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Great Success in
Takanabe

高鍋巡回展
大成功！
高鍋町美術館 2012 年 4 月 7 日〜5 月 6 日

April 7-May 6, 2012

T

he 6th KIWA traveling exhibition held at the
Takanabe Museum in Kyushu has returned. The

１

ヶ月にわたり宮崎県、 高鍋町美術館で開催さ
れた 「第６回 KIWA 高鍋巡回展」 から作品が

exhibition was very well received. Please read retired

戻ってきました。 巡回展は成功裡に終わり、 高鍋

director Tanaka’s fine article below.

の人々に大きな感動をもたらしました。

Also find another article by KIWA president, Steiner,

今 号 で は 巡 回 展 の 様 子 を 紹 介 す る と と も に、

about the future of our organization. This is important

KIWA の将来について会長からの重要なメッセージ

reading; I look forward to your feedback. As a nice

を載せています。 またメンバーたちの KIWA に対

bonus, there are three more short, light articles by KIWA

する思いを綴った文章も載せています。 ゆっくりお

members.

読み頂き、 ご感想をお聞かせ下さい。
（編集者）

(Editor)
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巡回展の様子

当時の館長である田中様より寄稿を頂きました。 写真と共にご覧下さい。

Holding the 6th KIWA Traveling Show

第６回 KIWA 巡回展を開催して

Ryukichi Tanaka

高鍋町美術館 元館長

Past Director of Takanabe Museum of Art, Miyazaki

田中隆吉

We

had the 5th KIWA Traveling Show four years
ago in 2008 and the 6th Show this year in our

第

５回 KIWA 巡回展に引き続き、 第６回展も宮崎県
高鍋町美術館で開催させていただきました。 平成

museum. Since I was retiring from the museum in March this

２４年３月に美術館長を退任することになっておりましたので、

year, this exhibition turned out to be the last one that I

はからずもこの巡回展が、 私の企画する最後の展覧会にな

organized. It was my great honor and happiness to be able to

りましたが、 これだけの充実した展覧会で有終の美を飾るこ

end my career with such a splendid exhibition.

とができたことを、 たいへん誇りにも幸せにも感じています。

The 6th KIWA Traveling Show was held from April 7 to

さて、 第６回 KIWA 巡回展は、 平成２４年度の最初の企

May 6, as our museum’s first exhibition of the 2012 fiscal

画展として４月７日 ( 土 ) から５月６日 ( 日 ) まで高鍋町美術

year. The whole gallery space and corridors were used for

館企画展示室と回廊すべての展示室を使用して開催されま

the display. Never the less, due to our space constraints, we

した。 KIWA 事務局から厳選してお届けいただいた作品の

couldn’t display some of the works that KIWA carefully

すべてを展示したいと計画いたしましたが、 会場の都合で一

selected and sent to us. We were sorry for that.

部展示できなかったことを大変申し訳なく残念に思っていま

Every wall was occupied with a variety of fabulous
works, including the prize-winning pieces, which made our

す。 受賞作品を中心にどの壁面も内容の濃い変化に富んだ
作品群が並び、 鑑賞した方々にも非常に好評でした。

visitors
extremely
satisfied.
The most
fascinating
point about
【Director Tanaka explaining the works to visitors.
来館者に作品を解説する田中氏。】
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show is that we can see a great selection of woodprints
from so many countries of the world in one place.

【The tape cutting ceremony in front of the museum. テープカットの瞬間。】

Through the diversity and rich expression of works, we

KIWA 展の最大の魅力は、 世界中の国々から応募された国

can feel the climate and characteristics of each country.

際色豊かな木版画が一堂に展覧することができることです。

Having such a large-scale international exhibition in a

その国の風土性や民族性を肌で感じ、 木版画の多様性や表

local city like Takanabe was a precious experience for us.

現の豊かさを享受できることです。 高鍋のような地方都市にこ

I can’t help feeling grateful to the president of KIWA,

れだけの国際的な作品を展示して鑑賞の機会を得ること自

Richard Steiner, and all of the KIWA staff members who

体、 大変貴重なことですが、 その巡回展のために労を惜しま

contributed their time and labor without reservation. The

ず準備していただいた、 スタイナー会長はじめ KIWA のスタッ

success of the exhibition owes much to their love of

フの皆様に改めて感謝の気持ちを表さずにはおれません。 お

prints. It was a real fortune for me to have two KIWA

蔭様で盛会裏に終了できましたことを心より御礼申し上げま

shows during my seven years as director of the museum.

す。 ありがとうございました。 美術館長在任七年間のうちに二

I would like to express my heartfelt thanks to KIWA,
while at the same time, I extend my sincere wishes for

度も巡回展を開催させていただいたことに深謝しますとともに、
KIWA 展の益々のご発展を心からお祈り申し上げます。 

their continued prosperity. 

【Scene of the
visitors studying the
prints.
盛況する館内の様
子。 作 品 数 も 多 く、
とても見応えのある展
覧会になりました。】

■Editor’ s note: You can see more photographs in our homepage.
■編集長よりひとこと ： KIWA ウェブサイトでは、 他にも巡回展の写真を掲載しています。 どうぞご覧下さい。
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お知らせ

Thanks from the Treasurer

引き継ぎのご挨拶

Yasue Shimode

下出康惠

I

have worked as the KIWA treasurer since its
inauguration in 1997. Unfortunately, I have to resign
from this post at the end of this term because of family
reasons. These past 15 years have gone by with lightning
speed. With the help of the KIWA president and staff
members, I have done the job as well as possible and
enjoyed many precious experiences. It had been really a
joyful 15 years. Thank you very much.

会計を務めさせて頂きましたが、 前期をも
創 立以来、
ちまして会計のお仕事を引き継ぎさせて頂きました。
あっという間の 15 年でした。 至らぬ事もありました。 会長やス
タッフの方々に助けられやってくることができました。 いろんな
経験もさせて頂きました。 KIWA の会計として歩んだ 15 年は
楽しい時間でした。 本当にありがとうございました。

■Editor’ s note: Ms Shimode, thank you very much for your 15 years of important work. Ms Nagao will be our next treasurer. We look forward to working with her.
■編編集長よりひとこと ： 下出さん、 お疲れさまでした。 後期より会計は KIWA 会員の長尾操さんに担当していただきます。

aaaaaaaaaaaaaaa
My relationship with KIWA
There are two essays by KIWA members.
KIWA と私

KIWA メンバーより、 KIWA に対する思いを綴っていただきました。

Encounter with Mr. Steiner and KIWA

スタイナー先生、そして KIWA 木版画との出会い

Keiko Mikami

三上景子

気

first met Mr. Richard Steiner, the president of KIWA, at an
exhibition of graduation works at Kyoto Seika University in 2005.
I found him openhearted, humorous and a great lover of woodblock
printmaking.
At the exhibition he saw my prints, and spoke warmly to me to my
unexpected joy. Fortunately, our contact continued after that year as I
went on to the postgraduate course. He often came to the postgraduate
classroom, and used to say, ”What’s up with your works, Miss Mikami?“
He would send congratulatory flowers to my solo exhibitions, and we
would have tea breaks together. I thought that I owed very much to being
a woodcut printer in that I could talk with him friendly without feeling any
cultural borders or generation gap.
I had an opportunity to take part in the activities of KIWA for the first
time during the exhibition of KIWA 2007. Mr. Steiner said, ”Please help
me to organize the works for the exhibition.” I went to the storage room in
his studio where a lot of woodcuts from over the world were kept. I was
surprised to see that some fine works were there from Turkey, Norway,
Peru, America … , waiting be exhibited in Kyoto, and to learn that there
were so many artists working in the field of woodblock around the world.
The staff members of KIWA are very kind and supportive. They love
woodcut printing and most of all they love Mr. Steiner and his wife
Kimiko. I really have had a rare and wonderful time taking part in the
activities of KIWA. I am grateful to Mr. Steiner, who gave me this
opportunity. 

さくで、ユーモアがあって木版画が大好きな KIWA
の会長リチャード・スタイナー先生と初めて出
会ったのは、2005 年の京都精華大学卒業制作展のときでし
た。私の木版画の作品を見て、ラッキーにも声をかけてく
ださいました。幸いにも大学院に進学したので、先生とは
この頃から交流がスタートしました。教室にも「三上さん、
作品の調子はどうですか？」と、よく見に来てくださった
り、私の個展にもお花をお送りくださったり、お茶をご一
緒したりと、世代を超えて、国境を越えて先生とお話でき
るのは、木版画をしているおかげだなぁと思いました。
KIWA の展覧会に初めて関わらせていただいたのは、2007
年の KIWA 展のときでした。「作品の整理をするからちょっ
と手伝ってね」と言われ、お手伝いというよりも遊びに行
かせて頂いたのは、先生がお持ちの収蔵庫で、世界各国か
らありとあらゆる木版画が集まっていたのでした。トルコ、
ノルウェー、ペルー、アメリカ…世界各国から数百点の表
現豊かな木版画作品が京都で展示されるのを待っている、
世界でこんなにも木版画をする人がいるのかという驚きが
大きかったです。
KIWA を支えるスタッフは皆さん温かく、木版画が好きな
のはもちろん、スタイナー先生と奥様の紀美子さんの事が
大好きな方たちばかりです。KIWA グループと関われて本当
に楽しい時間を過ごしています。これからもよろしくお願
いいたします。

Nice to meet you

初めまして、そして、イタリア行ってきます！

Erina Kawauchi

川内絵里奈

I

D

ear TOPICS readers, nice to meet you. My name is Erina Kawachi.
Fortunately, I could get a chance to write this article, so I want to
let you know about my great relationship with KIWA, and also give you
my brief introduction.
My parents met Mr. and Mrs. Steiner about 30 years ago, before my
birth. After I had come into my family, we have kept our relationship with
Steiners. Every single year we visited the exhibition of his printmaking
class and talked with students (to be honest, as a little girl, I just wanted to
eat sweets there).
When I went on to junior high, KIWA got started. At that time also I
took an English conversation class from Richard once a week. He was so
busy to manage his brand-new international activity, I remember. After
awhile, when he opened his present studio, I attended its opening party.
From that time I also joined KIWA’ s activities bit by bit as a part time
staff. I gained a great knowledge about people and organizations,
especially for woodblock prints.
Because of this good relationship and experience with KIWA, now I
am going to stay in Italy to learn printmaking in general. 50 percent of my
decision for this comes from the days spent with the Steiners and KIWA, I
feel. From my childhood they showed me what printmaking is through our
conversations; I felt so familiar with it, unconsciously I am sure.
I have already been in Italy once before. This time, I would like to go
by giving a big appreciation for Mr. and Mrs. Steiner, members of KIWA,
and everyone who supports KIWA today. I will carry their influence with
me to Italy.
Thank you so much for reading my words, and see you next time! 

K

IWA トピックスを御覧の皆様、初めまして。川内絵里
奈です。こうして記事を書かせていただけることと
なり、今回は自己紹介も兼ねて KIWA と私のつながりについ
てお話したいと思います。
元々は 30 年ほど前に私の両親とスタイナー夫妻とが出
会ったことで始まったご縁です。私が産まれた頃には家族
ぐるみのお付き合いをさせていただいていた様で、幼い私
がリチャードさんに抱っこしてもらっている写真が残って
います。教室展にも毎年欠かさず家族で行き、スタイナー
夫妻や生徒の皆さんとおしゃべりをさせてもらいました（と
いうよりお菓子を食べていました）。
中学に上がったころ、KIWA が発足しました。当時はリ
チャードさんに英会話を習っていたのですが、忙しくされ
ていたのを覚えています。更に数年してアトリエを移転さ
れたときのお披露目パーティに参加もしました。その頃か
ら少しずつ仲間の輪に入らせてもらい、活動をお手伝いし
ながら特に木版画について様々な見識を得ることができま
した。
そういった年月を経て、タイトルの通り私はこの度イタ
リアへ版画を学びに行くこととなりました。この決断がで
きた理由の半分はスタイナー夫妻と KIWA を通して版画とい
う技法を物心ついた時から身近に感じられていたことにあ
ると思っています。
今はイタリアから、スタイナー夫妻と KIWA のみんな、そ
して KIWA を応援して下さっている全ての皆様に感謝を述べ
つつ、精一杯進んでいこうと思います。ありがとうござい
ました。

■Editor’ s note: Ms Kawachi left for Italy in October. We look forward to hearing more news from her there. Ms Mikami has just married in early
December. We wish her a happy new life.

■編集長よりひとこと ： イタリアにご縁があり、 出立される川内さん。 三上さんも新生活を迎えられ、 新たな作品が生まれることでしょう！
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会長からの重要なメッセージ

TURNING POINT FOR KIWA

岐路に立つ KIWA

Richard Steiner, president

会長 リチャード ・ スタイナー

T

he most important point at this moment is the
future of KIWA. The next exhibition, KIWA #7, may
be held in 2015. "May be..." is the key word. The staff up to
now has worked so very hard, so loyally, and has produced
6 stunning shows that have won us world-wide recognition
and appreciation. But we workers are getting older. One of
us passed away recently. It is time to think of the next
generation.
The KIWA Collection has now reached nearly 2,000
prints; we have already begun to receive works for #7. The
need and desire are there for KIWA to continue. The
question is who will be the next staff. We have a photo
studio, a storage room, office and work space. Everything is
in place for the next generation to take us into the future.
Who will these people be? When will we meet them and
educate them in KIWA's high standards? If these questions
cannot be answered, there may not be a KIWA #7.
We have thought of offering internships. One after
another internee would help us steadily prepare and then
hold the show. A problem with this is that Japan is an
expensive country to live in. Internees have to pay their own
transportation, housing and upkeep. Even for a short one- or
two-month stay, it’s costly. KIWA couldn’t help financially;
we could only offer lots of work to do, and education on
how to do it. Preparation for a large, major international
exhibition takes at least two years. The duties include
receiving, cataloging, and photographing the prints. Parallel
but separate is designing, and designings the posters, flyers
and tickets. On top of all this is displaying and printing the
exhibition catalog. Up to now, a handful of very dedicated
individuals have done all the above. KIWA cannot morally
expect them to do more, and their bodies are also saying
they are tired.
KIWA is the prime vehicle for world woodblock
printmakers, whose numbers are increasing as woodprints
and KIWA become more popular. I am now asking our
readers, friends and fellow printmakers to give us their
opinions and advice on how to proceed. Otherwise, it is
doubtful there’ll be a #7 in 2015. Please try to write or
e-mail to the KIWA office your ideas and suggestions:
<rks-rks1@nifty.com>
Thank you. 

目

下、 KIWA にとっての最も高い関心事は、 KIWA の将来
のことです。 KIWA 展は４年に一度開催されますので、
次回第７回展は 2015 年ということになります。 しかしそれが実
現できるかどうかは、今のところ「？」です。 KIWA のスタッフは、
発足以来、 非常に熱心かつ誠実に活動に取り組み、 すばらし
い KIWA 展を６回開催し、 KIWA の名前を世界中に知らしめま
した。 その活動は高く評価されています。 しかし KIWA の歴史
とともにメンバーも着実に年を重ね、 今まさに次の世代への引
き継ぎを考える時期になりました。
現在、 KIWA コレクションは 2000 点近くと大変充実しており、
さらに第７回展への作品も早々と送られてきています。 KIWA の
必要性と、 その存続が求められていることは疑う余地がありませ
ん。 KIWA には、 撮影室、 収蔵庫を備えたオフィスもあり、 次
の世代が KIWA を引き継ぎ、 未来へとつなげていくための材料
はそろっています。 問題はだれが引き継いでいくかということで
す。 私たちが後継者に出会い、 KIWA の高水準の仕事を伝授
できるのは、 いつなのでしょうか？ この問いに答えが出ないか
ぎり、 第７回 KIWA 展はあり得ません。
その打開策として私たちは、 インターンシップ制度を設けるこ
とも視野に入れています。 インターン生を常時受け入れ、 彼ら
に次の展覧会に向けて準備をしてもらうのです。 しかし問題は、
インターン生を受け入れる際に生じる交通費や日当を支給する
経済的余裕が KIWA にはないことです。 わたしたちが提供でき
るのは、 やりがいのある大きな仕事と、 それをこなすための教
育だけです。 大規模な国際展の開催準備には２年ほどかかりま
す。 今まではごく少数の献身的なメンバーによって、 すべてを
行なってきました。 しかし現状のメンバーで準備を進めていくの
は大変難しい状況です。
KIWA 展は世界の木版画家たちにとって主要な国際コンペで
す。 木版画作家が増え KIWA 展の知名度も高まるにつれ、 出
品者がどんどん増えています。 今、 この紙面を借りて KIWA は
読者の皆様に現状をお伝えし、 KIWA の将来について一緒に
考えてくださるようお願いする次第です。 次回 2015 年の展覧
会が実現できるかどうか、 さらに団体として存続できるかどうか
の 瀬 戸 際 に あ る KIWA に、 ど う ぞ お 力 を お 貸 し く だ さ い。
KIWA はあなたの助けをお待ちしています。 どのようなことでも
結構ですので、 ご意見やアドバイスをお聞かせ下さい。 

【Mr. Steiner and Kyoto
City Mayor, Mr.
Daisaku Kadokawa at
Mr. Steiner’ s group
show in Kyoto,
September 2012.
9 月初旬、 国際交流会
館 で 開 催 さ れ た
「ABOUT9 スタイナーの
アトリエで学んでいる仲
間たちの木版画展」 に
いらっしゃった、 京都市
長 門川大作氏と会長。】
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■Editor's note:
For me, KIWA is something like an unexpected gift: it is always filled with
joyful surprises. Also, it is the place where I can meet so many people with so
many opinions. KIWA is an established organization, but at the same time, it
is unafraid of changes. We sincerely ask all of you who are somehow related
to KIWA to cooperate with us to make a better future for KIWA. Thank you!
(Fuki Haritani)

■Publisher : Kyoto International Woodprint Association (KIWA)
Address
: 64-29 Matsunoki-cho, Shimogamo Sakyo-ku, Kyoto,
JAPAN 606-0816
E-mail
: sat-.steiner@nifty.com
URL
: http://www.kiwa.net/
Editor
: Fuki Haritani, KIWA Staff
Translator
: Keiko Mikami, Erina Kawauchi, Kimiko Steiner

: 京都国際木版画協会(KIWA)
: 〒606-0816 京都市左京区下鴨松ノ木町64-29
: sat-.steiner@nifty.com
: http://www.kiwa.net
: 針谷扶希
: 三上景子、河内絵里奈、スタイナー紀美子
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■編集後記
私にとっての KIWA は思いがけないギフトのようなものです。 いつも楽しい
驚きに満ちていて、 様々な人や価値と出会えます。 KIWA は他に類を見
ない、 けれど変化し続けることも恐れない団体です。 これからの KIWA が
良い方向へ進んでいけるよう、 KIWA に関わる全ての方へ、 ご協力をお願
いいたします。 （針谷）

