
第６回KIWA展を終えて
リチャード・スタイナー　KIWA会長

　　６回 KIWA 展は無事、盛会裏に終了しま

した。会場は、前回（２００３年）、前々回（２

００９年）と同じ、京都市立美術館別館です。

外観は明治建築の様式をとどめながらも、内

部は広々とした最新の展示室をもつ立派な建

物です。

　会期は３月２９日（火）から４月３日（日）

までの６日間、搬入 /展示は３月２８日（月）、

撤去 / 搬出は４月４日（月）でした。現代木

版画の粋を極めた作品群が一堂に並ぶ会場に

は１２００人余りの来場者があり連日にぎわ

いました。

　今回は４５カ国３００人の作家から８００

点の作品の応募があり、参加国も、参加者も、

作品点数も今までで最も多い数となりまし

た。作品の質も高く、題材も変化に富み、興

味深い内容でした。

　KIWA は、世界中の最も優れた木版画作家か

ら最も優れた作品を引き出していると言える

でしょう。審査会は２０１０年、９月中旬に

丸一日をかけて行われ、提供された１１の賞

に対し約４０点が最終審査に残りました。い

ずれも優劣を決め難い難しい審査でしたが、

今回の受賞作品は KIWA が過去１５年間に受

け取った作品のなかでもトップレベルに属す

るものだと思います。惜しくも賞を逃した優

秀な作品のためにも、今後はもっと賞の数を

増やす必要があるでしょう。

　KIWA 展が始まる２～３週間前に東北大震災

が起こりました。多くの犠牲者を出した未曾

有の災害の直後だけに、展覧会を開催してい

いものかどうか迷いましたが、結局、予定通

りに行い、会場に義援金箱を設置することに

しました。皆さまから頂いた多くの善意の寄

付金は、展覧会終了後、芸術の復興に役立て

られるよう美術団体に寄付する予定です（目

下、寄付先を検討中）。興味深かったのは、

来場者から頂いた数々の好意的なコメントで

す。それらは「このようなすばらしい芸術に

触れ嬉しかった」、「暗く落ち込んでいた気分

が晴れた」というような喜びに満ちたもので

した。さらに私たち KIWA のメンバーは、会

期中、実に多くの人々から KIWA 展を開催し

たことに対する感謝の言葉を受け取りまし

た。芸術家にとって、自分の作品が鑑賞者に

喜びと安らぎをもたらすことができたこと以

上の報いはあるでしょうか？

　作品を送ってくださった作家の皆様に心か

らお礼を申し上げます。第６回 KIWA 展は、

私たち KIWA のスタッフにとっても鑑賞者に

とっても、歴史に残る展覧会だったと言える

でしょう。

1〜4: 会期中の様子。

老若男女楽しめる展示。

5: 設営の様子。

会場はとても広々としています。

6: 撤去の後。1
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「立派な会に成長した KIWA」

ジェームス ・ ピツォルノ

ピツォルノ ・ ルネッタ賞提供者

桜がちょうど満開を迎える頃、 京都

で息をのむようなすばらしいイベント

が開幕された。 第６回ＫＩＷＡ展―そ

れは桜の魅力に決して引けをとらな

い見事な内容だった。

　展覧会場に足を踏み入れたとた

ん、 私はＫＩＷＡがいつの間にこんな

立派な会に成長したのだろうと目を見

張った。 １９９７年の第１回展ではわ

ずか９名のアーティストによる２１点が

展示されただけなのに、 今や世界の

木版画界で大きな存在となっている。

今回は何と３００名のアーティストから

８００余点の出品があったという。

ごく限られた財源しかないＫＩＷＡがど

うしてこのように質の高い展覧会を開

催することができたのだろうか？答え

は単純明快である。 それはＫＩＷＡ

会長であるリチャード ・ スタイナー夫

妻、 ならびにメンバーたちの献身的

な努力の賜物でしかありえない。

　作品はきめ細かにデータ化され、

撮影され、 審査され、 マウントされ、

展示される。 すべてのプロセスが慎

重に、 丁寧に行われている。 そのこ

とは展覧会のみならず、 展覧会図録

を見れば一目瞭然だ。

　木版画に対する熱意、 細かいこと

にもきちんと目配りをし、 質の高い仕

事を追及しているＫＩＷＡの姿勢に心

を動かされて、 私は第６回展に 「ピ

ツォルノ ・ ルネッタ賞」 を提供するこ

とにした。 そしてこの賞は今後もずっ

と継続するつもりだ。 「ピツォルノ ・

ルネッタ賞」 の受賞者レモ・ギアッティ

氏の作品は文句なしにすばらしい。

しかし会場には、 その他にも私の目

を引く作品がたくさんあった。

　キャロリン ・ マウント氏の 「私があな

たに望むことすべて （そしてあなたで

はないものすべて）」 の複雑なメッ

セージ、 このうさぎとその背後に描か

れているオーラは何を意味するの

か。 ボビー ・ パットモアー氏の 「二

つの頭をもつヤヌス」 は、 縦線で構

成されていて、 観る者が場所を移動

することによって表情が変わってく

る。 神話の神そのもののようだ。 片

平菜摘子氏の 「かなたのちかくⅥ」

は、 柔らかい色調の詩的表現が見

事で、 わたしはふと自分が知らない

世界へ近づいているような感覚にとら

われた。 もっと作品に触れるために、

皆さんには図録を購入することをお

薦めする。 （５００部の限定番号入り、

価値ある一冊だ。）

　展示会場の全体的な美しさ、 それ

ぞれの作家に対する配慮にはハッと

させられた。 ４年後のＫＩＷＡ展が待

ち遠しい。 皆さんには、 次回ＫＩＷ

Ａ展にぜひ会場に足を運んでほし

い。 私自身やってきた価値は十分あ

る。

（編集者註 ： ジェームス ・ ピツォルノ

氏は KIWA 展のためにニューヨーク

からはるばるいらして下さいました）

「KIWA 展を観て」

ケン ・ ロジャーズ

Kyoto Journal 副編集長

最近見た KIWA 展はまさに驚くべき展覧会だった。 なにもかもがデジタ

ル化されているこの時代に、 まったく手作業の木版という手法に魅了さ

れているアーティストがこれほど多くいるとは。 そして彼らが忍耐強くそ

の伝統的な特性に留意しながら、 以前には想像もできなかった多くの

可能性を大胆に開発していることを誰が知っていたであろう。 かくも多く

の国が、 かくも多くの視覚表現が、 国境や地域を越えて一堂に会して

いる。 自らの独自性のクリエイティブな追及、 彫刻刀と版木によせる共

通の信頼、 絵具と紙が醸し出す微妙なニュアンス―それらを観ることが

できたのは、 大きな喜びであった。 このように多くのアーティストに、

木版画が今もまったく新しく、 刺激的な手法だということを示す機会を

与えている KIWA を称賛してやまない。

「心に響く作品」

櫻部郁

京都精華大学学生

私はリチャード ・ スタイナー木版画教

室で版画を学んでいる学生で、 今回

の展覧会ではスタッフとして参加させ

ていただきました。

　想像以上の作品数で、 見に来てい

た友人も　「これ全部木版画なの？！」

と驚いていました。

　世界中の木版画作品を拝見し、 沢

山の刺激をいただいたと同時に、 「私

もがんばらなくては！」 と強 く感じまし

た。 私も人に何かを伝えられるような

作品を作りたいです。

■ 編集後記
前回の KIWA Topics から随分と間が空いてしまった理由は、会場へ足を運んで頂い
た方ならお分かり頂けるでしょう。そうでない方は是非カタログまたはホームペー
ジをご覧下さい。今回の KIWA 展がどれほどすばらしく、充実したものであったか
を感じて頂けるはずです。ご縁があって KIWA のお手伝いをしている私は、木版画
作家ではありません。しかしこうして木版画に囲まれていると、デジタルでは決し
てなし得ない、木と人のぬくもりを感じられます。そしてそれはきっと木版画の力
だけでなく、KIWA というすばらしい組織だからこそ体現できたのだと思います。私
たちが次のステップへ進む為に、皆様のご支援を今一度お願い申し上げます。（針谷）
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