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on having thc tour of〔1lc 4th sho、ぉ′, and thc usual annual fall

and spring cvcnts ha、c bccn and will bc hcld Somc intcrcsting

visitors havc comc to KIヽヽ′ノ【s(〕fficc,as you will rcad insidc

KI VヽAis 4th cxhibition 、ぃFaS a history―making cvcnt Thcrc

has ncvcr bccn a display of、ぃloOdbloc(prints on such a scalc in

Asia bcforc Thc quality and prcscntatlonぉヽFCrC uncxccllcd As a

printinakcr rnysclf,IH′as grcatlドnlovCd by thc AヽFOOdprints bcing

crcatcd today in thc world lt、ふ13S a VCry inspiring and influcntial

opportunity to study and comparc,ぃヽFhiCh arc tM′o of thc motivcs

for holding any cxhibition in thc first placc

Thc supportcrs,nonc of thcm Kllo、A′ing at all what thc rcsults

nlight bc, took a chancc alld backcd KIヽVメゝ
is idcas up Thc

rcsults ぉヽFCrC Stunning KI VヽA has madc a namc for itsclf aモldA

holding up that buddillg famc.、ぃFill COntinuc to producc thc bcst

cxhibitions possiblc of thc、FOridis contcmpOrary Hroodblock

p r i n t s  二

卜展示会場内
Show Visitors

Entrance to the 4th K へヽ/A Sho、′v

言 葉

― ド・スタイナー

今ヽ景iピ緊閏告1者薔ン
を念頭に、ゆった りとしたペースで、勉強会などの定期的

な活動を楽 しんでいます。 とはいえ、KI 中ヽ■巡回展の申し

出もボツボツ出てきていますので、その実現に向けて来年

あたりからまた忙 しくなることでしょう。またここ 1年 、

KいVA事務局には世界中からたくさんの作家が訪れてくれ

ました。嬉 しい限 りです。(関連記事をお読みください。)

第 4回 KI VヽA展 は、木版画だけの国際展 としてはアジア

初の試みで、木版画の歴史に新たな 1ペ ージが刻まれまし

た。そのスケールの大きさに加え、バラエテ ィに富んだ作

品群、見やすい展示方法など各方面から高い評価を頂きま

した。私 自身も世界中の作家から寄せ られた作品を前に、
一作家 として大いに感動させ られました、さまざまな優れ

た作品に接 し、刺激され、影響 される一展覧会を開く意味

は、まさにここにあると言えるで しょう。

今回の展覧会は、新 しい試みだつたために、蓋を開けて

みるまでどのような桔果になるか未知数でした。それにも

かかわらず、実に多くの方々が私たちの趣旨に賛同し、支

援 してくださいました。K即 浪展の成功は、これ ら皆様方

のご尽力なくしてはありえません。この場を借 りて心より

おネしを申しあげます。

K即 浪 の名前も、広 く世界に知 られるようになってきま

した。その名に恥 じないよう、これからも世界一の木版画

展をめざして 、努力 していきたいと思っています。G
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京都国際木版画協会

第 4回 KIWA展 を終 え て
KIWA会 長  リ チャー ド・スタイナー

―且
4回 K  I I V A展が終 り、はや 9

ヶ月が過ぎました。KI ヽヽ1 ニヽ

ュースを定期的に読んで下さ

っている方々はご承知だと思いますが、

私たちはこのKIヽ独展の準備におよそ

三年半を費や しました。展覧会そのも

のはたった一週間とい う短い期間でし

たが、そのときに味わった′いの高揚は、

今も私の胸にありありと甦つてきます.

会場は京都市美術館別館の 2階 、明治

時代に建てられた天丼の高い重厚な建

物です。

今回の展覧会には、25カ国、 123人

の作家から331点の応募がありました.

受賞作品と展示作品の選考は、4人 の

審査員と5人 のア ドバイザーによる審

査会で行われました。今展覧会では、

KI VヽA大 賞を初めとし、11の賞が設け

られました。賞の提供者は、K即 は を

サポー トしてくださっている企業や団

体、個人などです。KI 甲ヽ狐大賞は言 う

までもなく最高賞ですが、それ以外は

二等、二等 とい うように、序列をつけ

ないのがK BVA展 の特色で丸 審査は、
一次審査で賞候補にあがつた作品の中

から、提供者の意向を十分汲みながら

審査員たちが決定していくとい うフェ

アーなや り方です。K Im■大賞に輝い

たのは、カナダ、バンクーバ在住の峰

岸伸輔氏です。また展示作品について

は、応募者の作品は必ず 1点 は展示す

るとい う方式の下に、 170点 が厳選さ

れました。(詳細については、K即 ぬ 展

カタログをお読みください。)

会場では、来場者から作品が大変見

やす く、 しかもディスプレイそのもの

も美しくてよかったとの評価を頂きま

した。私たちが考案 した方法は、黒の

薄いプラスティック ・シー トに作品を

に張 り、それを小さな目立たない釘で

壁に留めるというものです。この方法

のメリットは、ガラスを用いないので、

和紙の風合いや色の質感などがよりよ

く感 じられること、また光の反射がな

いので、作品が見やすいとい うことで

す。展示の際も通常のように重い額縁

を天丼からワイヤーで吊るさなくても

よいため、作業が楽で、会場全体が見

た目にすつきりするとい う利点もあり

ます。展覧会を観 られなかった方はK

I 上ヽのホームページの写真をご参照く

ださい (URL:www kiwa nct)。 写真

では、全体像が今ひとつつかみにくい

かもしれませんが、最先端の照明設備

に、オフホワイ トの壁 と、作品展示に

は最高の環境でした。

展覧会は前述の通 り、一週間とい う

短い期間でしたが、 2,000人 を越える

記録的な来場者数を得ることができま

した。またシリウス賞を受賞 したハッ

サン ・キラン氏が トルコからはるばる

来 日し、会場を訪れました。サイン会

や写真撮影にも快 く応 じてくれ卜終始、

にこやかに来場者 と交流をしていまし

た。入り日正面に飾つた同氏の大作 3

点は、訪れる人に大きなインパクトを

与え、会場の雰囲気を盛 り上げてくれ

ました。

過去 3回 のKIm■ 展に続き今展覧会

でも、世界の至る所でプロ ・アマを問

わず、多くの人々によつて木版画が作

られていることが証明されました。そ

して毎回、優秀な作品が着実に増えて

いるのも事実です。また今回、女性が

出品者、受賞者の半数近 くを占めてい

る事も、特筆すべきでしょうゃ

このように、伝統的なものから現代

的なものに至るまで、世界のあらゆる

地域で作 られている、あらゆるスタイ

ルの作品が、ここ「京都にやってきた」

のです.

(カタログをご希望の方は、奥付の連絡

場所にお申し付けくださV 。ヽ)5

▲ハツサン ・キラン作 「勃起」
屈θ―局r釘:′οtt by Hasan Kiran
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The 4th Exhibition Review
Richard Steiner,Klヽ ⅣA President

inc months havc passcd sincc thc cnd of thc Fourth

KI VヽA Exhibition Pianning for it had bccn going on

for allnost thrcc and a half ycars bcforchand,as rcgular

rcadcrs of KIヽVA Ncws know Thc show itsclf was only a wcck

long,typical for somc cxhibitions hcrc in Japan Ncvcrthclcss,

thc cxcitcmcnt of thc cvcnt rcsidcs in our hcarts still

We reccivcd 331 prints fronl 123 individuals in 25 countrics,

a fair rcprcscntation of thc woridis printlllakcrs Thcrc wcrc four

judgcs and 5 prizc―givcrs or thcir rcprcscntativcs,who chosc thc

works for display and for prizcs Of thc 331 prints,170 wcrc sc―

lcctcd for display,atlcast onc by cvcry artist who scnt in work

Thcrc wcrc ll prizc―winncrs altogcthcr,following KIヽVAis idcas

rcgarding compctition prizcs whcrc thcrc arc no First,Sccond or

Third Prizcs(though thc KIWA Grand Prizc can bc considcrcd

thc Bcst―of―thc―Sho、汀l it wcnt to Shinsukc Mincgishi,Vancou、

vcr)Rather,individuals or companics or municipalitics offcr

thc rcmaining prizcs for thc bcst prints in thcir o、ふFn CStimations

among thosc no■linatcd for considcratlon by thc judgcs This is

w h o l l y  t‐a i r c r  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  w a y ( F o r  m o r c  d c t a i l s , p l c a s c

rcfcr to thc catalog*)

Thc prcscntation of thc prints in thc Kyoto City Muscun■_411-

ncx、ぉ′as stcrling Our original display mcthod,placing thc prints

dircctly onto thin,black plastic shccts and fixing thcsc to thc

walls、ム′ith virtually invisiblc,tiny nalls,、ハ′as acclairncd by thc

visitors as a、ドondcrful and consideratc way to vic、v artwork

Thc singularly rcmarkablc advantagc of this mcthod is that no

glass is uscd Thc visitor litcrally comcs facc―to―facc、vith thc

artwork Thcrc arc no spotlight llarcs or rcncctions of othcr visi―

tors walking pass Thc tcxturc of thc print is plainly vittblc,just

as thc artist intcndcd Ccrtainly,so many artists havc long bccn

unhappy ovcr having to dcal H′ith thc cxpcnsc and troublc of

hanging work by intrusivc、ハ′irCS On gallcry and muscunQ walls

At last,thcrc is a much bcttcr and lcss cxpcnsivc way lf you

havcnit yct,takc a look at thc cxhibition photos on thc KIヽVA

homepagc to gct an idca of what pcoplc are cxcitcd about(URL:

W いヽム′kiWa nct)Photographs givc Only thc barcst of indications

of thc scopc of thc show Thc lighting in thc ttncx is statc―of―

thc、art Thc walls arc slightly Off―whitc, and wood―bascd,suit―

ablc for grcatcr rlcxibility in displaying art、ハ′ork

Ovcr 2,000 pcoplc camc to scc the cxhibition, a rccord for

this typc of show Onc of thc prizc、vinncrs,I■asan Kiran,camc

from Turkey to bc prcscnt during thc cxhibition pcriod For

thrcc days,hc signcd catalogs and had his picturc takcn by many

gucsts His iargc prints wcrc displaycd at thc entrance,sctting

thc mood tor thc wholc cxhibition

This show provcd again,as havc past KI Vヽ♪ゝ cxhibitions,that

、woodblock prints arc bcing crcatcd all ovcr thc worid,by count―

lcss artists,both amatcur and profcsslonal Many of thc ハヽ′orks

wcrc of thc highcst cxccllcncc Thc ovcrall quality,in fact,has

becn gctting bcttcr、ム′ith cach sho、ハ/ Onc happily surprising dif―

fcrcncc this timc was that ncarly half of thc artists submitting

prints and winning prizcs wcrc M′omcn Ncarly cvcry corncr of

thc giobc was rcprcscntcd as well as cvcry stylc of woodprint

flom traditional to modcrn
*The catalog is still avallable;thoseヽ

ぁ′ho wantto order,see pagc 16

for c mall and mailing addresscs ■

くKIWA展 カタログ ¥1,500
手摺りのカバー付で芸術的価値も高い。
700部 限定 (エデインョン No入)、
A5サ イズ、 104頁 (カラー/モノ
クロ)。

KIWA Cata og ¥1,500
Dust jacket is an original pr nt in a
nurnbered ed tion of 700, signed and
stamped by KIAvA President
104 pages, color/B Aヽ/, A5 size, soft

cover A co‖ector′sにem
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作 家  名

Ardst Name

受 賞  名

Pttze Name

出 身 国

Country

下ILLIAヽIS Idaherma   l」 AWK Il tt    JAWK Prize I          I【 テSA

OSTE― ALEXANDER Pia 」AWK 工 富 JAヽ F`K Prize II USA

DヽIN Scrkan ホルベインエ業富 I Holbcin Prize l Turkev

GIATTI Remo ホルベインエ業賞工 Holbein Pr z e  l l l Italv

SCttIヽ Aヽ 「arv Dr 岩 崎 営       Dr「 wnRnk Pr17ρ Greece

KIRAN Hasan シ リウス富      S e r 1ミPrize Turkev

BENGISU Hatice 干仁倶楽言【富     O n 11lb Prize Turkev

KOMIANOビ Aria 日東精工賞     NiJ o Selko Prlze Greece

VASILIUNAS Kestutis 彩多賞       Sai a Pnze Lithuania
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はカナダのバンクーバーで、

版画を使って絵を倉けってtヽ

ます。小さい頃か ニク〒 卜 !

工に通ったり、学校で も実作、'' 1〔七|ま

良かった りと、絵を祥 く事|二十.二 十

きでしたが、自分が1子来を指き|こたろ

とは夢にも思つて, まヽ七′′てしたt

今年の 1月 でちょうどご水を!|て11

年が経ちました:当 社|まL実 手上 /エ

ーになるつもりで渡来しました 力 !)

フォルニアにある

幾つかの美術大学

を卒業すれば、就

職 日が必ずあると

信 じられていたか

らです。 4年 帝」の

美術大学に入る前

に、取 りあえず一

般教養を終わらせ

る為、小さな短期

大学に入学 しまし

た。ところがそこ

で出会った美術史

教授の情熱に感化

され、方向転換 し、

デザインから芸術

▲ 「黒穴達と有機形態」
81ao 用々o′os,っJO′gっβ/o Forrns

1生二を創るには、技法を覚え、それな

,|こ計口Tを立てて制作する能力が要 り

ます= この計画を立てながら最終的な

イメージに仕上げる行程が、高校まで

4く親の影響で理敦系だった私にはひっ

た りでした。

私は版画を ドローイングの一種だ と

考えます。 ド ローイングの技法には鈴

革やコンテ、絵の具等がありますが、

版画もその内の 1つ です。人それぞれ

制作方法として版画を

選ぶ理由は違いますε

複数の作品ができると

か、単に好きだから、

版画家だから等、色々

な意見があると思いま

す し、私 自身もほぼ全

てに同意するでしょうラ

でも、私が版画を使 う

第
一の理由はその素描

能力にあり、それなく

しては頭の中にあるイ

メージを紙の上に再現

できないところにあり

ます。木版の椅麗なぼ

かしや リトグラフのテ

楽しみが版画にはあります=版 が自分

で勝手に進んでくれるような感があり、

毎回版に楽 しませてもらつています。

特に木版画では、版を物理的に手で彫

る行程があり、最終的な作品は平面な

のに、版は彫亥」のような立体です。こ

の絵に現れない肉体的作業にも面白み

を感 じます。

今年KIヽヽL生展で大賞をいただきまし

た。毎年いくつかの公募展に応募 して

いますが、木版画のみの展覧会とい う

の|ま初めてでした。ちょうど1999年か

ら2001年にかけて、板 目と水口木版を

1つ の面上で共存させる挑戦をしてい

▲ 「浮世の蝶」
gυrrθ′イ/わ っF/θっr7舟g Sρっoo

ました,そ れ らの凸版作品の数点を応

募 しました。現在も複数の技法を併用

し、大きな空間の中に小さな空間を存

在 させる絵を描いています。KIWA展

に送つた作品はそれ らの空間を区分す

る為、板 目の風景の中に木 日の風景を

吊Jることで表現 してみました。作品帝J

作は孤独な作業ですt誰 かに相談 した

り話 し合った りして倉」る訳ではありま

せん。私は制作途中で作品を人に見ら

れるのは好きではありませんが、出来

上がった作品を見てもらうことは嬉 し

いです。KIWA展 では作品を多くの人

達に見てもらえ、賞まで頂き、とても

光栄です。C

― ― K  W A 大 賞 受 賞 者 の エ ッ セ イ

版
囀

画 で あ る 理 由
伸輔

に目覚めました。その結果、カリフォ

ルニアの美術大学に編入する必要がな

くなり、 2年 後、バンクーバーにある

エ ミリーカー美術大学に入学 しました。

ビザの関係で、はじめの 1学 期間は夜

間の 2つ の授業 しかとれず、選んだヨ

ースの 1つ が凹版でした。母親が版画

コレクターで、幼少の頃から版画に回

まれて育ち、凹版の細 く黒い禄に悔れ

ていましたぅどうやって創るのだろう

と、軽い気持ちで選択 したこのコース

がそれからの人生を変えましたこ教授

の美術に対する豊富な知識に感動 し、

様々な年令や人種のクラスメイ トに出

会い、毎回授業が楽 しくてしかたがあ

りませんでした。凹版に限らず版画で

クスチャー、凹版の黒いシャープな線、

どれをとってもそれでしかできないも

のがあります.私 は初め、頭の中にあ

るイメージをどの技法を使い、どのよ

うな順序で再現 していくか考えます.

元のイメージと最終作品とがまったく

l「lじになることはほとんどありません

が9

たくさんある版画の魅力の一つに制

作中に必ず起る事故や失敗があります

私はそれ らを 「ハッビーァクシデント」

と呼んでいますぅ計画 していたことが

上手 くいかないとか、思つていたのと

まったく違 うテクスチャーが出て しま

うことが多々あり、そのような状況を

どのように克服 し、利用するかという

kiwa news 5/6
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K I WV A Prize Winneris Essay

L_______:111景|♀gS品私」』i蝋ドSt Be Printmaking

I齢 襴 齢 鑑 漁

in art ciasscs in Japan,and as a child,I uscd

to attcnd art studios aftcr scilool l havc

al、ふ′ays likcd to crcatc,but ncvcr drcanlcd

of bccollling a profcssional artist

Jantiary of this ycar、ふFaS my 10til an―

nivcrsary of living in North′uncrica Thc

original rcason l lcft、ハ′as to study indus―

trial dcsign at an art

collcgc in Callfornia,

which guarantccd

a  j o b  a f t c r  c o m p l c、

tioll Bcforc cntcring,

I atlcndcd a small

c o n l m l l n i t y  c o l―

lcgc to complctc my

gcncral cducation

Thcrc, I illct an art

history profcssor who

changcd nly lifc Shc

いFaS SO passlonatc

about art and art his―

tory that l H′as grcatly

movcd and dccldcd

to changc my focus

from dcsittn to finc

art いぃ′o ycars latcr,I

movcd toヽ アancotlvcr

to attcnd thc EIllilv Carr lnstitutc of Art

and Dcsign Bccausc of lny visa situatlon,

I、ドas onlドablc to takc t、ドo cvCning cours―

cs 01lc of thcsc courSCS ttFaS an intag1lo

printrnaking class My mothcr has always

bccn a print collcctor Sincc l was vcry

young, I havc bccn surroundcd by prints

and havc alMFavS bCcn attractcd to thc

sharp blac(lincs of intaglio prints l t00k

this coursc sil■lply bccausc I、ふ′antcd to

scc ho ぃヽ′thosc lincs、ぉ′crc madc in spitc of

this insinccrc motivc,I had a grcat tilnc

Thc ins↓ructor had a trcmcndous amount

of knoH′lcdgc in art,and thcrc wcrc also

many intcrcsting studcnts of diffcrcnt agcs

and backgrounds Oncc again,a classroom

s u b l c c t  h c l p c d  m c  c h o o s c  m y  p a t h  i n  l l f c

Printrnaking is a pcrfcct incdiunl for mc

▲ 「隠れた景色」
″′びびoゎ とっ海」scaρos

and works wcll Mrith my pcrsonality lt

rcquircs pcrfccting thc tcchniqucs and

dcmands thc ability to plan stagcs in ordcr

to achicvc thc dcsircd imagcs Bccausc of

my fathcr s influcncc, I studicd math and

physics intcnsivclyぃFhCn I ぁ`′as a studcnt

This iogical way of thinking assists mc

whcn l think in print

l considcr printnlaking as a typc of

drawing Thcrc arc many drawing tcch一

niqucs, such as

pcnciL charCOal,

and illk Printinak―

ing is just onc of

thclla Evcryonc has

diffcrcnt rcasons

for choosing print―

making whcn thcy

crcatc an lmagc

Somc nlight say

it is bccausc thcv

can nlakc nlultiplc

originalsi othcrs

might say bccausc

thcy silnply likc thc

mcdium fOr itsclf

l agrcc lo mOst of

thc rcasons which

onc could comc

u p  w i t h  H o w―

cvcr. I chosc printmaking bccausc of its

draいFing pOtcntial、 alld thc fact that only

printlllaking can rccrcatc on papcrぃヽ′hat I

havc in my■ lind Bcautiful gradations in

Aヽ′OOdb10Ck prints,tcxturcs in lithographic

washcs, and truc black lincs in intaglio

can only bc achicvcd by thc mcdium of

printmaking Ncvcrthclcss, although I

alあヽFays plan ahcad、ぃ′hich stcps I、AFill takc

and tcchniqucs Iぃrill usc,thc final illlagc

ncvcr iooks thc samc as、′hat l originally

had in lnlnd

Onc of thc many attractivc points in

printl■laktng is thc problcnls or l■listakcs

l cncountcr during thc proccss of imagc

making l call thcsc i Happy Accidcnts Ⅲ

Of t c n , w h a t  l  p l a n  d o c s n i t  w o r k , o r  a  v c r y

diffcrcnt tcxturc than l cxpcctcd appcars

whilc IIn proofing Hoぃ′cvcr, it is amus―

ing for mc to rctricve or takc advantage

of thcsc situations lt is allnost as if thc

platcs and blocks sct thcir own dircction

Espccially. in H′oodblock prints, thcrc is

thc process of actually carving with your

hands Thc final imagcs arc two―dilncll―

sional,yct thc proccdurc for lnaking thc

blocks is vcry thrcc―dilllcnsional,silllilar

to sculpturc l am also attractcd to thc

physical labor,、ぉ′hich docs not shoMFin thC

nnal prints

This ycar. I rcccivcd thc grand prizc at

thc 4th Kl VヽA Exhibition l usually ap―

ply to a fcw compctitions or a的 udiCatcd

shows cvcry ycar,but this was my first

woodblock print―only cxhibition Bct、ムrccn

1999 and 2001, I crcatcd works Hlixing

woodblocks and wood cngravings on onc

surfacc I、ハras ablc to scnd a small group

of thcsc rclicf prints to Kyoto l still work

い`Fith a mi、ttlrc of llluitiplc tcchniqucs to

creatc imagcs of landscapcs withill largcr

landscapcs ln thc works l scnt to KIVヽA、

I uscd、ハFt10dblocks and wood cngravings

to idcntitt Or scparatc multiplc landscapcs

and spaccs

Thc prOccss Of making art can bc

thought Of as a loncly onc l donit discuss

it or talk about it to anyonc l disllkc my

いFOrkS to bc sccn M′hilc thcy arc in thc pro―

CCSS Of bcing madc,but it is my plcasurc

to sho、AF thCm ぁヽ′hcn complctcd l fecl holl―

orcd that nly prints wcrc vicwcd by many

pcoplc and rcccivcd thc KIヽ VA Grand

Prlzc iニ

▲隈岸 伸 輔氏
Shinsuke Minegishi
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市 _ヽ皿回 □

Rの 夢

0年 前、Rが ニューヨークからやって来た。Rが

いつ頃から木版画を目指 し始めたのか判然 としな

いが、京都に移 り住んだRを 訪ねる度に、初期の

頃の作品をボチボチと目にするようになったと思 う。その

時々の課題作品らしき日本的風景よりも、R自 身の発想に

よる精神世界を表現 した作品や小動物、文字などをモチー

フにした表現に興味を持ったことを覚えている。その後の

永年にわたる研究 と制作活動を経て、私が密かに期待 して

いた通 り、Rは 日本の伝統的な木版画のイメージを脱 して、

今 日的なテーマに真摯に取 り組むアーティス トとして制作

を続けている。そんなRが 必然のこととして 「今を生きる

世界の木版画作家は何を考え、どんな表現をしているのだ

ろう?見 て見たい 1」 と思 うようになったとい う。

Rの 夢は、世界の現代木版画コレクションを作 り、その

美術館をオープンすることだとい うぅ資金もパワーもない。

最初は耳を疑った。そして 6年 前、募る思いがスタッフに

支えられ、K印 快が誕生、第 1回 KIヽヽ晩生展が開催された。

世界から作品を募集 し、それ らをそのままコレクションにす

るとい う壮大な夢の第一歩が始まった。今私は、そんなR

の夢の片棒を担ごうとしている自分に少々戸惑いを感 じな

がらも、結構楽 しませてもらっているsと い うのも、2003

年の第 4回 KIWA展 に、Rの 夢が正夢になるのでは ?と い

う前兆のようなものを感 じたからだ。25カ国、 123名 の応

募 と、それを上回る作品点教もさることながら、一堂に集

まった作品群が放射する作家たちの息吹、メッセージの渦

巻 くトータルなパワーに吸い込まれてしまった。個々の作

品の技術的、芸術的レベルにはばらつきがあるものの、現

代木版画芸術の最先端 ともいえる作品もある。それ らの作

品を前にして私は、木版画とい うジャンルを忘れるような、

ひとりの人間として今を如何に見据え、生きるかとい う思

索に富んだ 「現代の表現」 ともい うべき熱いメッセージに

友成 良 治

共感を覚えた。作品の裏に垣間見える作者の顔や声は、人

間に共通の生きる喜び、悲 しみ、怒 り、祈 り.… … などで

あった。それ らを受け止め未来に思いを繋 ぐとき、それ ら

すべての先に平和のイ メージが浮かび上がってきた。戦争

は芸術を駆逐する。木を彫るとい う行為も喜びも奪ってし

まう.現 在もテロや戦争が絶えないが、平和な暮 らしの中

でこそ、政治や経済よりはアー トや文化の切 り口でこそ、

未来に繋がるワンワール ドが見えるKh晩 生展であった。地

球上から戦争が消え、生を謳歌できる時、KIWAは 木版画

の殿堂として、より広く、深 く共感を得 られるのではない

だろうか。そもそも、森の木の恩恵をちょっび り頂戴 し、

時間を掛けて黙々と彫るというプリミティブな営みそのも

のが、なんと平和な光景ではないか。その時、Rの 夢は正

夢になるだろう。

KIWA展 はいわゆるコンテス トではない。木版画を通 し

て 「現代を見る、考える」 とい う視フ点に、KIWAの 現代的

な意味がある。「From Where to Where?」 とい う

トルコから出品された作品のタイ トルが象徴的だ。他にも

「内面と逃走」 「共生」 「思索 !朝」 「復活」「浄化」「休

思」 「生命」 「悲しい月」 「爆発」 「抗議」 「宇宙」.….

といったタイ トルが目立つ。具象 と抽象を問わず、直接見

えるものよりは、見えないものを表現 しようとする試みが

際立つ。木版画は未来を目指 している。

法隆寺に現存する世界最古の木版、ヨーロッパに多大な

影響を与えた浮世絵、そのヨーロッパに触発された創作版

画。Rは そんな日本で伝統を学び、今その系譜の上に現代

版画のコレクションを加えようとしている。Rは 会 う度に

穏やかでゆった りとした笑顔を見せてくれる。30年来変わ

らぬ少年の趣である。気が和み、なんともニュー トラルな、

さらのフトに帰るのである。京都にたどり着いたRの 夢は畢

党From Peace tO Peaceと 思 うのである。G

～ 3月 2  E l ( 日)

2 (Sun Ⅲ  20 0 3

京都市美術館別館2F  I

Kvoto Citv MuscumA Annex

場玄関の旗はスタイナー版画数室の
佐竹美紀さんの手作り
Miki Satake in fron1 0f the Annex and her
t、打oKい /A banners

レ会場のレイアウトは会場の模型を作り、
検討した。
模型はスタイナー版画教室の服部かあり
さんが作成。
Kaor Hattor and fr end vvorking On her
scale imodel of the sho、汀site

用4田  KWA尿 アルバム
～ 説 で″csル ″ θ“r灯 物 P t tοrθ α′b l r″

～

十■1■セヤラケ

・
―

‐
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▲チケツト Tickets
(左から一般券、招待券、学生券)

醸
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Tom's唖

R's Dream

camc to Japan a littlc ovcr 30)● ょrsュビG l dt n`t(1,ぃ ヽ

cxactly whcn hc dccidcd to bぜ coinぜ ti dc(11ごょtt(1‐1、  こ

block print artist,butをlrOund thせ〔1111ぜilごrll(ヽ|ごdi、` 卜(!ぃ

to from Hiroshima in 1972 11)亡ビュn ttい、ビごitヽ` ｀`、`「Hヽせ、ごr、モ|,Fご

I visitcd hilll  Rathcr than t,lo、c dせPiご(|ェ1=Ili、ヽriいごil「ぃ,1せJtipュー

ncsc landscapcs、vhich、crぜ 、ccrlllrlピ1卜 ti｀`1ビntd いヽ hiS tCtiChぜr

l remcmbcr that I、as inlprc、、せdい、 thc PicCCS｀`hiCh rcrlcctcd

his spirituality and、orKsヽヽ ith such lllotifs as tinゝ antrnals and

おヽFOrdS  Going through tュltlnごrlCri()d of studtt and printlnaKing

aftcrH′ard, hc got out of thc traditional imagcs alld cstablishcd

himsclf as an artist、ho dcals with contcmporary thcmcs,just

as l sccrctly cxpcctcd hiln to do  F、150 aS an incvitablc coursc

of dcvclopmcnt,hc bcgan to think ⅢヽVhat kind of prints arc bc―

ing madc in thc、ふ′orid no、ぉ′? Vヽhat do printrnakcrs want to say

through thctr cxprcsstons? I、ぉrallt to scc thCir works!Ⅲ

Ris drcam is to bulld up a、vorldM′idc collcction of contcmpo―

rary woodprints and to cstablish a muscuni for them  l doubted

m y  c a r s  w h c n  h c  f t r s t  s h a r c d  h i s  i d c a  w i t h  u s  H o w  i s  i t  p o s s i

blc,I thought,for a man H′ho has no l‐Inancial or pohtical poM′cr

to rcalizc such a drcam? His cnthusias■1,ho おヽ′cvcr.movcd his

studcnts to hclp hinl inauguratc KIWメヽsix ycars ago,and subsc―

qucntly thc flrst i《I VヽP sヽho、ム′took placc thc follo、ドing ycar All

thc works rcccivcd wcnt into thc KIヽVA Collcction That was,

indccd,thc first stcp toward R's grand drcam l found mysclf bc―

conling dccply involvcd and sharing in R's cxcitCnlcnt M′hilc,at

thc samc tilnc,bcing a littlc pcrplcxcd by my ncw passion l was

so cncotlragcd aftcr sccing thc 4th KIヽVメヽ show that l thought

his drcana mightindccd comc truc I M′as not only imprcsscd by

thc grcat numbcr of HForks,but complctcly ovcrM′hcllllcd by thc

livcly cncrgy radiating from ali thc prints on display,thcir nlcs―

sagcs,and thc total po、ぉ′cr ofthc cxhibition Thcrc cxistcd a、vidc

rangc of tcchnical and artistic ability, and somc rcally dcmon―

stratcd outstanding quality in contcmporary H′oodbloc(print art

l fclt particularly attachcd to thoscヽぉ′hiCh Conveycd thc artistsi

passlonatc mcssagcs as、vcll as how thcy think and livc as hu―

man bcings― ―in othcr words, thcぉヽFOrkS ぃ`FhCrC I could scnsc a

profound icxprcssion of thc agc i l could catch a glimpsc of thcir

faccs appcaring bchind thcir H′orks,and hcar thcir voiccs uttcr―

ing joy,sorrow,angcr.praycrsl all thcsc common cmotions(〕f

human lifc Conling to undcrstand thcir lncssagcs,and thinking

about our futurc, a pcaccflll imagc floatcd up from a1l of thcnl

Vヽars impcdc arti thcy takc thc ioy of Crcatlon a、a)i froln artists

Thcrc arc ccasclcss tcrrors and troublcs toda)I,but it is art ar]d

culturc rathcr than politics or ccononlics that cnablc us to cn、ri―

sion onc unitcd M′orid which HFi1l lCad to a pcaccful futurc Such

a thought、ぁ′as cvokcd in lny mind、ふ′hilc sccing thc KI VヽA sho、

Evcn thc prilnitivc act of carving,using thc natural gifts of thc

Ryoji Torlnonari

11rヽcst to crCate bcautinょlM′Orks of art, is an act of pcacc ヽ氏/hcn

、、ュr is banishcd flom thc carth and all crcaturcs can cllloy thcir

f(11111、cs that is thc tilnc、FhCn KI VヽAis namc、 ′11l bc rccognizcd

ill()rC子ヽidcly and undcrstood morc dccply as thc Panthcon of

、、oodblock prints Ftt that tilnc,R s drcanl will comc truc

KINVA shows arc not a compctition bctwccll artists Thctr pur―

posc lics in cncouraglllg us tO sce and think aboutlifc today from

a global pcrspcctivc through thc mcdium of prints,rathcr than

in cinphasizing a compctitivc aspcct As thc titlc of a Hrork by a

Turkish artist,F玖勿″ レ′わcrcヵ ラ,多3rc夕,significs,thc attcmpt to

cxprcss somcthing invisiblc rathcr than visiblcヽハ′as conspicuous,

、ぉ′hcthcr a piccc is rcprcscntational or abstract Othcr titlcs like

rr2rcr70r y員をβ rrr2ゎ・ror 2,どEscaθヴ;PtrrFヶ;沢θr7θcよrθ,I ArorF2-

力宮;B危 ;沢ごrを」72cr7o,I Explοsブθ″;Pro危豆加奇 浸力 a物 み″俗2J

泣めθ″),と丁rュ P【Gtts,ingi and 7物,L/1Prvcttc attractcd my attcn―

tion for thc samc rcason

R studicd traditional printlllaking in」apan,which can boast

of a rich history in thc mcdium ln fact,thc oldest cxtant、/ood一

b l o c k  p r i n t s  i n  t h c  w o r l d  a r c  h o u s c d  a t  H o r y u j i  T c m pにi n  N a r a

Thc trkFI θθ traditlon,which blossomcd during thc Edo Pcriod

(1603-1867)。had a grcat influcncc on Europcan artists  Latcr,

the sοs2士L7-方2,g2 or l'crcativc print movcillCntⅢ in」apan H′as

inspircd by Europcan artists Today,R is building onto thc tra―

dition of」apancsc printmaking by adding contcmporary H′orid

prints to this long hcritagc

Rcccntly,cvcry timc l scc R,hc has a calm and rclaxcd smilc

Hc looks llkc a young boy,just as hc did 30 ycars ago Vヽhcn I

scc hiln,Iny lllind also bccomcs relaxcd and rcturns to an origi―

nal statc of I)cacCfuincss  R found his homc in pcaccful Kyoto

Aftcr all,fronl pcacc coillcs pCaCe―一thats R s drcam 二

７〉



l路 督 器 &紺 1苦 iギ 指 !毬 告器

On thc othcr sidc,a small lllllloriぃ ( fヽ thC population had cvcry―

thingi nloncy,acccss to cdtlビtitionュ1ld P(、ヽ`tr  Onl)this"uppcr

crustⅢ of tilc sociCtヽr、、ct、frCC tOしェぅ十ぃ、【|、亡
Ⅲ
Rstir市]せT、ぃFCntiCs Ⅲ

Up tO that tilllc、arにヽヽ よヽ 11ltii111)、( nヽlctilin讐tll bc bought by thc

、wcalthH and to bc apprcct[itせdい卜 111せ ごductt〔ぜd clitc  But no、、

somc artists dcnnandcd thnt[tr【、11ぃ(11d hcip build a fatrcr socicty

Conscqucntl) thcir、、o「K、t]せ|)ictせd tilぜdismal、
'orking and liv―

ing corlditit11ls of thc ptヽ(i「ヽ こl ri(1 と1111lcd to、、a(c tip mankind to

thc ugly truths of thc botヽrlli11ごc tl「litallsrll  Thctr artistic nlcans,

too、 dciibcratcl ゝrun cOurl〔せr trをlditional collccptS llkc bcauty‐

clcgancc and tcchnical pぜricction thc)'prcfcrrcd thc powcrftll

ilnpact Of black and、hitc inlagcs printcd frolll singlc―block

Hroodcuts  Vヽith that、 thc、 rc、1、cd and continucd an old tradi―

tiont fro111、ra)bac(in t1lc rヽiddic Agcs、palllphicts,broadshccts

and chapbooks printcd from、、oodcuts had bccn popular“mcdiaⅢ

forthc common pcoplc

Thcsc artists wcrc closc to or cvcn mcmbcrs of(oicn illcgal)

socialist or communist partics in various countrics Today,Mれth

thc collapsc of thc Sovict cnlpirc in thc 1990s,thc conccpts of

comnlunisnl may havc lost all crcdibllltyi back in thc 20s and

30s,1lo、ぁ′cVCr,rcvolutlonary and anti―capitalist inovcmcnts wcrc

changing thc political landscapc not only in Europc,but also in

Asia  Socialism bccamc thc statc idcology in thc Sovict【」nion

and its allicd nations

This s、′cpt thc hunlbic H oodblock print from dissidcnt undcr―

ground publications in t‐cntral Europe or Shanghai to thc ccnters

of powcr inぶ/1oscoぉヽF and Clsc、hcrc HFith an obvlous changc in

3ュnction ln thc nc、ぉ′soCialist sociCtiCs thcrcぃFaS■Ot rnuch nccd

to clobbcr capitalism any lollごcr,it H as thc glorification of rcvo―

11lttonary lcadcrs,、vorkcrs and thcir acllic、icnlcllts that bccanic

thc main Rュnction of art  ｀rct thc prcfcrcncc fOr thc black and

、ム′hitc block print rcmai【lcd tilldcrstandabict ぃrood is availablc

anyHrhcrc,thc prints arc casゝ to producc and to rcproducc,thc

mcssagcs arc acccssiblc toュ11卜onC including tiac lllitcratc  That

is urhy rcgilncs in MIosco、、 Pc―

king and Cuba favorcd thc usc oi

thc、ドoodcut techniquc ヽおFc ottcll

call thcsc、ム′orks propaganda、 but

wc shOuld rcmcmbcrthat a gcnu―

inc apprcciation of thc livcs a1ld

tastcs of ordinary folk lics at thc

root of rnany prints of thc cra

(This is thc last of this sericsi a nc、

scrics will begin in thc ncxt issuc):ニ

ヨーロッパ木版画事情

革命 を支 える版画
ミヒャエル・デラ

1 営
サi轡 ::富 ]S;督 を言を最二母 首';「 暑

― 卜)と 少欺の裕福な階級 とである。後者は金、教養、権

力などすべてを独占し、「黄金の20年代Jを 謳歌 していた。

この時代まで、芸術作品を購 入できたのは上流階級のみで

あり、芸術は教養あるエ リー トにしか理解できないものと

されていた. しかしここに至つて、芸術家たちは 「社会を

改善するために芸術は貢献すべきだ」 と主張をはじめ、庶

民の貧 しい生活ぶ りや、劣悪な労働環境を描 くことにより、

資本主義によって引き起 こされる悲惨な現実に大衆を目覚

めさせようとした.彼 らは、従来より大切にされてきた美、

洗練、技術的な高さといったものには重きをおかず、版木
一

枚で作れるパワフルな白黒の木版画を好んで制作 した。

それにより、中世において庶民に人気のあった木版画のパ

ンフレットやビラ、通俗誌などの伝統が復活することにな

つたも

これ らの芸術家の中には、社会主義や共産主義に傾倒し、

違法な左翼組織に属するものが多くいた。1990年代に旧ソ

連が崩壊 した今 日、共産思想は信憑性を失ってしまったが、

革命思想や反資本主義運動はその当時、ヨーロッパだけで

はなく、アジアの政治地図まで塗 りかえていた。そして社

会主義はついにノ連やその周辺諸国の国家思想 となったの

である。

これ らの素朴な木版画は、中欧や上海で非合法的な出版

物に用いられていた地位から一挙に、モスクワをはじめと

する新 しい権力の中心へ と躍進 した。それにともなって、

木版画の役割 もおのず と変化 していく。新 しい社会主義国

家においては、資本主義を批判する必要はうすれ、むしろ

革命の指導者や労働者を、あるいはその業績を賛美するの

が芸術の役割 となったのである。そ してそのような中でも、

自黒の木版画は依然人気を保っていた。とい うのは、版木

の木材はどこででも手に入るし、技術的にも簡単に制作で

き、複数生産も可能、さらに作品にこめられたメノセージ

は文字が読めない人にも理解できるからである。モスクス

北京、ハバナなどの権力機関が木版を好んで使った理由が

ここにある。それ らの木版画は、ただ単にブロパガング (宣

伝)と してのみ評価されがち

だが、私たちはそこにその時

代を生きた庶民の生活や好み

が生き生きと描写されている

ことを忘れてはならない。

(今回でミヒャエル ・デラさん

の 【連載】ヨーロッパ木版画事

情は終わりです.次 回より新た

な連載力S始まります。)窃

極 5i S置怪
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Art and Craft of Wlxldblock Printmaking

,縦盤艦品盟
Pren tthh鷹

悪加減Laitinell.Ttllda Mouarlen and_4ntti Tttttu

his book bclongs on thc shelどof cvcry scrious s〔tidcnt

Of Fヽ00dblock printnlakins  lt is a thorougll.dctnilせ(1

and clcar ovcrvic、八′of thc、ハ′oodblock prillting procごs、

as practiccd today in Europc and Japan Thc book looks grcat it

is niccly formattcd and has a clcan,contcmpOrary appcarancc

Thc illustrations,photographs,and dtagrams arcュ1l conci、ビュnd

casy to undcrstand  Thc book is rcally t、AFO b00(s in orlc  Thc

dcscriptions Of thc Europcan oll―bascd and thc Japancsc、、ょtぜ「―

bascd tcchniqucs arc kcpt scparatc (The Japanesc sccti011、、tt、ヽヽ「it―

tcll by Tuula Mollancni a professional printmaker in hcr o、、n riどht

S h c  h a s  l i v e d  i n  K y ( ) t o  s i n c e  1 9 9 0 ) A、c l l―w r i t t c n  d c s c r i p t i o n  o i

cach tcchniquc frolll start to ttnish is containcd in cdci3 scctit111

A bricf history of woodblock printlnaking in Europc arld

Japan offcrs an cnlightcning background for thc tcchnical dc―

scriptions Thc thrcc authors arc Finnish,so thc book dcvotcs a

good dcal of spacc to dcvclopmcnts in Finland  lt is a fasci【lat―

ing glimpsc,and tcstamcnt to ho、v、ぃridcsprcad woodblock print―

113aking is around tllc鞘′orid

Thc tcchnical dcscriptions arc also complctc and clcar  F、11

thc craft aspccts arc covcrcd in dctall‐ including thc carc and

sharpcning of tools,thc sclcction and charactcristics of

、[trious woods and PapcrS,SCtting up a、ふ′orkshop,and

ti3c uniquc difttcultics of thc carving and printing pro―

CCSSCS ア d`Vanccd printing tcchniqucs such as bθtta取リブ,

cl1lbossing and thc usc of lnincral poHFdCrS arc covcrcd

in dctall Spccial tcchniqucs that arc scldol1l or lightiゝ―

covcrcd in othcr tcxts such as tl]c prcparation of a

block,sharking a brush, and sizing thc papcr arc dc―

scribcd in dcpth Thc book also contains nlantt hClpllll

tips and tricks that arc thc obvious rcstllt of ycars of

c、pcricncc λヽアhilc man】hoHr―tO tC、ts tcnd tO O、.crsir11-

plitt thC proccss,thiS book conccdcs that、voodbloご(

printlllaking is a complcx art form、rcquiring studcnts tll dc、rclop

a high dcgrcc of scnsitivity ovcr rnanゝr)iCars of practicc

Vヽhilc l gcnuincly li(c this boo(,thcrc arc somc arcas、マhich l

tccl could havc bccn cvcn ftlrthcr dcvclopcd Thcrc is vcry tittic

ュttcntion givcn to thc varicty of altcrnativc mcthods currcntly

uscd by contcmporary printlnakcrs in」apan  l can scc 1lo、ふ′thiS

could lcad to con3ュslon on thc part of a bcginning studcnt,as

nlany of thc traditional incthods dcscribcd arc initia1ly qtlitc dc―

rllandillg

Ncvcrthclcss,IぃFOuld highly rccon3inCnd this boo(lo ctny stu―

dcnt of vv7oodblock printlnaking lt is tin cxccllcnt contcmporary

introduction of a thousand―vcar―old craft  lts inclus10n of both

」apancsc and Europcan traditions is botll cnhghtcning alld con、

ducivc to thc f‐tlrthcr dcvclopmcnt of thc art iorm

( R c v i c w c d  b y  P a u l  B l a z c k )二

書 『木版画の芸術と工芸』は、本格的に木版画を

勉強している人、必読の書.今 日、 ヨーロッパと

日本で作られている木版画の工程を、分かりやす
―(、細部にわた り解説 している。見た目も立派で、装丁も

実しくすつきりと現代的だ。また挿絵、写真、図表なども、

十べてが簡潔で分か りやすいをまさに一冊で二冊分の内容

をユ括 していると言えよう。ヨーロッパの油性絵具の技法

と■本の水彩絵具の技法が、別々の章立てになっていて、

各セ クションでは、それぞれのテクニックについて一から

十まで、 分 力▲りやす く解説されている。

ヨーロッノくと日本における版画の歴史を少 しでも知って

t るヽと、技術面での解説が理解 しやすい。本書の著者 3名

よt すヽれもフィンラン ド人 (そのうちの 1人 、 ト ゥーラ ・

モイラネンさんは1990年より京都に住んでいる木版画家)、

それ|うえフィンランドの版画史についてもかな りの紙面が

告1かれている手当地の版画史について大まかにではあるが

知識が得られるのは嬉 しいし、木版画が世界中で作られて

いることも改めて実感させ られる。

技法の解説も明瞭かつ完璧である。道具の手入れの仕方

や、刃の研ぎ方、版木や紙の種類、ワークショップの開き方、

さらに彫 りや摺 りの工程で直面する特殊な

問題に至るまでが網羅されている。ぼかし

や空摺 り、金属粉の使い方など、摺 りの上

級テクニックも詳 しく説明されている。版

木の下準備の仕方、鮫皮で刷毛を手入れす

る方法、 ドーサの引き方など、他の専門書

ではほとんど扱われていない項 日について

も、深 く掘 り下げている。この他にも、長

年の経験から得たちよっとしたコツや秘訣

なども披露 している。多くのハウツー本が

帝Ⅲ作工程を極端に簡略化しているのに対 し

本書は、木版画が複雑な工程をふむ芸術で

あり、帝J作者自身が長年にわたる試行錯誤の中で感性を養

っていかなければならないことを、はっきり強調 している。

本書のすばらしさには敬服するが、ひとつ残念に思 うの

は、現在 日本で用いられている教々の手法についてはほと

んど触れていないことである。紹介 している伝統的な手法

の多くが、初″い者にとってはかな り難 しいものだ。伝統的

手法を知るだけでなく、もっと簡単にできる初心者向けの

手法も紹介されるべきではないだろうか。

それでもやは り私は、本書を木版画を学ぶすべての人に

薦めたい。1000年の歴史をもつ芸術のすばらしい 「現代版

入門書」だからだ。 日本 とヨーロッパの伝統をともに含ん

でいる本書は、啓蒙的であり、版画芸術の発展に寄与する

こと間違いなしである。(ポール ・ブラゼック)奪
学本者の日本語版は出版されていません.

９Ｕ

ホ版画の芸術 と工去
ビllivesity of Art and Desttn Prc蕊,ヘメしシンキ

2001年;288ペ ージ

Kari Laitinen,Tuula htloilanen,Antti Tantttl



K I W A会 員 の 所 感 ――
     |

墾前オ泥 さ41t久の妥予f方ねマ
1サ|え 清 上

墾]曾協[暑雷居替:
ました。実は今年になって一

度、今立町へ行ったのですが、

そのときはあまり時間がなく

て、ゆつくり見学できませんでした。もう一度行つてみた

いと思つていたところでしたので、喜んで参加を決めまし

た。他に興味のありそ うな方にも声を掛けましたところ、

1夫く参加の返事をもらいました。摺師の方 も同行 していた

だけるそ うで、心強い限りです。

昨年まで、紙に関する知識はまったくありませんでした

が、版画にも紙の選択が必要だと聞いてお りましたので、

欲が出て、版画に向く紙材や、良質の紙を使用する重要性

など、いろいろと勉強 し、指導もしていただいていました。

そして越前奉書を紹介 してもらい、作品を作るようにな り

ました。今ではようや く越前奉書にも馴染んできて、私に

とって一番摺 りやすい紙になってきました。この紙は手漉

きだとのこと。なるほど紙の厚みも多少ちがい、網の目も

はいっています。今回のイベントでは、紙漉きの様子が見

学できるとい うことですので、楽 しみにしていました。

今立町の中心街を通 り抜け、大瀧神社も過ぎ、谷川を奥
へ行った所にある、山口和夫様の工房を訪ねました。山問

の小川のほとりには、補麗な水が流れていて何だかひんや

りとしてきました。

工房に入つて見ると、なんと作業場の雰囲気です。中で

は山口さんが手漉きをやっておられました。様子をしばら

く見せてもらっていると、何 とも言えない作業態度です。

きびしい顔付きが、そのうちに何だか楽 しいような微突み

にも見えてきます。 じっと渚材料の表面を見据えていま坑

厚みを知るためだそ うです。どうして厚みがわかるのかと

聞くと、「長年の勘でわかる、ただそれだけだ」 と言われま

した。

桁 (けた)と 呼ばれる道具を使つて繰る体 と腕は、まる

で時計の振 り子のようにスムーズに動きます。屋根裏から

吊るしたロープは、竹棒のしな りを利用 した仕掛けがして

あ ります。少し前屈みですが、その動きには リズム感があ

ります。疲れはしないだろうか、水仕事なので手はしびれ

ないだろうか一やはりふ くれあがった大きな手をしておら

れました。大変な作業、特に冬場はこたえるだろうな。

参加者みんなで紙漉きに挑戦させてもらいました。もち

ろん私 も体験させてもらいましたが、さっぱ り駄 目。もら

もらになってしまいました。山田さんは 「どうだ」 と言 う

顔 して、微笑んでおられました。

奥さんの説明で、漉き作業に入るまでの工程がまた並大

抵ではないことを知 りました。木の皮を洗い、晒 し、打ち

やわらげ、精製 し、乾かし、あく汁で煮る、手作業で塵を

取除き、砕き、水で洗い、 ト ロロアオイの汁で繋ぎ糊汁を

作 り、そしてやっと漉き作業に入れるのです。細かく説明

してもらい、搾る機械や、煮る釜場なども見せていただい

きましたが、本当に大変な仕事です。このような作業は男

だけでは無理で、女の方の手助けが必要です。奥さんもよ

く働いておられ、室内の案内はほとんど奥さんにしていた

だきました。

お昼は蟹会席料理を楽 しくいただいて、再び山口工房に

戻 り、引き続き見学させてもらいました。最後に、漉いた

紙の干 し場も案内してもらいました。行程が複雑なだけに

大変な労力です。このような工程を経てできた紙ですから、

漉いた方の気持ちになって、一枚
一枚を大切に、がんばっ

て摺 りたいと思いました。

椿の紙を10枚買って帰 りましたが、 ドーサ引きをしてい

ないので、 自 分ですることにしました。やったことがある

ので安′いしていましたが、実際にやってみるとこれが大変

でした。紙が変わると今までの方法では上手くいきません。

紙の質をよく見極めないと、液の濃淡 とか、分量も変わつ

てくるのです。紙によって引き方も随分変わってきます。

良い体験にな りました。

当日は、KI恥晩代のスタッフに自家用車で自宅近 くまで迎

えに来ていただき、集合場所で友人も乗せてもらいました。

若い女性の運転で ドライブです。このようなことは初めて

で (いつもは自分が運転 しているので)、周囲の景色、晩秋

の紅葉をゆっくり眺めさせていただきました,

充実 した楽 しい一 日でした。今立町には他にも、和紙の

里会館、卯立の工芸館、ハピルス館など見学するところが

たくさんあります。G

ガ ク ノ チ の

v▼ と A
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KriドA 、1ご,′!Ⅲご, s ヽ
iFhど
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K,7θθ K何 ,何″θナθ

hcn l rcccivcd thc ann()tlncemcnt of thc 2001 Fall

Kいム′A Evcnt,visiting thc papcrmaking villagc lma―

date,cho,in Echizcn,1、 was surpriscd bccallsc that s

thc placc l was thinking of visiting lllysclf As a mattcr of fact,I

ltcnt to thc samc villagc carlicr that ycar,but couldn t scc much

六ccausc of my tight schcdulc l immediatcly signcd up, and

(harcd this information with onc of my printmaking fricnds Hc

、ュid hc surcly would join,too,and would also bring his fricnd

i ho is a pror‐csslonalぃ′oodblock printcr l got quitc cxcitcd

l didnit havc any kno、ぉ′lcdgc abOut papcr at all until about onc

lCar ago whcn l hcard aboutthc importancc of using good papcr

i bccamc curious and wantcd to knoH′nlore about it,sc l bcgan

tぃgct information on diffcrcnt qualities of papcr  Soon,I、ム′as

lntroduccd to Echァzcn切らθ酌ちθ and startcd to use it for iny prints

it took mc somc tinlc to rcally undcrstand its charactcristics,but

tittlc by littlc EchFzθコy2θb7Pθ has bccomc my favoritc I H′as told

that this papcr is all handmadc ノtStcr hcaring so,I noticcd that it

lとls a subtic,uncvcn thickncss with mcsh pattcrns on thc surfacc

l hcard that this KIヽヽ/A cvcnt、ム′ould takc us to a ぃヽ′orkshop

、hcrc wc could scc thc actual papcrmaking proccss l couldnit

【ょit for it

Aftcr a thrcc―hour drivc from Kyotoぅour cars crosscd thc ccn―

litil ftclds of lmadatc―cho,passcd thc old Otaki Shrin囁and drovc

i｀ヽヽ ctrd thc mountains Soon,ill a vallcy by a strcanl、ドhich runs

十、ェough thc villagc,ハヽ′C fOund Mr and Mrs Yamaguchi's papcr―

:iiュ(ing、汀orkshop  Thc watcr in thc strcam lookcd vcry clcan

titi clcar Suddcnly,I fclt thc air bccorning coolcr

｀`TCヽ
ふFCrC invited to go into thc workshop M/hich is, indccd,

i traditional papcrmaking shop  Mr Yamaguchi HFaS making

Ⅲ亡c t s  o f  p a p c r  a t  t h a t  m o m c n t  F o r  a  w h i l c  w c  a l l j u s t  q u i c t l y

t、itChcd hiln working His attitudc、ハ′as indescribably scrious

丁ilc scvcrc cxprcsslon of his facc,ho、ム′cVCr,gradually got rnildcr

id tumcd tO ajoy血 l smllc His cycs wcrc ttcuscd on thc pulp

、: ごヽk in thc mold Hc said hc、ぃ′as controlling thc thickncss of tl、c

t irCr ⅢHO ムヽ′do you know thc rightthickncss?“I askcd “」ust by

:11とition My cxpcricncc tclls lnc Thatis a11,"hc rcplicd

Hts body and arms sM′ung back and forth smoothiy likc a pcn―

1!i」m whilc holding a woodcn flamc,callcd ttθ tt Thcrc wcrc

rtS hanging frorll thc bamboo polcs up ncar thc cclling,MFhiCh

fご uscd to help lift thc hcavy nlold out of thc vat so that it can

ど` ぎCntly shakcll to arrangc thc flbcrs corrcctly  Thc bamboo s

ltくllicncc grcatly hclps to mOvc thc mold slnoothly Mr F`ama―

=二ごhis back、汀as a littlc bcnt but his movcmcntsぃ′crc quitc

■、thmical "Docsn“ tthis hard work makc him tircd?Ⅲ
 Ⅲ

Docsnt

i ! CヽOld 汀ヽatcr naakc his hands nunlb?ず
IIヽ

おFOndCrcd  His hands

‐と「せ in fact,s、ぉ′011Cn and largc  itJコust bc cspccially llard in

t tiltぜr

lヽr Yamaguchi lct all of us, t、ドcnty pcoplci tr)i to nla(c a

itぜt Of papcr l tricd‐too,but failcd lniscrably  Thc matcrial I

scoopcd up in thc mold got uncvcn and lunlpy  Mr Yamaguchi

w a s  s m i l i n g  a t  m c  a s  i f  h c  w c r c  s a y i n g , " D i f f i c u i t , i s n i t  i t ? "

Thcn,Mrs Yamaguchi cxplained about thc prcparation of thc

matcrials which should bc donc bcfOrc thc actual papcrmaking I

icarncd that that part is not an casy job cithcr:washing thc bark,

blcaching,bcating,rcfinillg,drying,boiling,rcmoving spccks by

hand、brcaking fibcrs,rinsing H′ith cicar H′atcri making mucllagc

for viscosity,ctc Thcn,thc lllixturc is inally rcady for nlaking

papcr Shc cxplaincd cvcrything in dctall and cvcn showcd us

a dcvicc to squcczc matcrials togcthcr and a vcry largc boiling

pan  Thcrc arc so many things to dO and a womanis rolc is cx―

trcmcly important  Mrs Yamaguchi ccrtainly is a hardヽworker

Most of thc cxplanation、′as donc by llcr

For lunch,wc cttoyCd a wOndcrtti crab coursc at a ncarby

」apancsc rcstaurant  tttcrward,、ハ′c wcnt back to thc、ぁ′orkshop

and studicd morc about papcrmaking  ヽVc wcrc also guidcd to

thc placc M′hcrc H′ct shccts of papcr wcrc bclllg dricd l was im―

prcsscd by thcぃ′holc papcrmaking proccss―
―so inuCh iabor、ス′as

p u t  i n t o  m a k i n g  i u S↓a韻n g l c  s h c c t  o f  p a p c r  l  s a i d  t o  m y s c l i  ⅢI

M/onit forgct H′hat l saM′today whcn making my prints Thinking

about thcir labor,I mustinakc a bcst usc ofthc papcr Ⅲ

I boughttcn shccts of 100%そ 0殉 (muibcrry ttbcr)Sincc thcy

wcrc not sizcd,I dccidcd to sizc thcm mysclf l thought it MFOuld

bc casy bccausc l havc donc this many timcs,but I Mras abso―

lutcly、声rong Dcpcnding on thc papcr,、vc havc to changc thc

dcnsity of thc gclatin llquid,what amount of sizing to apply,and

ho ぉヽr to usc thc brush corrcctly l lcarncd a lot from this icsson

Early that morning,a staff‐mcmbcr of KIヽ VA camc to pick

l l l c  u p  n c a r  m y  h o u s c , a n d  a t  a n o t h c r  p l a c c  m y  t t i c n d  j o i n c d  u s

Thc drivcr was a young woman lt was thc irsttimc for mc to

havc somconc drivc ttr mc(I usually dttvc by mysclo,sO I ttlly

C珂OyCd thC landscapc alongsidc thc cxprcssway Thc lcavcs

wcrc changing colors bcautifully lt was a rich,joyflll autumn

day  ln inladatc―cho,thcrc arc nlany othcr placcs to scc suCh as

thc Vヽashi―no―sato Hall,Udatsu Handicrat‐l Ccntcr,and Papyrus

Hall You will c珂 oy thCm all whcn you visit this ancicnt,au―

thcntic papcrmaking villagc i
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1加盟‖背暦足rmaker話Groningen

his sumnlcr l spent a month in thc lくct1lcriands、vork―

ing as an architcct Dェュring ila)tinlc thcrc l col]tactcd

t、vo Dutch printlllakcrs、、千ho hとld subinittcd urorks to

thc 4th KI Vヽr、cxhibition  l、ヤas sin、intt t】nd、、OrКin雲11l Dcn

Haag,in thc south―wcst part of thc c(〕untr卜  小,1) l`Sit took mc to

thc far northcrn corncr of[1lc countr卜 to thC Citゝ
‐ of Groningcn

(pronounccd ⅢHchrocningcり I、 ■s plcasantl)stirpriscd to tlnd

that thcrc is a vcry activc、AF00dblot‐(prilltinaking group in thc

arca

Thc cotcric currcntly has 23 nlclnbcrs. n■ost having gradu―

atcd fron■thc Ullivcrsity of Grollingcn  Thc Univcrsity has a

H′cll―known art dcpartlllcnt,ぃhich has had a strong cllaphasis

on printinaking for n3an)'ycars  Thc nlcinbcrs arc quitc activc、

holding pcriOdic nlcctings cxhibitions and dcmonstrations

For thc most part, Dtitch priモit artists usc oil―bascd tcch―

niqucs  Bcrt Hcmstccd, onc ofthc KIヽ Vか、show participants,

いヽFaS kind cllough to sl10、卜F InC aroulld his studio and dcscribc his

tcchniqucs  Mr Hcmstccd prill■ arily uscs a rcductivc carving

apprOach  Thc initial colors to bc printcd occup)F mOSt Of thc

block; as cach subscqucnt color arca is finishcd bcing printcd,

thosc portions oF thc bloc(arc carvcd a、|.ly Evcntually, thcrc

is no printablc surfacc rcmaining  Hc uscs

oil―bascd in(s,a largc intag1lo prcss and、on

occasion,a barcn Iすc is particutarly fond Of

portra)「illg birds,onc of his lovcly tl、下l prints

、ras fcaturcd in thc KIヽVP cヽataloguc

Aftcr llly visit 、AFith Mr Hcmstccd→  I

callcd on r【1lgCla Csonka,、A′ho also attcndcd

thc Univcrsity of Groningcn  Angcla has

produccd somc rcnlarkably largc、roodblock

prints, mcasuring、 下rcll ovcr t、Fo mCtCrs

squarci Shc makcs frcqucnt usc of motor―

lzcd cutting tools to carvc hcr blocks  This

allo、Ars hcr to caslly crcatc complcx pattcrlls

ovcr a vcry largc arca  Thc cncountcr、ハ′ith

A1lgcla、ぉFaS ttlstructivc

My visit to thc printmakcrs of North Hol―

land、 as thoroughly cllJoyablc and rcward―

ing  lt sho、FS again thatふヽ′oodbl〔)ck print―

maKlllg is alivc and、市cll a1l ovcr thc、ドorid

IH′ould cncouragc KIWメ Iゝncmbcrs to scck

out othcr printinaakcrs during thcir travcls lt

can bc a vcry cnriching cross―cultural cxpc―

rlcncc ニュ▲ 「最後の集」
アんoと っsr θttl

bv Bert Hemsteede

F!扇弱ン嘉薫F
今絲瞬蠣鮎ン睡
した。私が滞在 していたのはオランダの南西部のデン ・ハ

ーダ、そこから彼 らが住んでいるオランダ最北部に位置す

るフローエンヘンヘと赴いた。なんと着いてみて驚いた。

フローニンヘンには大変活発な木版画グループがあるでは

ないか。私はすっか り嬉 しくなった。

その同好会のメンバーは現在23人.そ の多くがフローニ

ンヘン大学の卒業生である。フローニンヘン大学には有名

な芸術学部があり、版画に力を注いでいるとのことである。

メンバーたちは非常に活動的で、定期的な会合や、展覧会、

デモンス トレーションなどを開催しているこ

オランダの版画家の大半は、油性絵具を使って市|十年:して

いる。K IIVA展の参加者であるベル ト・ヘユ、ステ ド氏は、

ア トリエに案内してくれ、制作技法を見せてくれた=彼 が

用いている技法は主に 「一版多色刷 り」の一種である 「リ

ダクティブ ・カービング」であるこまず、最初に何も彫っ

ていない版木に色をつけて刷る。次に、欲 しい形を残 して

版木を彫 り、色をつけて刷る,刷 り終わると、次に色をつ

けたい部分を残 して彫る。その作業を繰 り返すと、最後に

版木の表面はすべて彫 られて何も残 らない。ヘムステ ド氏

は油性インクを使つて大型凹版プレスで作品を刷るが、た

k wa news 5/6

まにバ レンも使 うとい う。鳥のモチーフが好きだとい うこ

とで、KIい棋展のカタログにも、同氏の愛 らしいふくろう

の版画が載っている.

ヘムステ ド氏を訪ねたのち、同じくフローニンヘン大学

の卒業生であるアンジェラ ・ゾンカ女史を訪問した。アン

ジェラは、一辺が 2メ ー トル以上もある巨大な作品も作っ

ているとい う。版木は電動刃を使つて彫る。それだ と版木

が大きくても、複雑な模様が楽に彫れるからである。アン

ジェラとの出会いも、 と ても有意義だった。

オラング北部への作家訪問旅行は、楽 しく実 りあるもの

であった。この体験を通 して、木版画が世界各地で作 られ

ていることを改めて認識 した。もしあなたが海外旅行をす

る機会があるのなら、その国の版画家たちを訪ねてみるこ

とを是非 ともお勧めしたい。豊かな異文化体験が味わえる

からである。窃

FrO五BErぶ十止屈risTs'cθuACHEl

憾 捕 酬 描 鍬 桶 総 ip
HK HOL3E】 NはNC(北 米代理店〉
hipVAvww ho be nhk con

薪ス トーブと暖炉のお店
Handin Hand

確かなプランと施二で、
新ストーブライフをサポートします

京 阪 エ ン ジ エ ア リ ン グ
KE HAlkl ENGIllEERING COi LTD
TEt0 1 20-88-4541
http://wwvv hand nhandjp com
Em笥 |;hand④hand nhandip corn
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κ ′ 〃 ,|1夢|‐豚 序 を 訪 れ た 店1雰|た 身

ヴィ,智 ― 。こガェアb・ロドl」ゲス圧

ヴィクター ・ミガエル ・ロドリゲス氏

は、KIWA中 南米支局の担当者.京 都に

研究留学していた1998年に、スタイナー

版画教室に参加。それ以来、KIWA展 に

も毎回出品しています-2002年7月 に事

務局を訪れ、KIヽ上国際部の打ち合わせ  ▲ gr!右鑑翼晶z

をしました。現在は、メキシヨシティで教師をしながら、

木版画を制作 しています=メ キシヨの伝統的な和紙を使っ

た氏の新作を期待 しています。

力Lン ・ヨンクEE

カ レンは、古 くか らの

K邸 棋 の友人です.2001年

に淡路島の長澤版画キャン

プに参加 したときにも、事

務局に立ち寄ってくれまし

たが、今回はガラス作家の

ご主人と一緒でしたこカラ

フルで奥行きのあるカレン

の作品は、世界的に評価 されていますと新作をKIヽヽとヽ コレ

クションに寄増してくれ ました.ア メリカの美術学校で教

えながら希1作するカレンの生活は超多忙ですが、物腰のや

わらかさと、溌末1とした表情が印象的です.作 家としても

すばらしく、いい刺激とな りました。

Pg乙 ・ピツト圧

アダム ・ピット氏は、KIWA展 には第2回 展から継続し

て出品しています.現 代社会を風末1的にとらえた氏のユー

モラスな作品は、観る人の笑いを誘います。2002年7月 に

アメリカから、夫人とともに上洛.事 務局への来訪日がた

またまK即ぬ 定例会の日で

したので、簡単なパーティ
ーを催 し、夫妻を歓迎 しま

した。版画をはじめ、いろ

いろな話に花が咲き、楽 し

い時間はあつとい う間に過

ぎてしまいました。暑い夏

の夜、事務局は熱気でムン

κ  ゴ ル711β

ViEとD「 Mittu口lR口 driquttz

Scn()r Rodrigucz is KIVヽA's rcprcscntativc for Ccntral and

Southハnlcrica Hc、ぉ′as in」apan doing somc rcscarch at a local

univcrsity in 1998、ドhcn hc hcard of Wlr Stcincris print work―

s h o p  H c  i O i n C d  i t  a n d  w a s  s c c m i n g l y  w c l l  i n f l u c n c c d  V i c t o r

has cOntributcd nlany of his finc prints to Klヽ′ヽ才ヽ
ls cxhibitions

ovcr thc ycars ln July,2002,hc visitcd thc oflllcc for a mccting

of thc 11ltcrnatiollal Dcsk Chiefs,thcn suppcd privatcly with thc

Prcsidcnt,小71r Stcincr、at a ncarby」apancsc ncighborhood cafc

Thc visit Nヽas instructivc and fruit台ュl Scnor Rodrigucz is not

only a ttnc print artist but also a school tcachcr in Mcxico City

V`C al Fヽays 10ok for、ぃFard 10 his visits to Japan,and to sccing his

nc、vcst crcations usills natiVC MCxican papcrs

KEIP口 R KuRE

Karcn is‐an old fricnd of KIヽVA Hcr prints arc rccognizcd thc

ぃヽrorld ovcr ftlr thcil frcshncss and conlpctcncc Shc was in」apan

in NovcllabCr、 2001,to attclld that ycar s Nagasaヽ汀a Print Camp

on Awajishinan lsland whcn shc first visitcd KIヽVA's offlcc

ln いrlay,2003,shc visitcd us again、ハ′itll hcr husband and lcft

some ncw works forthc KIヽ VA Collcctlon As a print artist and

tcachcr、卜〔arcn is a busy and lllighty happy、ドolllan it is alM′ays

stich a plcasurc to n3cct and spcnd solllc tinlCぃFith hCr Shc is a

consurlllllatc prilltllla(cr

同darlR Pitt

MI Pitt,a long― time fricnd of KIWA,camc to」 apan,July,

2002,、ム′ith his Hrifc to scc thc country and to visit thc officc Hc

llas cntcrcd scvcral of our cxhibitions witll his pcrccptivc and

humorous prints of contcmporary lillc Thc Pitts attcndcd thcノ生u―

gust monthly KIWA mccting,and aftcrward thcy and thc staff

C阜1 0 y C d  a  t y p i c a l」a p a n c s c  m c a l  t t n i s h c d  o r  w i t h  a m p l y  s l i c c s  o f

cold watcrmck〕n Though busy with his的1ltimc job in a compa

ny,ァヽ darll still finds tilnc to makc his distinctivc prints and hold

cxhibitions in Anlcrica Wc valucd thcir visit and look forward

to sccing thcm again,and rccciving for thc 5th cxhibition Adanlis

nc、rcst works

Shik口 RlluR口kElt回

On January first,2003,Mr Munakata patd a suddcn hurricd

visit to KIWAis officc to givc cncouragcmcnt to thc staff as thcy

put thc finishing touchcs tO

y′ 5rTョ Fs T‐lβ

▲スタイナー会長、カンンさん、スタイナー夫人
卜Йr Steiner 卜(aren 卜v4rs Steiner

ざ隷
・報・

掛・  _
H付 ,          ガ

|   1善ャ   即
'.溢

博
▲スタイナー会長、ピット夫豪

ムン、最後に冷たいスイカ  Mr stjner,wにh ML and Mrs tttt

でフィナーレ。ビット氏はフルタイムで働くサラリーマン

ですが、そのかたわら個展も開くなど、大変精力的です.

現代社会を鋭く突いた作品を、今後も期待 しています。

聴万志m圧

2003年1月 1日、棟方志功氏が突然、バタバタと事務局

にやってきて、KIWA展 の準備をしているスタッフに

「K IWIヽA展がんばって下さいね 1」と激励 してくれましたc

茶目気とユーモアいっばいの志功氏に、スタッフー同、感

激しつつ、K即 は展の使命を再認識しました。奪

thc 4th KIWA Exhibition Hc

iookcd finc and was in his

usual humor His、ハFOrdS Wcrc

acccptcd 戸ヽith gratitudc and

hclpcd thc staff to scc thcir l

tasks morc clcarly ニ

8020運動つて矢□っていますか ?|

Dr lwasak,①rthOdOnust  l

※ご来院の際こは御予約<ださい

京都市中京 E X E大宮三条下 る
807 5 - 8 4 1 - 0 2 0 1   日祝イ木診
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「爾 緊花
十

武田 康 佑

4回 K IhVA展までに世界各国

から応募された作品は 700点

近くになっています。これ ら

の作品は、皆様ご存知のように、それ

ぞれ大変に個性的で、国際色豊かなも

のばか りです。

事務局ではこれ らの作品群をrK邸ょ

コレクション」の形にして、 日本でも

希少な意義ある国際木版画集にしよう

と、整理に取 りかかっています。作品

ひ とつひとつの撮影から、デー タ整理

コンピュータ上の管理まで、いろいろ

なことをすべてスタッフの手作業で進

めています。

先ずは手始めに作品撮影を拙宅のア

トリエで一作年の夏から始めました。
一回の撮影会には 5,6人 の作業メンバ

ーが集まります。

我家には2歳 になるいたず ら好きの

まっ自な雌猫がいます。ふつ う猫は見

知 らぬ人が来ると逃げた り隠れた りす

るものですが、この 「シロ」はどうも

猫好きな人間を嗅ぎ分けられるらしく、

初対面の人間にも自分が気に入れば、

愛想良く接する 「人好き猫」です。撮

影スタッフのことも気に入つたらしく、

最初から遊び仲間よろしく、紙めた り、

じゃれついた りの歓迎ぶ りでした。撮

影のライティング中にメンバーの足元に

よつわ りついて、作業の邪魔をするこ

ともしきり。一通 り遊び疲れると、今

度は作品のそばで昼寝を始めたり…,

引っ掻き傷をつけられはしないかなど

と、何度か心配させ られました。シロ

は賑やかなのが好きで、こんな日はな

かなかいつもの居場所に戻ろうとしな

いのです。

このように猫にひやひやさせ られ、

また作業の段取 りにも不慣れなスター

トでしたが、お昼になると妻が用意し

てくれる軽い季節料理に舌鼓を打ちな

がらのランチ ・パーティi和 気あいあ

いとした楽 しい撮影会 とな りました。

終わ りに近づくにつれ、 メンバーの

手際も向上 し、撮影会は 5,6回 で無事

完了しました。撮影を通 して個々の作

品に改めて接 してみると、展覧会で観

た時とはまた違った発見がありますち

制作者の国籍、性別、モチーフなどい

ろいろと興味は尽きません。これらの

作者、作品の紹介がただ一度の展覧会

で終わるのではなく、このコレクショ

ンをベースにして、また皆様と関わり

あう機会があることを願って、スタッ

フー同、「K IIVAコンクションJの 仕上

げに取 り組んでいます。辱

――――一 Voice  of th e Office ― ――――

p to noハヽF,nCarly 700ぃヽ,oodbloc(

prints havc bccn scntto KIヽ′ヽAis

four cxhibitions, which aftcr、

、ハ′ards automatically go into thc KIVヽA

C01lcction  All of thcsc、vorks are very

uniquc,rcnccting thc artistsi nationalitics

and individualities l havc bccn hclping

thc KIWノヽ officc to makc a databasc for

this collcction

From photographing cach work to cat―

cgOrizing thcm and making a databasc on

thc cOmputcr――all of this、ハ′ork is bcing

donc by our staff n]cmbcrs、vith no ollt‐

si d c  h c l p  F r o m  t h c  s u m m c r  o f  2 0 0 1 , w c

bcgan taking photOgraphs of cach piccc at

my homc studlo  Usually,5-6 illcmbcrs

COlllC tOハヽ′ork cach tilnc

In my family thcrc is a two―ycar―old,

purc whitc cat,Shiro(it mcans white)

Shc is vcry mischicvous and Playful

Usually, cats disappcar、ぃ′hcn s:rangcrs

visit,but Shiro sccms to know Mrhich oncs

arc catilovcrs,and whcn shc finds such a

gucst, she bccomcs an a、ぉ′fully fricndly,

human-loving cat  Fronl thc bcginning,

Slliro sccnlcd to likc all of thc staff、 and

、イclcomcd thcm、′ith much attcntiOn,lick、

ing and tOtiching Evcn ぃヽFhCnいFc Startcd

to takc photographs, shc didn t、ハFant tO

stop,staying closc to our fcct all thc tin3C

Vヽhcn shc had had cnough attcntion and

gol tircd of playing,shc would lic do、vn

by thc sidc of thc arturOrks to[akc a nap

Occaslonally,I was conccrncd if hcr■lis―

chicvous bchavlor might damagc somc

works,but this ncvcr happcncd Shiro

lovcs a happy,livcly atnlosphcrc so much

that on days likc thcsc,shc didn t、vant to

go back to hcr usual placc at all

ln addition to Shirois innoccnt intcr―

ruptiOns,our iack of cxpcricncc nladc us

卜ヽ′ork sloM,ly  Atlunch brcaks, nly 、ハ′ifc

prcparcd scasonal mcals and、ムFC alWays

cnjoycd a party atmosphcrc with Shiroも

company  As、 vc got uscd to our、vork,

wc bccamc morc cfficicnt, and cvcntu―

ally H′c flnishcd photographing a11 700 in

mid-2002

Looking at cach imagc,I was thrillcd

to discovcr so many nc、ぁ′things、ぉ′hich I

had not sccn durillg thc cxhibitlons Thc

varicd nationalitics,motif‐s,and mcssagcs

cndlcssly capturcd mc

Thc works arc so rcmarkablc that it is

a shamc[o storc thcm a、ハ′ay aftcr sho、v―

ing thcm just oncc By

making this databasc

as a foundatlon of thc

collcction, I hopc wc

、ム′ill havc opportunities

tO shO Fヽ thCm again and

again _

とびつきりカレーの店

オンツシア中タ
ORANGE WORK

AM lli00～ PM10:00

Tel(075)464-2486

| 〒 603-8335京 都市北区大将軍坂日町 20

圧盤墨鯛常捕覧ゴ齊灘

With My Cat's Help

I  Kosuke Takeda
l           ―

一

おマチちしており

京 着「十 左 ■ 医 TP与 方 二 身 人 え 惇済 を 誌 07S,81 oo67

L主空主を打加″″でtr″加"o打″′SWで,二
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information/お 知らせ

KlWA欲 のイベント ,総会

2003孝 ??自 24口  於 六ほ

イ‖‖t,書eと!勇とこ迭途「暫拳
参拝者で賑わ う法善寺の向かいに、

おとぎの国から出てきたようなかわい

い建物が立っています。中に入つてみ

ると、外観から受けるイメージとは異

な り、 う す暗い照明の中に粋な役者絵

の数々が展示されていました。

江戸の木版画が、美人画 、風景画な

どバラエティに富んでいるのに対 し、

上方浮世絵はもっぱら役者絵が中心だ

そ うです。道頓堀界隈は、かつては歌

舞伎小屋が 5つ も立ち並び、大阪庶民

の娯楽の場 として張わつたところ、そ

の地に、上方の文化を伝える美術館を

建てたいとい う館長高野さんの20年来

の夢がかない、2001年4月 に 「上方浮

世絵館」が誕生 しました。

当日は、学芸員の山本さんが上方浮

世絵の特徴や 、浮世絵がヨー ロッパの

アーティス トに与えた影響などを、特

別展 「浮世絵に見る江戸のデザイン」

の展示作品を通 して、説明してくださ

いました。その後館長から、美術館設

立の経緯や、上方文化の継承に対する

情熱的なお話を聞き、参加者一同、感

銘を受けました。

「Kい晩生総会」は、会場を近 くに移

し、運営委員よりそれぞれ活動報告が

なされました。その後は、お待ちかね

のパーティー。老若男女、多国籍から

なる約30名ほどの参加者が、美味しい

食事に舌鼓を打ちながら、和やかに親

睦を深めました。最後に、国立文楽劇

場の展示室を見学 し、充実した秋の一

日を満喫しました。奪

KIX/VA Fall,2003,Event

To the Kallligata【「臨yo―e卜Iuseum

wo and a half ycars a_qo. a rarc

and、vondcrfui nlusctlnl opcncd in

Osaka dcvotcd to displaying thc

M′oodblock prints publishcd only in thc

Ccntral Japan arca durillg thc Edo Pcriod

Kamigata rcfcrs to this arca,compriscd

of Osaka,Kyoto,Nara and Kobc As a

rivalto thc work bcing donc in Edo by thc

Hokusais and Hiroshigcs‐thc artists and

craftsmcn hcrc dcvotcd thcir cncrgics to

producing prints of important i(abukt ac―

tors M′ho M′crc、ぉrcll knoH/n and iovcd in

Osaka Eschc、 Fing landscapcs and bcau―

tics、thc favoritc thcnlcs in castcrn」apan,

thcv conccntrated on thc、vorld of drama

KI VヽA mcmbcrs and■ iends,about 30

pcople in all,on Nov 24 madc a trip to

Osaka to scc thc MuscuHl,havc a tour of

thc currcnt cxhibition guidcd by thc chicf

curator,MIs Yamamoto,thcn hcar a talk

by thc dircctor,Ms Takano,aboutthc col―

lcction and background of thc arca Prillt

prcscぃ′ation nlcthods wcrc also cxplaincd,

a vcry valuablc aspcct of print collccting

for cvcryonc to know

Aftcr this, wc madc a bricf visit to

Hozcn jl,a very famous and important

Buddhist tcmplc whcre you can always

scc a linc of pcoplc M′aiting to toss M′atcr

onto thc thickly moss―cOVCrCd stonc stat―

ucs in cxchangc for thcir blcssings

Thcn canlc lunch in a ncarby rcstaurant

preccdcd by thc ttnual I(I 民ヽ′A Mcmbcrsi

Mccting vFith rCports by various com■lit―

tccs Aftcr lunch, M′c、ハ′alkCd through a

light rain to thc National Bunraku Puppct

Thcatcr to scc thcir Display Room with

olむ、′oodblock printcd scripts and postcrs

T h c  p r c s i d e n t  o f  K Iヽム/ A  w a s  m i s t a k c n  t t r

one of thc puppcts by thc officc managcr

M′ho tricd to dcmonstratc ho、、 to opcratc a

puppct with him ARcr thc confllslon was

clcarcd upぅぃ′c laughcd, thcn lcft for thc

train back to Kyoto lt had bccn a full and

vcry satistting cvcnt色

美学 ・美術史研究に偉大な業積を

残された中村二柄先生が、去る2002

年 7月 にお亡くなりにな りました。

先生はKIWAの 活動にも深い理解を

示され、暖かく支援 してくださって

いました。ご霊前に感謝の意を捧げ、

ご冥福をお祈 りいたします。

Nihci Nakamura

Japanis leading art critic and a strong

supporter of KI Vヽ′、from its beginning

passed on ill July,2002 Grcatly missed

Richard Steiner's New Home Page

The pcrsonal homcpagc Of

KI あヽらへ's foundcr and prcsidcnt is

no、v up and running Take a look scc

KlWA会 長のリチャー ド・スタイナー

のホームページが開設されました。

覗いてみて くだ さい。

URL:wwwsriChard― steinerinet

京都国際木版画教会 (KIWA)

会員募集

当協会では、会の活動をサポー ト

して下さる方を募集 しています。本

版画に興味のある方や、会の活動に

賛同していただける方、展覧会の運

営に興味のある方、どなたでも大歓

迎です。会員には、手摺 りのミニ木

版画と活動報告や木版画についての

情報を掲載 した本誌KIWA NEWSを

お送 りします。また会員同士の交流

にも力をいれています。パーティー

や勉強会等、メンバーが自由に発案

していける活気ある会にしていきた

いと思っていま抗

【年会費】

個人会員一日………  5,000円

法人会員
一日…… … 10、 000円

(郵便振替)00900-7-311587

お申し込みは奥付の連絡先まで。

KIWA Membership

4ヽcmbcrship is opcn to anyonc lf

you arc intcrested in art in general,

prints cspccially, and woodblocks in

particular, and our activitics in this

area,you arc wdcomcd tojo血KIWA

Association mcmbcrships arc annual;

you、vill bc invitcd to our spccial cvcnts

M′hich includc cxhibitions, lccturcs

and sclllinars You will also rcccivc

our nc、ぉ′sicttcrs and a gitt print Plcasc

usc lntcrnational Postal Moncy Ordcrs

whcn scnding paymcnt

【Allnual Mcmbcrship Fcc】

Individual ………………5,0 0 0 ycn

B u s i n c s s  …  …… 1 0 , 0  0  0  y c n

For furthcr information, plcase

contact KIWVノヽls officc

1 5
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介を少 しさせて頂きます。
・KIWA大 賞受賞を記念 して、エッセイを快 く執筆 して

下さつた峰岸さんは、カナダにお住いです.原 稿 (日英、

2ヶ 国語)や 写真をバンクーバーからメールで送信 して下

さいました。世界がどんどん近 くなっているんですね.
・「書評Jと「オラング訪問記Jを執筆 して下さつたボール

さんは、会長が主催 しているスタイナー版画教室で学ぶ新

鋭の版画家.精 力的に本版画の市」作に取 り組んでおられま

す。 日本の風景などを題材にした美 しく級密な作品に、や

さしい人柄がでています。
・会長 との友情を感 じる男前な文章、「Rの 夢」を執筆 し

て下さつた友成 さんはデザイナー.K即 浪展の時には、カ

タログ、ポスター、チケット、広告などのデザインを一手

に引き受けて下さいました。ひげのある、仏様のような方

です。
・第 1号 から連載 していました「ヨーロッパ木版画事情」

は、今号が最終回です.デ ラさんは今年 9月 まで京都にお

住まいで したが、今は故郷の ドイツに戻られています。次

は ドイツから新連載を届けて下さるとのこと、楽 しみにし

ています。
・ア トリエを訪間して下さつた棟方志功さんは、

現在、天国にお住いで、たまに版画を愛する人の

所に遊びに来られるようです… す いません。

今回から編集の メンバーが代わ りました。不用

れですが、皆様に楽 しんで頂けるように精一杯、

頑張 りました。いかがでしたでしょうか ?感 想を

聞かせて頂ければ幸いです。

最後にこの場をお借 りして、KIWAニ ュース発

行にご協力を頂きました全ての皆様にお礼を申し

上げます。とりわけ、データを手配 してくださっ

た奥内意美さん、校正、翻訳に時間を割いてくださ

辺香織 さん、横山ミカさん、本当に有難 うございま

これからも宜 しくお願いいたします。 (大矢 礼 子)

つた渡

した。

S

斬
Here is a doublc issuc of KIヽVA NEWS No576

Becausc of Our tight schcdule preparing for thc 4th

sllo、v‐、ハrc couldnit publish No 5 1ast ttear ヽいFc thcre―

16rc dccided to have thttjoint issuc ln thc nlcantime,

morc and inorc pcoplc havc jOincd our activitics and contributcd in―

tcrcstirlg articic、 Hcrc arc bricf introductions of sorllc of thc、Titcrs

・ Shinsu(c 【ヽincttishi is the、ぃ′inncr of thc KIスヽrA Prizc at thc 4th

ShOヽ F ｀ VhCnヽ ェFC aSkCd him to、 本FritC an cssay for us,hc happily rc―

plicd、
Ⅲ
It is qtliic a chalicngc but ycs Ⅲ He scnt us both Englisil and

Japをincsc texts Vヽc admire his positivc〕challcnging spirit, ふヽrhich is

、江cll rcvcalcd in his prints and cssay

' P〔lul Blazc(,thc writer of thc ⅢBllo(revicwⅢ 31ld ⅢMccting the

Prilltmakcrs of GroningenⅢ ls an up―and―con■ing plintnlaker,PrCSCntly

studying in thc Stcincr WOrkshop He is prOducing prints energeti―

callド.cven somctimcs forgctting his mectis His bcautiftll and nlinutc

prillts of Japancsc houscs nlld landscapcs convcy llls gentic pcrsonality

・Ryllli Tomonari,writcr of thc Ⅲhandsomc,Ⅲ  passlonatc article,
Ⅲ
R s Dican3 Ⅲ iS a prOttsslonal graphic dcsigncr,an old llicnd Of KI

VヽA s prcsidcnt For thc 4th sho、v,hc(lndly volullteercd to dcsign tllc

catalog,postcr,tickcts and advcrtisemcnts His contribution was cnor―

molls His gcntle face、ハFith a l13ustachc shoぃ′s his Buddha llke naturc

・ Thcヽドritcr of thc long serics, 1'Prtrlt Historyl' Michael Do rrcr,

Icturncd to his homc cOuntry,Gcrmany、 last Scptembcr,lcaving Kyo―

iO 卜ヽ11lcrC hc and his famllドhad llved ibr rnany yetars Hc

prOmiscd tO scnd articlビs for a nc、、 serics fronl Europe

Wc arc antictpating thcnl cagcrly

Frolla this issuc l ha、c joincd the cditing tcam and

ドヽorkcd on ptigc la)oui  Although cvcrything、ras nc、ハ′

to lllc,I did my bcstto makc this nc、ぃFSpaper look good

Vヽe、Arill bc veI】happy tO hcar your opinion abollt tllis

lSsuc

Lastly, I want to cxpress my dcep thanks to all thc

pcOplc whO hclped us wヽith ihis dollble issuc Olli thanks

go cspecially to Em1 0Kuuchi、AFhO prOvidcd us、ぉrtth es―

scntial data in digital forlla,and Kaoriヽえ′atanabc and 4ヽ1ka Yo(ovama

、vtt hclpcd us、vith edititt tand transiarions   Rci(t10va ニ

|     ~
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