますと、彼の世界が漂う小さな美術館の様です。

川端彌之助は明治生まれで、慶応義塾の法学部卒でありなが

ら、絵の道へ進むべく、渡仏、黒田重太郎氏のお世話でパリ・

アカデミーコラロッシに於いてシャルル・ゲランに師事する。

そこに坂本繁二郎氏、佐伯祐三氏らがおられ、京都一中の先

輩・須田国太郎氏はマドリッド在住で時々パリに来られ、パ

リに居ながら京都の画家達の繋がりが感じられます。又、霜

鳥之彦氏のパリのアトリエを譲り受けたり、里見勝蔵氏に伴

われオーベルに住む画家ヴラマンク氏を訪ねたりする機会も

ありました。ヴラマンクの部屋にはルオーの絵が飾られてお

り、彼の話の二言目にはピカソの名が出てきて、ピカソには

一目も二目も置いているかの様子でした。以上は川端彌之助

が昔 パリ在住の時の日記より伺われた事です。

  今回の改修されたアトリエを皆様に見て頂きたく思ってい

ます。詳しくは 16 頁の広告をご参照ください。

KYOTO ART EXHIBITION 事務局より

2021 年 11 月 20 日

第 9 回 KYOTO ART EXHIBITION 再延期について

2020 年に続き今年 4 月 27 日〜 5 月 2 日に開催予定してお

りました KYOTO ART EXHIBITION は、新型コロナウイルス感

染流行終息の兆しが見られず、京都府が 4 月 12 日〜 5 月 5 日

をまん延防止等重点措置の適用を決めたことを受け、苦渋の決

断ではありましたが延期を決定いたしました。その後 4 月 16

日に京都府は緊急事態措置に移行しましたので、延期は避けら

れないことでした。

　事務局から作家の皆様へは延期の連絡をいたしましたが、支

援者の皆様へのお知らせが徹底できておらずご心配、ご迷惑を

おかけしてしまいましたこと、ここにお詫び申し上げます。ま

た年 2 回発行の会報「明日の美」は諸般の事情で今年度より年

１回に変更致しました。ご報告が遅くなりましたこと重ねてお

詫び申し上げます。

2 年 延 期 と な り ま し た 第 9 回 KYOTO ART EXHIBITION は

2022 年 3 月に開催いたします。

会期： 2022 年 3 月 8 日（火）～ 3 月 13 日（日）

　　　 　＊会場準備　3 月 7 日（月）9 時～ 17 時

場所： 京都市勧業館　みやこめっせ　美術工芸ギャラリー A・B

年会費： 3000 円　まだの方はお振込みをお願いします。

振込先： ゆうちょ銀行　平和を願う美術家の集り

　　　　　０８６０- ３- １３６５７４

＊既に出品料 8000 円をお振込みの方は第 9 回（2022 年）開

催分として承りました。

お問合せ：　事務局　 森田直子　携帯：090-8560-1894

　　　　　　　　　　松本幸子　　　：042-323-9405

関登美子　携帯：080-5360-1918

　　　　　　会計　　福島栄子　携帯：090-1145-2414

川端彌之助のアトリエ
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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）

李 景朝 森田 直子

三代沢 史子
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2022 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　2022 年 1 月 15 日（土）

◆ 申し込み　郵送宛先　〒 185-0011　国分寺市本多 5-24-35　森田直子
　　 　　　　　　　　

◆ 会 期 　　2022 年 3 月 8 日（火）～ 3 月 13 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:       https://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　3 月 7 日（月）午前中必着 

宛先　美術工芸ギャラリー A　川端（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　　  3 月 7 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、 飾り付け

④ 搬出  　　　3 月 13 日 ( 日 )　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　10 時開場

◆ お問合せ　事務局　森田直子（モリタ　ナオコ）

〒 185-0011　国分寺市本多 5-24-35　TEL：042-203-2949　 

携帯：090-8560-1894 　E-mail：naoko1219m@gmail.com
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新事務局発足のお知らせ

三代沢史子に代わり森田直子、松本幸子、関登美子が事務局の仕事を担当することになりました。

どうぞよろしくお願いします。

事務局新住所：〒 185-0011　東京都国分寺市本多 5-24-35、代表：森田直子

TEL：042-203-2949、携帯：090-8560-1894　E-mail：naoko1219m@gmail.com

新　会　計　 ：田中令子に代わり福島栄子が会計担当となりました。

展覧会の お知らせ

2022 年 第９回

KYOTO ART EXHIBITION
2022 年 3 月 8 日（ 火 ）〜 3 月 1 3 日（ 日）

10：00a.m. 〜 17 ：00p.m （最終日 15 00 p.m.）

京都市勧業館　みやこめっせ
美術工芸ギャラリーＡ・Ｂ  入場無料 

京都市左京区岡崎成勝寺町 9 番地の 1

◆ アクセス（京都駅から）

・京都市営地下鉄 東西線「東山駅」徒歩約 8 分

・市バス・A-1 のりば 5 系統、D-1 のりば 100, 110 系統

「岡崎公園 美術館・平安神宮前」

・D-2 のりば 206 系統「東山二条・岡崎公園口」

・タクシー　 約 20 分

◆ お問い合わせ 事務局　TEL: 042-323-9405   松本 幸子

TEL: 080-5360-1918 関 登美子

編集後記

明日への美 No.18 が出来上がりました。
初刊から No.17 までの約 10 年間、三代沢史子、花木朋子が編集を、大野起生が割り付けを担当していました。今
回から、大野起生、木下長宏、近藤あき子、森田直子の 4 人が編集の仕事に携わることになりました。今年度から
発行回数も年 2 回から年 1 回となっています。今後ともよろしくお願いします。
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KYOTO ART EXHIBITION

事務局　　　森田直子　　TEL：090-8560-1894　
〒 185-0011　国分寺市本多 5-24-35　　

ゆうちょ銀行　平和を願う美術家の集り

０８６０−３−１３６５７４

明日への美 　No.18
2021 年 12 月 15 日発行

許諾なき転載・複写複製を禁じます。

© KYOTO ART EXHIBITION 　2021

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

2022 年　春季　4 月 23 日 ( 土 ) ～　5 月 8 日 ( 日 )
開催：土・日・祝日　11:00a.m. ～ 5:00p.m.　入場無料

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

エーゲ海　1981

絵本 『わすれない あの日』 お礼とご報告　　三代沢 史子

『わすれない あの日』は 1995 年に出版後、全国 30 か所で絵本
原画展が開催されました。長きにわたり作品を支えてくださった

皆様のお力添えに深く感謝申し上げます。2021 年、福岡県立美術

館からのご紹介で「大牟田市立三池カルタ・歴史資料館」に原画

16 点を寄贈いたしました。約２か月間、「平和展 2021」と同時開

催で原画展をして頂きました。疎開先・大牟田での空襲の一夜は、

３歳だった私の初めての記憶です。第二次世界大戦の体験を語り

継ぎ、次代をになう子ども達が平和について考えるとき、この絵

本がささやかな力になってくれることを願ってやみません。

大牟田市立　三池カルタ・歴史資料館
〒 836-0861 福岡県大牟田市宝坂町２丁目 2-3　

TEL 0944（53）8780

川端彌之助アトリエ
〒 606-8324 京都市左京区聖護院中町 5番地
TEL075-752-9191

見学ご希望の方は TEL 予約願います。川端明子


