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第９回京都展を終えて
3 月、コロナのため延期となっていた京都展が 3 年ぶりに実現した。みやこめっせの会場には約 40 点の作品が並び、大勢の
お客様を迎えることが出来た。改めて皆様の温かいご声援、ご協力に感謝します。そして少し早いですが、来年６月の東京、国
立（くにたち）コートギャラリーで開催予定の第 10 回展も引き続きよろしくお願いします。
この会期中、ロシアによるウクライナ侵攻は既に始まっており、会場には急遽、募金箱が設置された。因みに京都はウクラ
イナの首都、キーウと姉妹都市である。京都展では、これまで 6、7、8 回展とロシアから作家達が来日し、交流を深めてきた。
この交流が途絶えるとしたらとても残念だ。いずれにせよ、戦争が一日も早く終わることを祈らずにはいられない。
ところで 3・11 以降、私は作品の多くに「たとえ天が何回落ちようとも…」という題名を付けている。それは高校生の頃に
読んだ D・H・ロレンスの小説、
「チャタレー夫人の恋人」の好きだった冒頭、第一次大戦直後のイギリスを描いた部分にある：
「私
達の時代は本質的に悲劇の時代である。だから私達はそれを悲劇的にとろうとはしないのだ。大変動はすでに起こった。私達は
廃墟の中にいて、新たな小さな棲家を造り始め、新たな小さな希望を抱き始めている。それは相当困難な仕事である。今、未来
への平坦な道は全くない。だが、私達は回り道をし、あるいは障害物をよじ登って進んでいく。私達は生きなければならない、
たとえ天が何回落ちようとも。」
今、ウクライナの風景がこれに重なる。廃墟と化した灰色一色の街。その下には沢山の死体が無造作に埋められている。この
戦争を始めた独裁者プーチンを生んだ国は、「殺すなかれ！」と世界に非暴力を訴えた作家、トルストイを生んだ国でもある。
殺すなとは、戦争をするな！ということである。
京都展は「反核・反戦」を謳っている。これを伝えなければならない。殺さないために！殺されないために！

近藤あき子
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第 9 回 京都展報告

会場風景（ギャラリーＡ）

第 9 回展は作家 35 名のご参加を得て、京都・みやこめっせで 3 月 8 日から 15 日まで行われました。
会場内と入り口には、下記のメッセージを掲示し、ウクライナ募金も行われました。
また、会期中、森田直子さんとともに東京から駆け付け、搬入日、初日から最終日まで会場でお手伝いくださった増田尚子さんに
感想を書いて頂きました。
ごあいさつ
コロナ禍の下、中止を余儀なくされてきた KYOTO ART EXHIBITION 第九回を、ようやくここに開くことが出来ました。
会を立ち上げて 11 年目、ともかく、こうして継続して行けることに、喜びと感謝を申し上げたいと思います。
みなさまのお力添えがあってのことです。
この会を始めたいちばんの動機は、東北大震災の経験であり、世界各地で今なお続く戦争や差別への傷い思いであり、ささ
やかな芸術活動を続けることしか出来ないわれわれにも、
「核」と「殺戮」と「差別」のない世界を獲得するためになにか出
来るのではないか、という願いに支えられていました。
そして今回、第九回の展覧会を開こうとしているさなか、ウクライナでは、衝撃的な侵略戦争が始まっています。戦争で人生
を狂わされる多くの人びとへの思いを、ここに重ね合わせ、この集りの開催に当ってのご挨拶と致します。
2022 年３月 7 日
平和を願う美術家の集り

第 9 回京都展全日程を参加して
展覧会の私の参加は今回で 2 回目です。参加者としてはごくごく新米です。森田直子さんの友人として、
また同じ教会員同士として長年のお付き合いの中から、森田さん達が目指す所の理解が深まるにつれご一緒
させていただきたいと第 8 回から「墨彩書」という和紙に絵手紙流の絵を描き聖書のみ言葉を絵手紙風の
筆で入れるという作品で参加させていただいています。参加するからには許される限り現地にも行き生の会
場に触れたいと願い、今回も森田さんと搬入の前日から京都に行きました。搬入日は多くの会員によりエネ
ルギッシュな作品群の展示も出来ました。
いよいよ展覧会の初日です。コロナ禍の中にあって心配でしたが、初日から大勢の方が来て下さり、会期
中途切れることはありませんでした。良い出会いもありました。平和を願うアーティストの展覧会です、来て
くださる方も平和への思いも意識も高く、まさにロシアとウクライナとの戦いが始まって、難民も出始めている時、会ではウクライ
ナの方々への
「募金箱」を用意しましたところ、
感謝なことに皆さん本当に快く応じて下さり多くの募金が与えられました。暗いニュー
スの絶えないこんな時だからこそやってよかったとの思いもひとしおでした。森田さんと京都四条のホテルより毎日会場に通い詰
めました。会員の方々と無事搬出、発送作業の終わった後の心地よい疲れと達成感を持って東京に戻ってきました。
人類は戦争など絶対に起こしてはなりません。何処の国の人でも個々の一人一人が幸せであって欲しい、戦いの無い平和な社会
となって欲しいと願います。心で願っているだけではなく、何らかの行動を起こして行かねばなりません。出来うる限りこの展覧会
が存続することを強く願い、平和を唱え続けていきたいと思います。
増田
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尚子

第 9 回 京都展出品作品

David Rizas

Josip Pino Trostmann

RIUDE BITLES 2011（スペイン）

愛するドブロヴニク（クロアチア

石橋えり子

2020 かくれんぼ

Romana Milutin Fabris

）

6 月のドブロヴニク（クロアチア）

安土忠久

人形

居谷康子（邑月） 隣人愛
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内田尚子

欧陽可亮

生命の内部で（鼓動）

日中友好詩・日中不戦詩

大野起生
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甘味処

牛尾豊子

大前博士

サンキュウ

ヒロシマ・アピール

蒲生孝鋭

無信不能喜神

川端明子

河野允子

平和の風

伊賀城

シュペネマン・大島偕美

別れと希望

近藤あき子

たとえ天が何回落ちようとも

清水洋子

コロナの時代 Ⅰ Ⅱ

高田眞佐子

生き抜こう！
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竹屋純子

わたしとアフリカ

長岡美江

中村安子
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環

亀裂

田島和子

難民・被爆の島・武器ビジネスⅠ・Ⅱ

中路淑子

西元利子

瑠璃色

沖縄の怒り

早野三郎

福島栄子

増田尚子

萌ーⅡ

生命の水

喜こびを着る

樋口純子

バンクシアⅡ

藤井智佳子

森田直子

10 Years

生きる
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三代沢史子

マスクをしろと言われても黙してはいられない

山川靖夫

マスク

山内佳子

山田正人

もしも・・・

カタスミ

会場風景（ギャラリー B）

李 景朝
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仰ぐ

会場風景（ギャラリー B）

◆

会計報告

会場カンパ（ウクライナ支援）

2021 年京都アート展（中止）会計報告
区分
収入

支出

残金

内訳
繰越金
出品者会費 11 人
賛助会員会費 83 人
カンパ
計
会報印刷代（17 号）
会報データ代
会報編集費
郵送料
チラシ・ポスター・ハガキ印刷代
事務費（領収ハガキ・振込用紙印刷代）
会費振込手数料
計
次年度繰越金

金額
34,744
121,000
249,000
184,000
588,744
76,450
20,400
30,000
61,505
50,027
47,765
18,653
304,800
283,944

		

45,000

＊全額を日本基督教団「ウクライナ救援募金」ACT へ送金しまし
た。ACT: Action by Churches Together
＊作家会費及び賛助会員会費は、2020 ～ 21 年にアート展休止
期間の会費を遡って入金していただいた分を含みます。

◆

2022 年度アート展に向けてご支援いただいた皆様
（2021 年 4 月 18 日以降の会費、カンパ振込者一覧）

【作家】（敬称略）
安土忠久／居谷康子／石橋えり子／牛尾豊子／内田尚子／大野起
生／川端明子／近藤あき子／清水洋子／シュペネマン・大島偕美
／末永蒼生／ 関登美子／髙田眞佐子／ 高橋絹代／田島和子／竹
屋純子／長岡美江／中路淑子／中村安子／西元利子／野崎務／早

2022 年第 9 回京都アート展会計報告
区分
収入

支出

内訳
繰越金
みやこめっせ 2021 年会場費返金
出品者会費 34 人
賛助会員会費 69 人
カンパ
広告料
計
みやこめっせ会場費
みやこめっせ感染予防対策備品他
18 号会報・パンフレット他作成費（印刷代

金額
283,944
126,500
180,000
258,000
71,000
30,000
949,444
126,500
10,533
128,060

含む）

会報編集費
HP 管理料
郵送料（会報・案内はがき）
第 9 回京都展開催期間雑費
アルバイト代（会場設営、撤収、写真撮影）
2023 年度会場 ( コートギャラリー）予約金
事務局経費（事務局移転費用・領収ハガキ

計
次年度繰越金

子／森田直子／山内佳子／山川靖夫／山田 正人／李景朝

【賛助会員】
（敬称略）
安達真由美／乾夏子／井上駿／上原栄子／宇治郷毅／宇山進／江
口友子／大井芙美子／大島恵美子／大友深雪／大野一道／大野説
子／小野淳子／川本信子／木下長宏／桐山都喜子／国村正子／小
池一歩／高栄子／郡のぞみ／小柴正巳／小林順子／古明地和子／

30,000
9,240
89,205
7,865
48,000
100,000
41,300

小山元治／左近和子／下条幸恵／白井道子／菅野真知子／高島

20,619
611,322
338,122

邦子／森脇米子／山崎喜美子

代他）

会費他振込手数料

野三郎／樋口純子／福島栄子／藤井智佳子／増田尚子／三代沢史

弥寿子／田口重彦／田中令子／塚本成子／津止 冽子／坪井能布
子／手塚壽子／寺田公明先生／長坂紀子／中村不二夫／並木浩一
／新田みどり／花木朋子／原圭治／人見一晴／平山梅子／藤元美
智子／藤本結花／細内ミキ子／真嶋克成／松本和子／松本幸子／
水原琢秀・節代／三代沢良明／村井正和／村田良子／森朝男／森
他

第１０回 KYOTO ART EXHIBITION・東京開催のお知らせ
会期：

2023 年６月１５日（木）〜６月２０日（火）
11:00 〜 18:00（最終日は 16:00 まで）
飾り付け：14 日（水）10:00 〜 16:00
搬出：20 日（火）16:00 〜 18:00

場所：

コート・ギャラリー国立
186-0004

042-573-8282

東京都国立市中 1-8-32

アクセス（東京駅から）
JR 中央線（１、２番線）快速電車（高尾行き、青梅行きなど）で国立駅下車（所要時間 50 分）
。国立駅南口から徒歩 2 分。
特別快速利用の場合は、国分寺駅で乗換 2 駅目（所要時間 42 分）。
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ラスコー洞窟壁画が伝えてくれること
木下長宏
ラスコー洞窟はフランスの西南部、ヴェルヴェール河とい
う大きな河沿いの平野にある。いまから 1 万 5000 年から
数万年前、クロマニヨン人と呼ばれる人たちが、この洞窟の

発見当時は誰でも自由になかに入って見学できたが、見学
人の排気炭酸ガスが壁画の劣化を進め、入場は一日一組一時
間に制限、鉄柵で囲まれたということであった。見学は一時
間とは、当局の手紙にも書いてあったが、マルサル氏は、たっ
ぷり二、三時間は見学させてくれた。
小さな洞窟の入口は、重そうな青銅の扉で閉ざされ、そこ
を入るとすぐ地下へ降りる梯子があり、そこをおぶっても

なかに驚くべき壁画を遺した。
この洞窟が発見されたのは 1940 年のことで、とても最近

らって洞窟に入る前にまた入口があり、その前に畳一畳くら

の出来事だ。四人の少年が探検ごっこをして入って行って見

いの水盤が置かれている。洞窟に入る前に、ここに張ってあ

つけたという。ボクがラスコー洞窟を訪ねたのは、1980 年

る消毒液で靴底を洗い、やっと洞窟のなかに入れる。

始めのこと。中国大陸にある敦煌莫高窟を調査した探検家で

じつは、この入口は、もともとの洞窟の入口だったか、怪

あると同時にフランスの中央アジア学の先駆者となったポー

しい。ラスコーのことを勉強していくと、本来の入口は別に

ル・ペリオのことを研究するという名目でフランス政府の給

あり、いまボクたちが出入りする通路は、この洞窟のいち

費留学生としてパリに留学していたときだった。中国の敦煌

ばん奥になるのではないか、とボクは考えるようになった。

莫高窟を調査した研究者としてラスコー洞窟を実見する機会
を得たいと、フランス政府の考古科学局に手紙を書いて訪問
許可をもらった。もちろん、車椅子で動いていることも付け
加えておいたら、洞窟壁画は地下にあるので、介助が必要だ
がこちらで用意することも出来るとまで言ってきてくれた。
パリからドルドーニュまで鉄道でも 4 〜 5 時間かかる。
ボクのパリの友人たちのなかでも、ラスコーの本物が見られ
るとなれば介助役を申し出てくれる人はいて、そのなかの自
動車を持っている仲間と出かけることにした。
フランスの田舎の自動車旅もまた一席話になる楽しい旅行
になったのだが、ここでは「ラスコー洞窟壁画」のことを語
らねばならない。途中一泊して、ドルドーニュに着いた。指
定の午前 10 時。ここいら一帯は新石器時代の遺跡がいくつ
図２

もあって、入口に立札が説明している。そんなのを覗いてみ
たい誘惑を振り払いながら、目的地に着いた。そこは、もの

20 世紀の発見者、少年たちは現在の入口から入ったという

ものしい鉄柵が張り巡

ことである。一万年の時の雫が、この奥壁に穴を開けたのだ

ら さ れ て い て、 扉 に 近

ろう。

づくと数頭のドーヴェ

ともかく、こうして「入口」をくぐると、「大広間」
（
「牡

ルマンやシェパードの

牛の部屋」などとも呼ばれる）に直結し、ここがラスコー洞

大型犬が激しく吠えか

窟のなかでもっとも広い部屋であり、ここから、ほんとうの

かってきた。思わず怯ん

図１

ラスコー洞窟の入口

「ラスコー体験」が始まる。

で立ち止まると、犬の群

これまで写真集で見ていた印象では、天井が低く迫ってい

れのうしろから悠然と

てその両側の壁に、大きな牛や馬が描かれているような、閉

洞窟の管理人氏が登場。

じられた空間の感じが強かったが、入口を通ってまず驚かさ

ボクたちを鉄柵のなか

れたのは、広く大きく開かれた広間という印象、そして、そ

へ招き入れてくれた。当

の左右の壁に、大きな牛や馬が自由奔放に描かれていて、実

局から連絡が行ってい

物よりも大きいものが多いことだった。それらが皆（細かく

て、ボクたちを待ち受け

観ると全部ではないが）同じ方向へ、つまりいま佇っている

てくれていたのである。

ボクたちを発進点に奥の方へ向かってどっと駆け出してい

獰猛犬の出迎えには肝を冷やされた。
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ラスコー大広間全景

る。もし、現在の入口が広間のいちばん奥だとしたら、本来

あとで名刺をもらって判ったのだが、この管理人氏は

の広間の入口はその真向いの通路、つまり全景写真の中央に

ジャック・マルサルさんと言って、ラスコーの洞窟壁画を発

見える円い穴になり、そこに佇つと、牛たちの群は自分たち

見した四人の少年の一人なのだった。

のほうへどっと向かってくる。その牛たちの姿の動感。それ

ない。絵を観るときには確かに手は使わないで「眼」だけで
観るのだが、その眼を通して、じつは、画家が動かしていた
「手」の働きを感じ取っている。現代でも、これは絵画を観
ていて誰もが気づいているはずだ。古代の人びとは、もっと
未分化な感性と知性の働きによって、絵を観てそこにリアル
に身体の触感を感じとり、それらが呼び起こす音を自然に聴
いていた。そういう「眼で聴く音」の器能は、近代へ向かっ
てどんどん退化して行ったが、
決して死滅したわけではない。
ほとんど死滅しつつありながらも、なお、生体細胞のどこか
に潜み息をしていて、なにかの拍子に、たとえばボクがラス
コー洞窟の入口に佇んだときのような特別な条件下で得た体
図３

大広間の壁画

牡牛と馬

験によって目覚めることがあるのである。だからと言って、
みんなが特別な体験をしなければならないというわけではな

を見たとき、同時に、ボクの耳に、この牡牛や馬たちの駈け

い。そういう体験のレポートに耳を傾け、常日頃から心がけ

ていく蹄の音が響くように聞こえたことである。

ていれば、絵画が発信する音を聴き取ることは出来る。それ

長い自動車旅行と入場までの儀式とも言える手続きから一
気に解放された心理的な効果もあったのだろうが、そんな小

に、芸術の仕事というものは、いつでもそういう体験を実現
しようとして作られているものなのだ。

賢しい説明ではすまされないような、ボクは、ラスコーの大

最近の研究では、ラスコー壁画は天体の星の動きを記録し

広間に入った途端、そこに目撃した牛や馬の絵から蹄の轟き

ているということを解明したり、この種の研究はどんどん進

を聴いた。

んでいる。それは、われわれの知識を豊かにしてくれる。し

これは、衝撃的な体験だった。視覚芸術である絵画（壁画）

かし、たとえ知識は乏しくとも、すなおに絵を眺めるところ

を前に聴覚が揺さぶられたのである。—この驚き、実体験を

から養われる喜びは知識が豊かになることとは別のとても大

通して、ボクは、本来絵画という表現手段は、聴覚や触覚に

切な「人間的な」働きである。それは、原始時代の芸術活動

も訴えていたものだった、という考えを確信に変え、
「美術」

の初源のときから人間が営んできたなにものかを伝え、いま

の世界を観、考えるようになった。

もなお、思考や感性の働きについての根源的な問いをわれわ

古代、それも古代の古代、人類の幼少期に描かれた絵画は、

れのうちに呼び起こしてくれる。現代という時代にあって芸

こんにちのように「絵画」「彫刻」「音楽」「舞踊」「芝居」な

術はいかにあるべきか、この問いを考えさせてくれるのは知

どの区別はせず、人びとは、絵画は視覚に訴える表現手段だ

識よりも、知識以前の知の働きというべきものではないか。

から眼の働きによって鑑賞享受される、というふうには考え

そんなことを教えてくれるのもラスコー洞窟壁画である。

ていなかった。絵を前にして、歌を聴き声を出して唄い、掌

ここに掲載した写真は、かつて洞窟を訪れたとき入手した

や身振りで拍子を取り、踊り、なにかを視ていた（イメージ

ものだ。図 2「ラスコー大広間全景」は発見後すぐの頃の写

を思い描いていた）にちがいない。

真と思われる。ボクが訪ねたときには、この真ん中の通路の

その後の人類の歴史は、表現手段の精度を高めようとし
（こ

両脇に、
高さ１m くらいの細い鉄の棒が杭のように立てられ、

の欲望、より高きを求めるという欲望は、人間が生きていく

鉄棒の先端には裸電球が点けられ、電線が綱のように繋げら

上で避けることのできない）
、絵画や音楽や詩と歌、演技と

れて、壁に近づけないようにしてあった。

踊り、物語と歴史など、ジャンルを分立独立させ、一つひと

壁は凹凸が大きく波打っていて、そこに馬や牛の胴や脚が

つのジャンルの自律化を目指して行った。その結果、現代人

立体感を見せるように描かれている。もちろん、遠近法理論

は、絵画を観て聴覚の喜びを得ることはありえないとすら思

など知らない時代である。描かれている動物も、犬や猫など

い込んでいる。あるいは思い込もうとしている傾向が強い。

愛玩系動物はいない。人間より速く駆け、強い力を持った存

それが現代的、近代的であり、論理的、科学的であると考え

在である動物が選ばれたのだろう。

るようになっていった。ボク自身、1980 年のラスコー体験

図３の写真中央の馬は、朱に近い茶色の胴と黒い首をし

を経るまで、やっぱり絵画を視覚上の経験に基づいた論理で

て、その周りの少し小さめの馬と一緒に出口へ向って走って

分析しようと勉強していた。

いる。胴や首はべったり絵具が塗られているが、馬の向こう

ラスコー洞窟の壁画体験のあと、ボクは、絵画や美術は単

側に、さらに大きい牡牛が、これは太い輪郭線と無造作な黒

に視覚上の表現物だけなのではなく、人間が全身体の活動の

い点だけで描かれ、描法は違うのに一つの群となって蹄を轟

感動を眼と手によって移し替えた表現なのである、と考える

かせて行くのだった。

ようになった。描くという行為は手の働きなしには成立し得
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多くの作家さんたち、賛助会員の方々にささえられて「平

描き続ける（その 13）
森田直子
2022 年 3 月 28 日、横浜で開催されている展覧会、安喜
万佐子展「時の海、明日の地層」を横浜の近くに住む小学校

和を願う美術家の集まり」
は続けてこられた。
小さな力であっ
ても、社会を変えていく力になればと願っている。
来年は、東京の国立市のコートギャラリーを会場にして行
う予定です。

の同級生の友人をさそって観にいった。彼女もアーティスト
として活躍中、喜んできてくれた。久しぶりの友人との再会
に、楽しい時間を過ごした。
広い会場にかざられた各々の作品から、絵の力として観る
者にせまってくる輝き、ひびきが、語り得ない者を、感じと

平和によせる私の想い（７）スロベニア
～リフィカと旧ユーゴ救援基金終了の旅～

る空間に入れられていくようであった。さらに作品の大きさ、

三代沢 史子

深さが、私たちを無限大の上にのせられるようであった。
「芸
術は長く、人生は短い」といっていた詩人の言葉を、ふと思
い出した。
歴史をふり返ると、戦いの中で多くの作品が失われた。戦
争は、如何なる理由があっても間違っていると、私たちは学

21 世紀の今になってロシアはウクライナに侵攻した。戦
闘の中で逃げまどう子供達の姿は、どうしても戦時下のクロ
アチアと重なってしまう。いつの世でも、自分の欲望を抑え
られない、人間の悲しさを思わずにはいられない。

んできた。
私は、昭和 16 年 12 月、第二次世界大戦が、始まった数

2001 年、クロアチアが旧ユーゴスラヴィアの解体にとも

日後に生まれた。京都の地で生まれ育った私は、戦争の記憶

なう独立戦争を終えて約 10 年。私はクロアチアがどのよう

はほとんどない。が、戦争で父親を亡くした同級生も数人い

になっているかを自分の目で見て、救援基金にご協力いただ

た。私の父は戦争でなく、結核で昭和 17 年 1 月に亡くなっ

いた皆様にお知らせしたく、最後の募金を持ってクロアチア

た。私は父の姿をほとんど知らずに大人になった。父のいな

へと旅立った。スロベニア共和国からクロアチア共和国のリ

い友人も多く、当時、父のいないことを悲しく思うこともな

エカ、ロビン、プーラ、プリトビチェ、ゴレンザァ、ザダー

かった。ただ、父が戦争で亡くなったのではないという私の

ル、トロギール、スプリット、ドブロヴニク、ザグレブ、シ

ような者は、肩身のせまい思いをしたこともあった。そんな

サク、とバスで 10 日間の旅だ。

時代だったのだ。さらに当時、「戦争さえなかったなら」と

5 月のスロベニア、首都リュブリャナに着いたのは夕方

いう思いが、多くの人の心のかたすみにあったようだが、そ

だった。スロベニアはクロアチアの北にあり、
イタリア、オー

れは大きな声にはなっていなかった。

ストリア、ハンガリーとも国境を接している。首都の空港は

そして、数十年が過ぎた今、私たちは、戦争のおそろしさ

日本の田舎の駅を思わせる小ささだった。

を大きく訴えることが出来るようになった。しかし、未だ戦
いのない世界になっていない。戦いは、いつの時代にもあり、
今も続いている。
2022 年 2 月 24 日、ロシア軍によるウクライナへの軍事
侵攻がはじまった。はげしい戦争状態、多くの人の傷ついた
姿に私たちは、胸のはりさける思いを体験している。悲痛と
苦しみの中に生きる意味を探している人たちの姿に、私たち
は何が出来るのか。
小さな活動であるが、「平和を願う美術家の集まり」を続
けてきた。今年（2 回休んだが）京都で平和展を開催するこ
とが出来た（3 月 8 日～ 13 日）。会場にかざられたお一人、
お一人の内なる魂から生まれてきた作品から、「アートは、
ほろびることがない」という思いが強く伝わってきた。さら
に、作品を制作する作家さんたちの、意識しているか、ある

「チカコサーン、チカコサーン」と声がする。こんなとこ

いは、無意識のうちに、人に何かを伝えたいという思いが、

ろで私の名前を呼ぶ人があるのかな？

新しい作品の誕生につながっていくことを改めて感じた。

いると、紙に「Chikako」と書いたものを高く掲げている人

私たちは、ロシア、ウクライナの戦争状態の中、コロナウ
イルスと戦いながら描き続けている。
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朝のリュブリャナ

とキョロキョロして

がいる。マリアさんだ。マリアさんはリフィカさんの友人で
歯科医師だ。国際歯科学会が日本で開かれたときにスロベニ

ア代表として一緒に日本を訪れた。成田空港へリフィカさん
を見送りに行った際に、一枚の板に農業国を思わせるスロベ

戦争と政治
李

ニアの畑と蜂を描いた絵馬（日本でいうと）をいただいた。
ご夫婦で迎えてくださるとはびっくり。さらに思いがけない

景朝

京都のみやこめっせで反戦反核を願う美術家集団による

ことに、訪日に同行していたエヴァさんが訪ねてきて街を案

KYOTO ART EXHIBITION

内してくださった。

た。その直前、ロシアがウクライナに侵攻したとのニュース

スロベニアはクロアチアに隣接する小さな国だが、そこは

が多くの観客を迎えて無事終え

が報じられた。戦争か。産業革命以降、科学技術の発展に

10 日間で戦闘が終わったという。リュブリャナは古い街で

より高性能の武器が作られ、20 世紀は戦争の世紀となった。

戦争の跡らしきものは見当たらなかった。家々の色彩も形も

そしてまた、21 世紀も。

面白く、中心を流れるリュブリャニツァ川には様々な橋がか

第一次大戦は 1914 年 6 月 28 日、オーストリアの皇位継

かり、竜の橋、三本橋などは見るからに立派なものだった。

承者、フランツ・フェルディナンド夫妻がサラエボ訪問の

早朝に開かれた中央市場には採れたてと思える野菜や果物が

日に、セルビアの青年に暗殺されたことが発端で始まった。

飾るように店頭に並び、生活の豊かさを思わせた。それはそ

オーストリアはセルビアに最後通牒を送って宣戦布告した。

のまま朝の食事に置かれた。自然のものが沢山テーブルに並

ヨーロッパ列国の帝国主義的対立、英仏露対独墺伊の対立、

んで幸せな時間だった。

特に汎ゲルマン主義のオーストリア対スラブ主義の戦いがバ

翌日、バスで観光地・ブレッド湖へ行く。しかし観光客に

ルカント半島を舞台に展開した。政治的利権をめぐっての戦

は出会わない。静かな山里は昔からのがっちりした家が何軒

い。毒ガス、戦車、飛行機など近代兵器を用いた総力戦で約

かあり、みな庭には手入れした花が咲いていた。湖に出た。

1000 万人が戦死した。

湖の中ほどに小島が見え、そこに教会が建っている。おとぎ

ロシアによるウクライナ侵攻のニュースを聞いて、ロシア

話にでも出てくるような風景だった。岸には 4、5 人乗りの

へ旅行した時の思い出が甦った。モスクワでの国際美術展に

プレトナという手漕ぎボートがついている。案内されるまま

招待出品した。会期中に、地方へスケッチに行った。モスク

舟に乗ると 10 分もしないうちに到着。100 段近い石の階段

ワの東、黄金の門を出て 100km も離れたスズダリへ。人口

を登っていくと、そこが聖マリア教会だった。教会の中には

1 万人ほどの田舎だが、ロシア正教会が 50 軒もあった。12

平和を願う鐘が鳴るように長い綱がたれていた。ぶら下がる

月初め、雪に包まれた町は祈りの街であった。正教会の鐘の

ように綱を下に引っ張って、私も平和を祈りながら鐘を鳴ら

音に誘われ、自然に手を合わせた。700 年前の町が、社会

す。スロベニアで出会った女学生たちは健康そのもので、に

主義も関係なく、正教会の本山がそのままある。ロシア人ガ

こにこと私に手招きして一緒に写真に誘ってくれた。森林と

イドの話では朝 11 時頃に日が昇り、夕方 5 時頃には暮れる

畑は緑が生き生きとしていた。

という。そして、
寒さにはウォッカが要る。祈りとウォッカ、

スロベニアを後にし、クロアチアへと向かう。国境は孟宗

そして笑いを込めながら、あとは女だろうか、と言った。日

竹のようなもので遮断されているだけだ。バスの運転手は、

の出後、スケッチに出かけた。社会主義革命後のソビエトで

私たちのパスポートを預かって小さな建物へ入ってゆき、す

は、スターリンへの極端な個人崇拝が支配、彼による独裁政

ぐに戻って来て私たちに返す。「これが国境？」と思わせる

治はロシア国民を苦しめた。スズダリから、ペテルブルクへ

簡易なものだった。

移動した。パリをモデルにした都市で美しい。ヨーロッパで

日本とは違い、陸続きの国々では、聞いていた民族間のも

造船技術を学んだピョートル大帝が西洋的港湾都市モデルと

め事は想像に難くない。旧ユーゴ時代、５つの民族が仲良く

してペテルブルクを開港した。妻のエカチェリーナは自らの

していたときには起こらなかった争いは、隣の木の枝が伸び

隠遁所をその後、エルミタージュ美術館とした。

たとか、子どものいたずらからでも諍いへ発展していったこ

文化的にも西ヨーロッパに劣らない文化、特に文学と美術

とだろう。恐ろしいのは、混在して暮らしてきた人々が突然、

を誇るロシアは、
トルストイが非暴力主義を説いた国である。

「民族浄化」を掲げたことだ。

ピョートルはトルコへ侵攻、戦って一度は勝ったが、後に敗

リエカに入ると様子が一変した。なにか寒々しい空気で町

北。武器を廃棄し、その屑で鐘を作った。戦死者を悔やむ祈

を歩く人も少なく、観光客は見当たらない。食事もスロベニ

りの鐘であった。プーチンは侵略戦争を中止して、スズダリ

アのように豊富ではない。リフィカさん親子をこの町の難民

の正教会の前で罪を反省して、戦死者に手を合わせ、二度と

キャンプで下岡万寿美さんが見つけてくださったと思うと心

侵攻しないと誓ってほしい。

がしめつけられた。
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80 歳の誕生日に

平和を願う魂 を
清水洋子

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。

今春、国立のたましん美術館で私の 1991 年作の「流れる

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

はなびら」集、石版画が展示されていました。多色刷りの大

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

版のなんともおおらかな Happy な仕事、３０年後の今私の仕

から私たちの願いが皆様に伝わっていくことでしょう。

事は何と変化した事でしょう。3 年前母が亡くなり介護から開

・年 1 回

展覧会を開催

放され、これからはすべての自分の時間を自由に使えると、き

・年 2 回

会報の発行

ままな制作生活に没頭してしまった結果、体調を崩し、困っ

・海外の作家たちとの交流

た病気を発症してしまった。幸い良い先生に出会い治療と並

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、

行して直ちに介護申請を勧められ週 2 ～ 4 回はリハビリに通

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

う暮らしを余儀なくすることになり、１年余は最悪な状態でし

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

たが、少しずつ体力、気力もとり戻しつつあり、制作も始めて

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

います。

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。

とりかかって放置していた墨のドローイングと共に又リトグ

呼びかけ人

森田直子・三代沢史子・李景朝

ラフに取り組んでいます。かつては石を使い、自画自刷りの石
版画制作でしたが、本多リトグラフ版画工房の協力でアルミ版
を使い、刷りはおまかせしています。大版の作品は自分のプレ
スでは不可能でこれが病人の仕事かと思われる大きさです。刷

2023 年度 KYOTO ART EXHIBITION 開催地について

りから開放され描画に集中できることでより自分を率直に表現
できているかもしれません。

開催以来、皆様のご支援で来年は第 10 回を迎えます。発

隠しようもない無意識の自分を曝らけだすことになる。今回は

起人達の関わりが深く、また日本だけではなく海外から

特に我ながら次々に得体のしれない形、線、自分の体調の悪

の訪問者も多い京都で開催する意義はあったと自負して

化を先取りしたかのような、表現がうまれてくるのに驚くばか

おりますが、作家・賛助会員問わず約半数は東（北海道

りです。

～長野）に在住されています。以前から東京開催を望む

病と同時にコロナウイルスの出現、そして今ウクライナの問

声は強く、事務局で検討を重ね、来年は東京開催を決定

題がさらに根底にひそみ、闘いの三位一体（？）となって暗さ

致しました。以降京都・東京での交互開催を視野に入れ

を増すばかり。人生の最後に黒、暗さを表現したいと思って

ております。

いたがそのとおりになってしまいそうです。
自分に忠実に、時代に正直に生きている。あと残された時
間でいかなる表現ができるか、暗さのむこうには光̶救いがあ
ることを願うばかりです。
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2012 年京都画廊で第１回 KYOTO ART EXHIBITION の

版画は描いたものが反転して逆に刷りあがる。それによって

作家の皆様には作品搬入のご苦労をお掛け致しますが、
今後も「平和を願う美術家」の思いを、多くの方に伝え
続けていただきたいと心からお願い致します。
事務局

2023 年 第 10 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）

◆ 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）

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

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 2023 年 4 月 15 日（土）
◆ 申し込み 郵送宛先 〒 185-0011
◆会期

国分寺市本多 5-24-35

森田直子

2023 年 6 月 15 日（木）～ 6 月 20 日（火）11：00a.m. ～ 18：00p.m.（最終日 16：00 迄）

◆会場

コート・ギャラリー国立
HP：

http://www.courtgallery-k.com/

住所：〒 186-0004

東京都国立市中 1-8-32

電話：042-573-8282

◆ 搬入・飾り付け、搬出
① 郵送・宅配便

6 月 14 日（水）午前中必着
コート・ギャラリー国立

宛先

住所： 〒 186-0004

②搬

入

東京都国立市中 1-8-32

6 月 14 日（水）午前中必着

③ 飾り付け

10 ～ 16 時

④ 搬出

6 月 20 日 ( 日 )

森田直子宛（KYOTO ART EXHIBITON）
電話：042-573-8282

※ お手伝いをお願いします。

16 ～ 18 時 ※お手伝いをお願いします

宅配便（「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

11 時開場

事務局 森田直子（モリタ ナオコ）
〒 185-0011

国分寺市本多 5-24-35

携帯：090-8560-1894

TEL：042-203-2949

E-mail：naoko1219m@gmail.com
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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
2022 年

秋季

10 月 22 日 ( 土 ) ～ 11 月 6 日 ( 日 )

開催：土・日・祝日

11:00a.m. 〜 5:00p.m.

京都府宇治市白川
〒 611-0022

Gallery Fusajiro MIZUHARA

入場無料

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】 三代沢史子
TEL/FAX: 0463-32-8361
Mizuhara.kura@GMail.com
http://mizuharafusajiro.com

ウシュマル遺跡

1976 年 120F

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

展覧会のお知らせ
三代沢史子

横の会 :

近藤あき子個展：
増田尚子個展：

2022/06/28 〜 07/03

2022/06/15 〜 07/03
2022/09/21 〜 28

平塚市美術館

原爆の図丸木美術館

11:00 〜 18:00（最終日 16:00）

ギャラリーコロン（国立市東 1-14-17、Tel042-572-9909）「御言葉を
伝える絵手紙墨彩書の世界」 蒲生孝鋭氏の聖書書道展示有り

編集後記
今回は、第９回京都展の報告と、東京で初めての第 10 回京都展の予
告が誌面の多くを占めております。
ご感想、ご意見等ありましたら事務局までお寄せください。どうぞよ
ろしくお願いします。

KYOTO ART EXHIBITION
事務局

森田直子
〒 185-0011

ゆうちょ銀行

TEL：090-8560-1894

明日への美

国分寺市本多 5-24-35

2022 年 6 月 15 日発行

松本幸子

TEL:042-323-9405

許諾なき転載・複写複製を禁じます。

関登美子

TEL:080-5360-1918

© KYOTO ART EXHIBITION

平和を願う美術家の集り
０８６０−３−１３６５７４

16

No.19

2022

