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日（日）午後２ 時

名 が 参加 し 、 委 員 の 選 出 と 、 委

会は、美術館が休館されな

は不透明ですが、実行委員

り危険な状況です。先行き

染者数が日毎更新され、よ

たが、現在、過去最多の感

展として作品紹介をしまし

開催を断念、平美新聞誌上

昨年はコロナ感染の為、

功次

ます。多数の作品が集まる
事で、より感動深い平和美
術展となります。
感染対策を十分にして、
力作やあなたに会える事を
楽しみにしています。

実行委員会始動
事務局長
山田 泰子
３月 日に第１回の実行

が国内外で起こり、平和へ

人権や民主主義を侵す問題

すすめています。

いメンバーが加わり 名で

委員会を開きました。新し

新型コロナ感染対策のた

ＮＳで情報発信出来ます。

今日、誰もがネットやＳ

やりとりを止めることで感

ません。お金やチケットの

し、受付アルバイトは置き

め入場料は取らないことに

それでも、実作品の臨場感

染対策の一つになると考え

展覧会場に居てこそです。

意見の交流、想いの共有は

えません。代わりの会場と

本館の改修工事のために使

来年から２年間美術館は

空気、観賞者の表情や素振、 ました。

は伝えきれません。会場の

切な事と思います。

み憂える今こそ、開催は大

の道は多難です。命を慈し

世界的な感染状態に加え、

める事で、一致しています。

い限り、開催への準備を進

実行委員長 坪井

関西平和美術展開催を前にして

員長及び事務局長など事務局の分担を決めました。

からエルおおさかで

います。第一回実行委員会は３月

ず中止しましたが、今年は開催めざし取り組み始めて

昨年の関西平 和美術展はコロナ 禍のな か、や むを え

関西美術家平和会議
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第 回関西平和美術展実行委員会

（ 実行委員
名）
浅野義浩（絵画）伊藤美恵
子（絵画）尾崎文子（絵画）
川口政治（絵画）川村芳比
路（写真）佐木義輝（絵画）
三田耕之（絵画）西念秋夫
（陶芸）篠瀬和行（絵画）
玉井質 （写真）坪井功次
（絵画）土屋行子（書）栃
尾惇（絵画）中田進（絵画）
中川由美子（絵画）野村和
弘（絵画）野村芳美（絵画）
星野智（絵画）前田尋（き
り絵）松下ふみ代（書）松
本稔（絵画）松原成光（絵
画）目黒郁朗（絵画）薮内
敬三 （絵画）山内比呂子
（絵画）山岸稔（絵画）山
口隆夫 （絵画）山田泰子
（書）山中成子（絵画）矢
野林子（絵画）
○関西美術家平和会議代表
三田耕之
○実行委員長 坪井功次

避けたいとポスターも作ら

（事務局）
◇事務局長 山田◇副事務
局長 目黒・松下◇会計
篠瀬・野村芳◇出品ハガキ
確認作業 土屋・中川・星
野・松下◇車両搬入・業者
対応美術館届け 山岸・佐
木◇広告関連 山岸・川村・
篠瀬◇宣伝関連 松本・目
黒・浅野・佐木・川口・中
田◇渉外 山田・篠瀬◇平
和運動 篠瀬◇原水爆禁止
世界大会・署名 山中◇美
団連 薮内◇広報平美新聞
発行 栃尾・川村・佐木・
尾崎・松下・吉田◇ホーム
ページ 篠瀬◇印刷物依頼
篠瀬・山田◇目録名簿・
ラベル 星野・中川・山口・
松下◇会場交流会 伊藤・
山内
◇展示委員会・アンケート・
報告書担当は六月以降に決
定

/

/

/

/

をきり詰めることで赤字を

用料は高くなります。経費

大阪市立美術館と比べ使

とご協力をお願いします。

くてはなりませんがご理解

もいろいろ工夫していかな

文化館を申し込む予定です。 ないことにしました。今後

30

中村宏子
カット
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してＪＲ堺市駅直結の堺市
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第６９回関西平和美術展へ奮って出品を

西念 秋夫

品を頑張ってみたいです。

来ませんが、自分なりの作

いですね。大した作品が出

今年は平美展開けたらい

井上 輝子

しょう。

コロナに負けず頑張りま

返信ハガキの一言メッセージから抜粋

致します。

す。展示や受付等お手伝い

昨年は楽しい記憶しか覚

早瀬 光夫

中田 富士夫

いたします。
えていません。今年も楽し

せんので、よろしくお願い

土屋 行子

歳になりますが、現役

す。

いています。出展だけはど

フルタイム、教育現場で働

く過ごしたいと思っていま

ですね。美術展の間に久し

小林 博

今年は開催出来たら良い

ぶりに友人に会うことが出

ています。

うにかやり遂げたいと思っ

と思っています。

開催されたら見に行きた

く残念がっている友がいま

永崎 みさと

来ていたので、私だけでな

す。
出展作品が自由でいいで
すね。

美術展はいいなーと改めて

にしている平和メッセージ

審査しないことをポリシー

宮田 周子

伊藤 美恵子
コロナ禍の中、皆さんの

中田 進

思うこの頃です。入選とか

知恵を寄せ集めて安全で、

いつも皆様にお任せして

お手伝いは難しいが、作

品は出展しようと思ってい

出品の気持ちを持ちつつ、

展にがん張ります。

核廃絶を願って平和美術

村山 邦人

ます。

素晴らしさに魅せられてい

を覚えています。切り絵の

います。作品に力強い感動

平和の大切さ強く願って

木原 美津子

発事故のない国に。

ます）早くコロナ禍を乗り

です。（気分は下がってい

今のところは未定の気持ち

賞とか心が乱れたりするこ

らと思っております。

瀬藤 みや乃

永井 由美子

すみません。団体への要請

今年はコロナ対策をしっ

今年は開催できることを
祈っています。

かり行った上で市立美術館
で開催できるよう期待して

辻岡 弘之
です。出展者増やす努力し

個展、団体展があり多忙

います。

野村 和弘
東日本大震災から 年。

ています。

発行と尽力され、ありがた

コロナ禍で様々の文化活

改めて原発事故の大きさを

ます。
実行委員の皆様大変お世

いと思っています。実行委

絵等の展示、ニュースの
止条約の国会での締結と原

話になっています。参加さ

馬場 喜子

あの人、この人、今はど

発ゼロを目指し、コロナ禍

田原 智香子

しているんだろうと気にな

の灯が消えそうです。開催

動が中止になり、文化芸術
せん。

です。お世話いただいてい

矢野 浩

ですがよろしくお願いしま
す。

遠田 悦子
出展楽しみにしておりま

私は出品するしかない者

を願っています。

員会に参加できず、すみま
展の成功を祈念しておりま

平和でさりげない、日々

す。

雑用ならばしますが、頭

の暮らし程尊いものはない！

松井 美保子

せていただくことが精一杯

知る。今年こそ、核兵器禁

展示のお手伝い等できた

れますように。

（ｓｋ）
となく、自分らしい絵を描

投稿もお待ちしています。

など可能なことをします。

拡散してください m(__)m。

岡田 武夫

を作りました(>_<)。

る実行委員さんには頭が下

たい。いかんせん矢がない。矢の代わりに平美
いていきたいものだと思っ

愚弄してきた政権にホームページでも一矢報い

土佐 いく子

政策や聞こえの良いキャッチフレーズで庶民を

がります。私たちの平和憲

まま改憲だけに熱心で、ラベルと似た横文字の
ています。ありがとうござ

原発事故やコロナ感染の終息の見通しのない

法を守り抜くために出品が

中止という選択は「後ろ向き」か。
います。

向き」の選択だというラベル。国民の命を守る

出来ることを願っています。 越えたい。人災といえる原

コロナ禍で感じた。オリンピック開催は「前

の中、第 回関西平和美術

品と作者に会いたいです。

69

を使うのは得意ではありま

安田 由美子

展ホームページのＱＲコード

⑰

担当者日誌
平美ホームページ

71

井上 洋子

夢ある平和美術展が開催さ

宮
田

ります。平美展で元気な作

山下 二美子

10

（２）
第35号
ホームページアドレス http://kannsai-heiwa.net/
2021年5月

「平美展」は元気をも
考えさせられました。少な

ましたが、コロナ禍になり
がったね…」なんて褒めら
中川 忠司（絵画）

ンスでは？お蔭で「腕が上 「 平和美術展初出品の
頃と私」

らう サプリメント
れたりして。日々精進！命

礼子（絵画）

くとも平和というのは病気

薬谷

平和美術展の成功は、出品者と鑑賞者、それをとりもつ

平美の存在が大きいと考え、平美新聞にも反映させてきた。

しかし、よくよく考えてみると画廊や民主団体など平美展

災害が起こったら避難でき

「平美展」に寄せて

けたいものです。

とが出来る玉造洋画研究所

間、専門的に美術を学ぶこ

チラシ、昼間働きながら夜

平美展に関わる一人として紹介できればと思っている。 （ｊ）

のような経過で「広告主」を広げていったのか不明ですが、

多い。時々画廊で鉢合わせする方もある。先輩の方々がど

所属する画壇やグループで活躍し、画廊で見かける方も

を応援する「広告主」の存在も大きいのではと考えた。

ることなどと思います。毎
松井 美保子（絵画）

を知る。職場から近いこと

１９７０年２月、１枚の

住んでいました。関西美術
日、コロナのニュースで心
「平和の壁に花一輪を」の

もあり、３月入所した。

になったら治療を受けられ、 尽きる時迄、生命燃やし続

家平和会議には、今は亡き
がザワザワして落ち着かず
印象的なフレーズに魅せら

私は、大阪生まれの大阪

中野すみれさんに誘われて
展覧会など文化スポーツも

育ち。 歳までは大正区に

入りました。

んでいましたので、大阪の
まずは心に平和をもつ

の糸のようになっています。

秋、渡辺修等がいた。本科
生で石膏デッサンを学ぶ。

様に はい つ も お世 話 にな

平美展 に集 う作 家の皆

で恐 ろし い 実 態で す 。か

の生 活な ん か そっ ち のけ

正」 「核 兵 器 容認 」 国民

吉田 良男
小渓住久、加藤義明、森本

り有難うございます。

茶臼山画廊

光英、川合敏久たちが見て

デッサンの指導は助講師、

平和をテーマにした美術展

れて 年休まず出品してき

友達とは遠くなり、寂しかっ
好きな絵を描く 川柳を作

講師に小松益喜、山田千

影響を受け人々の絆も蜘蛛

たのですが、絵画展に出品
る 書もかく 平常心を持

仕事で兵庫県西宮市に住

するようになってからは、

七夕様のように年に一回は、 とうと思います。

戦 争が 「 殺 人」 で ある

と平 和を テ ー マに し た美

うとしている今こそ、堂々

れと いう 歴 史 を繰 り 返そ

つて 戦争 の 暗 黒時 代 に入

こと は疑 い 無 く、 ま とも

術展 が存 在 す るこ と の意

平 美展 に 賛 同す る 理由

な人 間な ら 絶 対に し ない

義が 強調 さ れ るべ き では

くれた。石膏デッサンの選

吉田 朋子（絵画）

日々精進

した。友達から「来年楽し
全世界の人々が、初めて

展に出品していたので、そ

大阪で会えるようになりま

みにしている」など、励ま

一つの敵「コロナ」に挑ん
ました。このコロナ禍はま

の年の夏、平和美術展を初

事で す。 し か し現 実 に選

ないでしょうか 。（続く）

る直 前に 「 戦 争が 廊 下の

される事で、制作意欲が湧

でいます。かつてこんなこ

さか！まさか でした。戦

めて見に行った。

挙民 の選 択 す る者 の 多く

は「 戦争 」 の 対極 の 「平

いてきます。出展させて頂

とはなかった。今こそ「知

後に生まれた世代ですが、

翌年、自分も出品しよう

は「 戦争 賛 美 」「 歴 史修

奥に 立っ て い た」 と 、気

く事で、いろんなジャンル

恵」と「愛情」で立ち向か

平和の尊さはよくわかりま

と思い 号の木枠と布地を

和」 をテ ー マ にし た 美術

の方々との交流で、学ぶこ

わねば。高校（市岡高校）

す。戦争は人類最大の悪で

買って悪戦苦闘してキャン

考で合格すると専攻科生に

とがいっぱいです。関西平

の「ＯＢ展」も「平美展」

す。平美展に出品すること

バス張りをした。描いた作

なる。講師や助講師、専攻

和美術展は、私にとって、

も中止。そんな私は大好き

は絵を描く私の誇りです。

品は「雪景色」で玉研の合

づい たと き に はも う 手遅

元気をもらうサプリメント

な絵や文章を赤旗新聞や年

運営に当たられている皆様

評会で小松益喜に酷評され

展だからです。

です。

金者組合新聞、文芸誌等々

にこの場をお借りして感謝

品が懐かしい。 （敬称略）

30

!

科生のほとんどが平和美術

心に平和をもつ

に 書き （描 ）き ま くっ て

尾崎文子（書・絵）

た記憶がある。初出品の作
ます。

します。ありがとうござい
今こそ世間に物申すチャ

（笑）います。

戦争のなかった時代に生

まれて良かったと思ってい

茶臼山画廊正面

33

18

第35号
ホームページアドレス http://kannsai-heiwa.net/
（３） 2021年5月

朝鮮戦争の危機の中で生ま

術展が第二次世界大戦後の

全国各地で平和を求める美

での街頭宣伝にも参加

毎月６日か９日に上六

き始めています。また

お願いした署名が届

を考えるために出発した。

れ、連綿と営まれてきた。

しています。

四國五郎の画業と
私たちのこれから その５

被爆の地では今どのように

（５月は６日 近鉄百

郁朗

柿手は「夜の森」、
引き継がれているのか現地

貨店前 時～午後１時）

目黒

四國は「母子」、福井
に探りたいと思っている。

「広島平和美術展」

分」、

朝倉摂、吉井忠、麻生

灰谷正夫「さけび」、

作で、沼田曜一の語り文・

「無題」、井上長三郎、 中心となった山口勇子の原

丸木位里と赤松俊子は

四国五郎の絵で、金の星社

原爆孤児を支援する運動の

絵本「おこりじぞう」は

さるようにお願いしま

続き署名を集めてくだ

一の被爆国として引き

が、平美展として、唯

コロナ禍で大変です

芳郎「炸裂後

三郎らも出品。絵画１

す。

一昨年、大阪大学総合学

（山中成子）

から発刊された。

２回から写真・生け花・

術博物館で四國五郎展が開

一歩。まず自分から署

点、第

デザインが、第４回から書

かれた際に、原画を撮らせ

名する。目標は何とか

６０点、彫刻

１９５５年８月、初めて
が加わった。 （２０１６年発

てもらったうちの一枚は、

は じ め の第

の原水爆禁止世界大会が開

刊の、永田浩三著「ヒロシマを

持ちましたが、どうやっ

『前 略

かれた。その協賛行事とし

「かあちゃーん」と、女の

て集めたらよいのか？

お 知 ら せ

▼出品申込みは７月７日（水）締切。
平美展への出品は事前申込み制です。
出品申込みハガキに必要事項を記載し、
投函す ると同 時に出 品料は 郵便振 込 で
お願いします。 （出品規定を参照下さい）

▼今年 の搬入 及び展 示は同 日に行 い ま
す。８月２日（ 月曜日 ）搬入 は 時 ～
時 分 。 な お展 示 作 業 は 時 分 か
らの予定です。

▼来年 から２ 年間は 大阪市 立美術 館 改
修のた め使え ません ので平 美展は 別 会
場の予定です。

▼新型 コロナ 感染対 策は美 術館の 対 応
に準じます。

編集後記

コロナ禍の中でこそ平美

搬入８月２日（月）搬出８月９日（月）

伝える」から）

子がじぞうさんの前に、す

30 12

大阪市立美術館

て広島平和美術展が企画さ

もともとこのコラムは、

迷っています。しかし

13

2021年８月３日～８月８日

れた。会長は柿手春三、事

がり寄る場面だ。 （写真）

皆の気持ちが集まって無

（尾崎）

第６９回関西平和美術展

絵本「おこりじぞう」原画

私たち関西平和美術展の今

訴えが出て、大変励ま

事平美新聞の編集が出来ま

の灯を灯そう！

されました。時間がか

おもしろい美術展になれば

かるかも知れませんが、 した。コロナ禍を力にして
頑張りたいと思います。』

しょう。

して力を合わせ成功させま

ましています。感染に注意

いいなあ…期待に胸を膨ら

28

（新里哲雄）

４月現在 筆 人
91

務局長は四國五郎だった。

30

12

平美新聞に３段抜きで

13

15
10

（４）
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