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会長の挨拶 京都国際木版画協会会長

リチャー ド ・スタイナー

京都国際木版画協会は 1997年 6月 に正式に発足致しまし

た。数年暖められてきた協会設立の構想が、スタイナー版画教

室の活動の中で具体化し、 KIWAの 誕生にいたったのです。

(Kyoto international Woodprint Association/

京都国際木版画協会=KIWA/キ ヮ)

毎年 5月 に開いているスタイナー版画教室展には、数室のメ

ンバーだけでなく、国籍をとわず、多くの版画家が参加してく

ださるようになりました。また、本版画のもつ柔軟性、その固

有の美しさが一般の人々にますます知られるようになり、全世

界に木版画が広まるにつれ、大規模な国際本版画展を後援、主

催する組織が必要とされるようになってきました。

日本でも過去において、そのような展覧会が他の版画家によ

り提唱されたこともありましたが、多大な労力を払うには値し

ないということで実現には至りませんでした。

現在、世界で主要な本版画展が開催されているのは、スイス

とスロバキアの 2ケ 国だけで、版画の技法を考案 し、すばらし

い浮世絵を開花させたアジアにおいては皆無です。そこで、パ

ランスをとる意味でも、アジアにおける国際木版画展を実現す

べきだと考え、その第一歩として当協会を設立しました。

KtWAは 既に、欧米はもとよリインドを含むアジアの国々

において、独自にまたは小人数のグループで活躍 している有望

な版画家との交流を始めています。木版画作家たちが大きな版

画展への応募を驚麟する傾向にあるのは、通常の版画展では

エッチング、 リトグラフ等の技法が主流をなしており、木版画

はいまだに趣味の域を脱 していないとみなされているからで

す。或いは、他のジャンルの作家が、自分の作品のアイデアが

浮かばない時に安易に用いる手法だというイメージもあるから

ではないでしょうか。

KIWAは このような考えを変えていきたいと思っていま

す。私たちは今までの経験から、本版画に真剣に取り組んでい

る、多くの優れた作家が世界各国にいることを知っています。

参加資の負担が少なく、また審査のない展覧会を開くことによ

り、それらの作家たちが気楽に作品を発表でき、グ回一パルな

活動へのステップとなる場を作 りたいと考えています。それは

同時に、木版画芸術の発展につながりうる技法や材料に関する

情報交換の場ともなります。 (次回のニューズレターから、彫

り、刷り、道具などの情報や体験について、読者が意見交換で

きるような 「How― TO」 コラムを設けます。希望される記

事がございましたらご連絡下さい。)

KlWAは 毎年の展覧会に加え、 21世 紀初頭に本版画の目

際ヨンペを開催したいと考えています。出品者は、毎年 5月 に

開かれている展覧会に参加するアーティス トの中から選ばせて

いただくこととし、賞を設けることも考えています。

また、当協会は作品収集も始めています。このコレクション

iNAUGURATING KtWA
Richard K.Steiner

Founder and President Of KIヽげA

The Kyoto internatlonat Woodprint Association was

oficiaHy started in 」une, 1997, but the idea had been

around for a number of years and events within the

Steiner Print Vヽorkshop were leading up to KIWAis birth

As more and more non― 」apanese and nontWorkshop

printmakers be9an to exhibit with us during our annual

exhibitions in  May,  and as the general  pubiic's

awareness of the fiexibHity, inherent beauty and global

pervasiveness of woodblock prints grew, creating an

or9anization  who‖ y  devoted  to  sponsoring  and

conducting a large‐scale exhibitiorl became a necessity.

As a natural adiunct, hOlding an international print

competition also became a viable possibility in Japan in

the past, the suggestion to have such a print concours

had been raised by other printmakers, but the difficulties

to surmount were not thought worth the great ettort

needed、

W e  f e e l  o t h e r w i s e . T h e r e  a r e  o n t y帥o  o t h e r  m t t o r

woodprint exhibitions in the worid, in Switzeriand and

Siovakia,  There is none in Asia where the medium

originated to eventually flower into the wonder of

ukiyo‐e As a natural outcome,then,and to create some

kind of balance, we have taken the steps necessary to

prOvide an Asian internationa4 woodprint exttbition

Building on the base already in ptace vis‐ a‐vis the Print

Workshop,KIヽ VA has begun to reach outto other Asian

countries,inctuding india,as well as to the Americas and

Europe looking fOr the known and unknown print artists

who work mosJy by themseives orin a smal1 9「 oup wtth

like‐minded friends、  They tend not to submit prints to

the many ma10r pttnt exhibRions,mosJy because the

other print mediums have a much heavier presence and

woodblock prints sti‖seem to carry the aura of ch‖dren's

art, or an outlet one pursues when he or she doesnit

have any ideas fortheir rnain creative medium.

KIWA is 9oing io work hard to change this attitude

From our experience atready, we know that there are

countiess skilled individuals on every continent seriousiy

dedicated to woodprintst By providing an annual,free,

non―competitive exhibition,we hope to draw them out of

their hesitation to show work and give them some

confidence to think more 91oba‖y,  At the same time,

inforrnation on ditterent techniques and materials w‖l be

exchanged,thereby helping the whole medium to grow
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は将来 κ iW Aの 中心となるも

ので、活動の経済飽な支えにも

したいと考えています。このヨ

レクションは、私自身が長年に

わた り収集 してきた ものです

が、今後購入や譲遼などによ り

更に充実をはか りたいと思って

います。そのためにも、展覧会

の出品者には、作品を全て寄贈

していただくよう協力をお願 い

しています。またコレクション

1ま決 して売却の対象とはな りま

せん。将来は美術館などへの貸

出しや、 Kt W A会 員や版画研

究者を対象とした閲覧の実施、

そして定期的な展示などができるよう計画しています。また、優

れた作品の複製やカタログなどの制作販売も予定しています。

版画の収集は今 日めずらしいことではありません。巡回展など

で移しい数の作品が、アメリカや日本各地において定期的に公開

されています。木版画の収集といえば浮世絵を意味することが多

いのですが、KIWAヨ レクションは、新人や無名の作家を含む

現代作家の作品の収集にウェイ トを置いています。現在彼らは無

名かもしれませんが、 KIWAの 活動を通 して、真に優れた魅力

的な作家として世に出てくる可能性もあるのです。これは本版画

芸術の発展にとつても、作家個人にとっても有益なことだと言え

ます。作品の展示を通 して木版画に対する理解を深め、後世にで

きるだけ多くの作品を残す。一一 KIWAは それ以外、特別に壮

大な展望を持っているわけではありません。

私たちは、この古い伝統をもつ本版画を愛してやみません。版

本はもとより、植物繊維を原料とした和紙、鉱物顔料、そして日

本特有の竹パレンなど、木版画に使われる材料や道具は自然の素

材からできています。これらは日常に氾濫 しているプラスティッ

クとは異な り、人FH8にとつて遠和感のない優 しいものです。ま

た、使用する絵の具にしても、ここ日本で使われているものは、

人体に有害な物質が含まれていない水彩絵の具が主流です。特別

入手しにくい材質を使うわけでもなく、最低限の道具と場所さえ

あれば、障害を持つ人でも、子供でも大人でも、誰でも芸術的な

アイディアを表現することが可能なのです。この木版画という手

法は、あらゆる表現が可能で、何よりも暖かみがあります。そし

て一番大切なことは、作つてみて大変楽しいということです。こ

れこそが私たちの一番のメッセージなのです。もし私たちの目的

は何かと問われれば、 「創造の歓び」と 「木版画で何ができる

8020運 動って
知っていますか?

r80歳 で自前の歯を2θ本残そう」
ということです

当院では予防を大切に考えています

※ご来院の際にはご予約ください

署崎歯騨
京都市中京区大富三条下ル

懇 :07 5 - 8 4 1 - 0 2 0号

and develop  (This newsiettor will also begin to carry

fro印争 tわe next issuc a How― T◇ colじ伸n wrleFe readers

can exchan9e irlformation and expeFtenCes on carvin9,

printing anじtool descriptions  lf you have any ideas on

this, send us ari articie and let us ptJblish it in theSe

pages)  Besides the annuat sぬ owvs, as mentioned

above,KiVVA wili try to hold print cor13petitions,probably

from 2002  They will be by invitatioll only, the artists

bein9 setected fronl amlong those wvho have been

sending work to the annuat shows inハ 況ay Cash prizes

and other awards wili be ottered

As weti as the annual exrlibitions already in place,

Kil■A has begun work On its CollecJon  This will

eventuaHy becorre the heart of KIヽハゴA,and wili be used

to generate some income alongside the Puめ lica8on

section's offerings(  Starting 、vith the prints i have

coHected over the years, we will add the works sent to

the May shows, pieces donated to us through other

channeis and prints bOught outright on the market  At

no time ever will any item in the Collection be sold.

They will eventually be loaned outto other rnuseums for

exhibitions, made available for K‖ VVA members and

qualified schotars to study, and periodicalty disptayed

during   special   KiVVA   Collection   exhibitions

Reproductions of some of the more remarkable prints

wili be made and sold, as weli as CoHection catalo9s.

Print co‖ections are not rare in today's worid Ones with

tens of thousands of pieces are opened periodically to

make touring exhibitions  Co‖ ecJons devoted solely to

woodblocks usually mean ukiyo‐ e prints   KiVVA's

Co‖ectlon wili be less historical, rrlore contemporary、

We want to coHect works made by new or unknown

artists  Today they are unknown,but by co‖ ecting and

displaying their work, many truly remarkable and

exciting artists wili become known  This can only heip

the woodbiock medium as a whole and, of courseァ the

individual printrnaker,

K!い′A has no grand vislon for the future other than

providing a vehicle for woodbiock prints to be displayed

and appreciated,and co‖ ecting as rnany as possible for

postettty We are in love wtth our medium,the oldest of
the print techniques  it is the most flexible creatively,

the sirmplest in terrns of toois and materials, the one

most avaitable to young and old,amateur and professional atike,the

warmest, most approachable and most satisfying  its use oF so

many natural materials,such as the woodblock itselfi the plant fibers

for rnaking the paper,the mineral pigments and, here in」apan,the

bamboo rubbin9 pad, brings it close to the natural human condition

and futther away fFOm tlle plastlc elemerlts otherwise so pervasive irl

society The coiors,infinite in number,are waterゎased in」apan; no

chemicais potentially haFmfui to ollr skin or iungs are tssed to nnix

pigments

Tttis is KiVVAts only message,lf we were to nave a rrlessagei that

woodわ lock  pFintmakin9  1s  cFeatiVe  withoじt  being  mateFiatty

derrandingi is eminently capable to render any attistic idea a person

has sati§factorily,  can be pl」rsued with a minimurn Of tools and
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か」を知ってもらうことであり、そ してそれを観た人を 「私も

やってみようとという気持ちにさせること、と答えるでしょう。

皆様のKIWAに よせていただいた支持と信頼に対して、改め

てお礼を申し上げます。また、KIWAの 発展に役立つ情報があ

りましたらお聞かせ下さい。そして私たちの目的が達成できるよ

う、どうか引き続きご支援下さいますようお願い申じ上げます。

KIWAに ご参加下さいましたこと、スタッフー轟感謝致して

おります。会員の皆様一人一人でK:WAは 支えられてしヽるので

す 。

space by norrnal and handicapped children and aduits,

and, last めui not ieast, is 9reat fun   if we have a

purpose,it is simple to telt everyone trlis,tO sれow them

what others are doing in the medium and encourage

therr to try their hand atit,too

As a merllber of K:ヽ 呼A, yoじ are palt of this overall

concept,and i wantto nere and no町 ぱpubiiciy thank you

all for your support and confidence in KIΨ げA, and ask

you to continue to help us reach our 90ats by tetiing us

yoじr opinions freety and often, an6 sharing with ali the

members inforrrladon yold ttnd that carl ald KiVVAす

On Oc,laif of the staff and students,again thank yott so

very rrlucみforloining KIWA ttveryね dividual memberis

valuablG arld cheFiShed

京都教育大学名誉教墳 中 審寸二 柄

すでに長らく京都で本版画幾量を主宰してきたスタイナーさん
が、このたび京都木版画協会を設立するという。その朗報を聞い
て、私の胸にもさまざまな思いが駈けめぐる。

周知のとおり、わが国の浮世絵緩画がパげでE瞼 派の画家たち
に注目され、それがジャポニスムと呼ばれて金ヨー霜ッパに行き

渡るようになったのは、 19世 紀の後半から今世紀の初頭 10年

前後にいたる時期であった。その大波|ま浮世絵版国のような絵画
ばかりでなく、建築にも工芸にも、文雲にさえも及ぶ。しかしそ
の中心はやfまり何よりも日本の 「木版画」であった。

けれどもそのジャポニスムの波は、やがてピカソやブラックに

始まるキュビスムの目覚しい発展に圧倒されて、次第に沈静す
る。そのため一般に、ジャポエスムはそのころ終末にきたとみな
されている。

ところが最近出版されたクラウス ・ベルガーの覇究によると、
そのピカソやプラックのキュビスムも、実は浮世絵版画の 「平面
構成」から、新たにネグロ彫刻に触発された '立体幾何学的構
成」への弁証法的な反転に他ならないという。そればかりではな
い。第二次世界大戦の直後、 1950年 代から60年 代におこっ
た日本の前衛書 ・抽象書と欧米の前衛絵画 ・抽象絵画との一一つ
まリタシスム、アンフォルメル、アクション ・ベインティングな
どとの一― ドラマチックな交流も、ジャポニスムの 「第二の、驚
くべき波」であるという。
そうすると、ジャポニスムの発端に立つ日本の本版画は、今後

なお世界美術の前進に測りがたいほどの意味をもつであろう。
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Nihet Nakarrlura
対onorary Professor of KyOtO universtty of Educatio仔1

tt has been qじ ite a while since Mr Steiner first

organizedぬ is woodprint classes in Kyoto  Now,he has

estab!ished   the   Kyoto   international   llVoodprint

Assoctation,Hearing this excellent news,Fnany thoughts

reiated to att run through my ttind

As is known well, it was durinO tぬe tatter half of tho

19th century to the first dec名建ゥ of this century when

dapanese tlktyo‐e prints dFeW the atention of the

iTlpressionists in Paris〕and the consequent movement

calied」aponism spread throughout Europe This・ larOe

waver frOm Japan irlfiuenced not oniy paintings but also

architecture crats, and even literature  However, 電he

center of〔nis movement was always the 3apanese

woodbiock print

WVhen the revolutionary art movement Cubism arrived

upon the scene led by Picasso and Braque, 」 aponism

was overwheimed  and gradually faded away.  it is

generally believed that ii came to an end around that
宙me

However,according to Drt Ctaus Berger's recent studyテ

Cじbism was in fact a resutt of a dialectical development

from the l'two―dimenslonal composition‖of ukiyo‐e prints

to one inspired by the ・threetdimensional, 9oometrical

composition・ of African sculptures,  Not oniy that, he said hat

after the termination of World War il, frOm 1950 to 1960, the

dramatic  mutual  influence  between  the  」 apanese  avant‐

garde/abstract caHigraphy and the Western movement of avant‐

garde/abstract paintings such as tachisme, informel and action

paintings, was a refiection of the ・second, surprisin9 wave of

Uaponism Ⅲ

it seems obvious to me then that woodblock prints, the most

irnportant art form of the essence of Japonism,will always remain

of irnmeasurable s19nifiCance to the development of worid art

Therefore, i eagerly look forward to KlllVA's contributions to the

contemporary print worid

とびさリカレTの 店!
|その他メニュ‐いろいろ

CR=〔 こ=百 3二K
Iランチタイムサービスもやってます

AMll:00～ PM10:00

〒603北 区大将軍坂囲町20

Telす(075)464‐2486
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創作者のメッセージ
歌人 西尾純子

本版画というと素人の私などは一般的にモノクロの世界を想像

してしまう。が、日本には写楽や広重や北斎がいたのだつた。

視覚芸術で絵画と版画の二つをとりあげるとすれば、絵は画く

もので版画は彫つて刷るものという相違。しかし、出来上がった

作品は二次元の世界で、要するに色と形だけの表現であることに

二者間の相違はない。今年のスタイナー版画教室展 (5月27日 から

6月 1日、京都市国際交流会館)を 観に行つた私が考えたことは二

つだった。一点目は素入 目の私には絵か版画の判別のつかない作

品がいくつか出品されていた点。二点目はその前に立って観て何

も感 じない作品も数点あつたこと。まず、一点 目について考え

た。絵と判別のつかない作品は何故に本版画という手法であらね

ばならないのか。美 しく画かれている画と同じ様にみえて しまう

作品には概して魅力を感じることはなかった。例えば5月に行われ

る展覧会である故か春を題材とした作品は数点あった。桜のほの

紅 (くれない)の 美 しい色の作品もあった。が、私個人が最も春

という季節の雰囲気を感じた作品は、R'ベ ーターの作品 「春」で

あった。バックに古い館物があり、その手前の中央に花の咲き乱

れる梨か桜の大本の在るモノクロの作品だった。何か懐かしさの

様な感 じが心の中に生まれた。美 しいほの紙の桜の他の作品に感

じられなかった感覚を何故この作品が呼び起こすのだろうか。
ヘッセの言装を突如思い出した。 「人は幼年時代の思い出を糧に

して一生を生きるものである。」懐かしさの感覚は、観ている私

個人が作者ベーターの作品を通 じて一瞬間、同時的に存在 したの

だろうと思う。この作品はモノク回だ。色彩は必要のないことも

あるのだ。

私を考えさせたことの工点目は、作者がこの作品で一体何を表

現 したかったのか、何を訴えたかったのか、ということが解らな

い作品だつた。国文学者であり、民俗学者でもあり歌人でもあっ

た折日信夫は 『短歌啓蒙』という評論の中で 「仮感」という仮の

感 じを短歌作品の中から排するよう繰 り返 し書いている。例え
ば、花鳥風月という日本の伝統美の如く語られる言葉があるが、
これらは全て賞でるべき美しいものである、という既成概念であ
る。折回は一般的に漠として美 しいものであると思うこと、これ
を 「仮感」と言つた。確かに花はすべて美 しい訳ではなく、狂つ

た様な月も、耳陣りな鳥の声も羽音もあ り、風は常にすずやかと
は限らない。実感より仮感に心を占められてはいないか。感覚を

妥協させてはならない。歌をつくるにはまず自分自身を見据える
こと等々、つくるということは己自身を吐きつけることだ、とき
いている。この次元においては短歌も版画作品も同じなのではな
いかと私は考えた。作者個人の主張や感覚の伝わってこない作品
は作品として語ることはできない。

本版画であればこそ、と思った作品、そして何かしら鑑賞する

私自身に何らかの感 じを抱かせた作品をいくつか紹介 しておきた
い。安部公房の作品を題材とした、村上真紀子の 「S.カルマ氏の
トイレ」。同じ版の繰 り返 しの最後の一枚の版の逆転の面白さ。
何故か不安と怖さを感 じさせる沈光文の 「大石村」。懸命に働く
人達の後姿やある人間の一瞬の仕事やひと時の休息を荒削りな中
に光と影の表現で 「人は生きている」という感じを抱かせる析亜

Creatorrs Message
」unko Nishio(poet)

When t hear the words Hwoodblock print,H with my

tirnited knowiedge l immediately think of black‐andawhite

prints However, a recent experience reminded me that
in」apan we had Sharakじ ,Hiroshige,Hokusat and other
ukiyo eヽ artists who produced nothing but polychrome

prints
Thinking about the difference between paintings and

prints,while paintings are laid directty on canvas, prints
require carvin9 and printing processest Yet,the finished

works are both two‐dimensional,consisting of colors and

shapesithere is no ditterence in this respect
When i visited the Steiner workshop Show this year

(held in the Kyoto internadonal Community House from
May 27 to」 une l, 1997), there were two things which

made me think about prints and about artin general.The

first vras the fact that for someone like me who knows

nothing about printmaking techniques, some works

looked exactly tike paintings Re9arding this point, |

wonderedi if a print is not distinguishable from a

paintlng, what is the necessity of using the print
medium? As a mater of fact, those pieces which

resemble paintinOs, in general, did not particularly

interest me, even though they were beautifully done

using highly skilled techniques For instance, probably

because ofthe tirne ofthe year when the exhibition was

held,there were several pieces made on the subieCt Of
・
spring・ Some depicted beautifじ i cherry blossoms with

subtie pink petais However, the one which evoked the

atmosphere of spring most vividty in my heart was R

Peteris・Spring“ it was a rnonochrome print depicting a

large tree of,likely i think,pear or cherry in fuli bloom in

the center of the compOsition with an old house in the

background A nostalgic feeling overwhelmed me`llVhy

did this work cause such a strOng sensation while others

on the same sublect did not? Suddenly, l recalled
用ermann Hesseis wordsi"We live thrOugh our whole life

cherishin9 our childhood rnemories・  Probably, l was

synchronized with the worid that Peter presented here

through rrly childhood rTlemory That might be the reason

why this feeling of nosta19ia occurred. This is also a

black‐and‐white print i realized that colors are not

necessary ln some cases

The second thing that made me wonder was that,

while l was strongiy moved by some works,there were

others which did not evoke any feeling in my mind at a‖
in another words, there were works whose intentions

and messages were invisible to me. shinobu Origuchi

(1887-1953), a schOlar of 」 apanese Literature, an

ethnologist as weH as a poet,repeatedly said in his book
‖
Tanka KeimoH(Enllghtenment on the」 apanese poem
consisting of thirty‐one syHables)that We must avoid

using'false images'Of a sublect when making poems,

For example, in」 apan, there is a terrn H々acrPθttqgθrsげ
1

(litera‖y nfiower, bird, vvind and moon),‖ tO express the

beauties of nature,symbolizing the traditional sentiment

of rnany」apanese peoptet However,itis a preconceived
notion to say that fiowers,birds,the wind and the moOn

are always beautifu1  0riguchi caHed the expression

corning from this set idea a‖ false image.H Certainty, a‖
fiowers  are  not  necessarily  beautiful;  the  moon

sometimes has a crazy look,some birds irritate us with

their singing and flapping wings, blowing wind is not
997年 スタイナー版画教室展の様子



健の 「染色工房」のシリーズ作品。幽曲線の大地に巨大な菜の刷

られた素朴でダイナミックな若松揚子の 「野薬J。 一瞬、死者の

顔と思い、 ドキリとした閉眼の顔だけの作晶、ミとャエル ・デラ

の 「熟睡ど。ユーモラスなS人の家族と彼等を別の次元から観察じ

ている数匹の魚のいる、少しシニカルな感じで、しかしやはり面

白いリチャー ド・スタイナーの 「奇妙な仲良しグラ ドウィツー

家」。木目と判らないように、しかし、本目を大切にしていて青
の色彩の微妙なグラデーションが美しく心の深みにおみ込んでく

るのか、作品の世界にひきずり込まれてゆくのか不思議な感じを

持つ、アンヌ ・ヴェルタナンの 「青い蓮」と 「アウトコオブ ・ブ
ルー」。心の中の国まりがふつと昇率されて行く様な感じ、また

はそうあって欲しいという新りのような感じを受けるスタイナー

紀美子の 「フェイ」。この他にも色やスタイルやテクニックをこ

えて鑑賞する者に語りかけてくる作品達。この様な作品は何故観
る者をひきつけるのか。それは技術だけの問題ではないことを世
阿弥は能案奥義書として書いた 『風姿花伝』に書き残している。
それは 「見る人は、ただ思いの外 (ほか)に 面白き上手とばかり
見て、これは花ぞとも知らぬが為手(して)の花なり。さる程に、

人の心に思いも寄らぬ感を催す手立、これ花なり。」又、 「花は
心。」又、 「上手は下手の手本、下手は上手の手本なりと工夫す
べし。」世阿弥は、テクニックは必要だがそれと判るものは面白
くないこと。上手とか下手とかではなく工夫と心を説いている。
また、大江健二郎は 『私小説について』という随筆の中で次の様
に書いている。 「われわれの文学はあらゆる文体とイメージをも
ちいて自己探検し、自己告白することによってしか、反 ・文学の
政撃にたちむかうことはできないと考える。自分自身が敵ではな
いかということさえ発見できないのではないか。」鑑賞者をひき
つける作品達には作者自身の心、個、生き様、経験、思想や考え
方が感じられる何かがある。それは無気味さでも面白さでも恐怖
でも安増でも観る者に訴えかけてくるものがある。それと共に、
表現者が自分自身の心の何かを伝えたい、という作者としての意
志が鑑賞者に伝わりその何ものかを感じさせるのではないのだろ
うか。リチャー ド・スタイナーはコスモポリタンなのであろうが

alttvays fresh and cornfo☆abte.Arenit vJ◇ prooccupied by
these rttaGlnative idetts Father tttarl M′itれoじr real feetings?

We must not ttt oぱ senses be idie Or19uchi added tthat

to ttake poetry is to ,ook at ourseives seveFely trrithot】t

compromising  He atso said that to create is to tet

ourseives burst out in this respect,i thought that there is

no ditterence between mattng poetts and making prirlts

if a work,cither a poem or an art work,does not convey

its creator!s message or feelings,we canttt corlsider it to

be art
Among the works displayed at the show, let me

introduce  some  pieces  which  distinctty  show  the

characteFiStiCs of this print medium, as we‖  as some

which intri9ued me quite a lot

Makiko Murakamlis rToilet of S Karma‖  was made

bein9 inspired by reading one of the novels of Kobo Abe

Arranging multiple cOpies(15 pieces)of the same print

with its motif consistin9 of many faces in one frame,she

placed the tast copy upside down The windy scene of
Kobun Xinisい 01shi VillageW entttted a strong impact,811ing
me with unexplainable feelings of anxiety and fear Y

Shinis tiDyeing VVorkshopH series tively depicts the human

activittes in a vivid manner through varlous scenes in the
workshopt one print has some f19ures of hard working

people shown from the back;another one has people at
rest and twO prints capture the movemerlts of trle dyers

at work, a‖  in a rough black,and‐ white styie with a

balanced  contrast  of  119ht  and  shadow   Yoko

VVakamatsuts tfGift of the Earth“  shows g19antic leaves
corning out of the convex earthi strrlple but quite dynamic

Michael Dorrerts ttDeep sieep" startied rne because, at

first 91ance, l though it was a dead persOn  Richard

Steiners ilGood Family Gladowicz‖  shows flve strange
印〕erlbers Of a Family with some ttsh iooking at them from

different angies,a litle cynical,but quite humorOus Makin9 9rains of wood invisible,but truly paying careful attentiorl to

its characteristics,Anne Vertanan showed beautifu1 9radations of blue in ⅢBlue Lotus‖and t'(Dut of Blue.‖The subtle
shades penetrated deeply into my heart i felt myself drawn into her worid The ti9hineSS Of my mind ioosened and

became free一―Kimiko Steineris WFay'l gave me an impression that she wished our minds to be like this―一l feit that this
was her prayer

Beside the abcve, there were many others which spoke to me of something beyond their colors, stytes and

techniques、Why do they attract us so?This is not a matter oftechnique only The 14,1 5th century Noh player Zeanll

(1363。1443)said in his book'Fushikaderl"(TeaChing on Style and the Flower)ttrThe Flower of the actor is possibte

precisely because the audience does not know where that Flower may be located.The spectators merely know that
they are seeing something unexpected and quite skilifu‖y performed, but they cannot recogrlize the Flower as such
Thus the technique can representthe Flower ofthe actor The Flower provides the means to give rise to a sensatlon Of

the unexpected in the hearts of the audience,‖(1)"Flower is spirit,"and also,'lThe Skiltful actor must serve as a model
for the unskilled actor;the unskilled player must serve as ar〕inspirationすor the sk‖led player such is the very basic

principle on which to prOceed tt Zearni said thattechniques are very important)butif these techniques are obvious,they
donit excite the audience any more;more than being skilled,cultivatin9 oneis ingenuity and spirit is essential Similarly,

Kenzaburo Oe,the winner of the 1 994 Nobel Prize of Literature,said in his essay WAbout Autobiographical Tales,い 1
think there is no other way to confrOnt an atack by those whO are anti‐literature than to explore into our minds and
confess by empioying aH kinds of stytes and images Otherwise,we can not see that even we ourseives courd be our

own enemy,H The works which attract viewers are those which reflect the heart,personatity,way ofl,ving,experience,
thou9ht and view of the creator WVhatever the reftection is,weirdness, humor,fear or relief,they certainty appeal At

the same time, the creatoris intention to convey his/her

message through art can be readily perceived Reflecting

Richard  Steiner's  cosmopolitan  nature,  his  annuat

workshop shOw wili remain unique without losing its

freshness`

Fina‖y, l want to make a brief comrnent on one of
Richard Steiners wOrks, ‖ Encounter over the Green‖
When i first saw it from a distance,displayed on the wati at

the front entrance, ithoughtit was a wortd map. As i 9ot

close to it, l found many faces instead: large ones, small

ones, some being close and some distant, in two groups;
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故か、年に一度の版画教室展自体が異色であると共にこれから

も新鮮さを失うことfまないだろう。

今年の R・ スタイナーの出品作品のひとつ、 「緑上の出会

会場の入日の正面に在ったこの作品を速くから一目みた時、

私は世界地図かと思った。近づいてよく観ると、目を閉じてほ

態えんでいる大きな顔、小さな顔、速い顔、近い顔、顔、顔、

顔 ・・・が緑の上で向き合っている。そしてこちらを向いてい

る顔がひとつある。顔達と緑の空間に小さな細長いものが飛び

交っている。まるでテレパシーが見えているように。顔達は目
を開じてほほえみながらお互いの言葉に耳を傾けているよ う

だ。そしてここに共に存在 しているんだよ、という共生感を感
じる。これは R・ スタイナーの手宙観なのかもしれない。また

は創作者としての彼のメッセージなのだと私は思った。我々、

鑑賞者達への。そしてまた世界中の鑑賞者達とそして彼と同じ

創作者達へのメッセージなのだと。

a‖srniling urith their eyes closed,facing each other over

the greerl background And there is orle face looking at

us、 3etween these faces, there are smali narrow stripes
flying a,ound in the green space as if they are visible

telepathic messages These faces seem to be listening to

each otheris words,as if they are saying性WVe are existin9

together in harmonyメ  This probabty represents R

Steineris trrnage of the universe At the same tirne, this

itself is his message to us visitors as a creator The

message is aiso addressed to a‖the viewers in the worid

as wetl as to other creators like him That was whati saw

in the work

ゴaniFiZaki lvlasaka夕と,Priric(itoll Library t,f AstaFi Trarisiati()ns‐]984

現代 ドイツ本版画事情 [1]
ミヒャエル デラ

日本の木版画に償れ親じんでいる方にとっては、ここに紹介 し
ている 2つ の作品 (Fも1,F崎2)1ま必ずしも芸術的には映らない

かもしれません。しかし、これらが今日の ドイツ本版画界を代表
するものなのです。これ らに共通じている特徴は以下の通 りで

す。
1)ぎ ょっとさせられる。
2)誰 にでも作ることができるようにみえる。
3)人 物画や風景画など既成のカテゴリーで説明されるものでは

ない。
4)は っきりとした意味をもっていないようにみえる。

さらに詳しく説明すると、
1)制 作者の意図は、美しいものや心地よいものを作ることでは
なく、かといって醜いものを作ろうというのでもありません。作
品自体が作者の思いの現れなのです。
2)刷 りはたいてい手動のプレス機でおこない、インクは油性を
使っています。微妙な表現は求めておらず、ほとんどが黒一色で
表され、色を使ったとしてもせいぜい一色か二色です。ほとんど
の作家が自分で刷 りをおこなっていますが、刷 りそのものは単に
技術の問題でしかなく、あまり重視されていません。イメージを
膨らませ、自分のアイディアを明確な形にしていくことがなによ
りも重要なのです。
3)こ れらの版画は農像画、風景画、装飾的、イラス ト的、抽象
的などという枠組みにおさまるものではありません。今日、伝統
的なカテゴリーは力を失ってしまっており、作家は既成の表現を
越える何かを創造しようと努力しています。名を成すということ
は、すでにやられていることを技術的にもっとうまくやるとか、
より独創的な方法でやるということだけではなく、全く新しいイ
メージを創造することなのです。
4)一 見しただけでは、作品の意図が理解できないかもしれませ
ん。月並みなモチーフが描かれている作品は見ればすぐ分かりま
す。反対に、見たことがないようなイメージの作品は私たちを苛
立たせ、説明されないと理解できないように思われ、取 り残され
た感じになります。

一方、いわゆる 「現代アー ト」といわれるものが、心に響いて
こないということも事実です。有名アーティス トにありがちな自
己中心的なアイディアや、異様ともいえる妄想に、私たちはさほ
ど興味をそそられはじないからです。彼らの作品をめぐってのさ
まざまな論争は、専門家に任せることにし、もっと身近な作家の

作品を楽しむことにしましょう。

現代作家の本版画は ドイツでは日本よりももっと簡単に鑑賞す

G eFman WOodcuts Today [1]

Michael Dorrer

To a viewer じ sed to Japanese vyoodcuts, these two

pictじres(1,2)m19ht nOt look pariicularty artistic Yet as

they are representative of the main currerlt of German

printmaking art today, it is worthwhite to nave a c10ser
look at thetr rnain features

itis safe to say that
‐They are not pieasing to the eye
‐They do notlook technically demandin9
‐They cannot be reaoFly deScribed as portrait,landscape

Or anWhing ilke it
‐They do not have an obviOus rneaning

These prints are indeed not rneantto be pleasing to the

eye The artistsi concern is certainiy not to produce

somethirlg beautifui or harmonlous Neither are they

bent on producing something ugly, These works are

express,ons of the artistsfideas

These prints do not iook technically demanding

Printing is done with Oil‐ based inks, usua‖ y on a
manually operated printing press Subtleties are not

intended Black and,if at a‖ ,one ortwo more colors are
usualty considered enOu9h Even thou9h most artists do

their own printing, the actual printing process is

considered a technical, at best secondary rnatter

Creating an image, giving oneis ideas a convincing

shape is deemed far superior

The suttect mater of these prints can not be readily

described  as  portrait,  landscape,  as  decorative,

i‖ustrative, not even abstract or anything iike it ln the

worid of art today,aH merely traditional cate9ories have

!ost their validity,Artists strive to express things beyond

handed‐down topics Makin9 oneis mark doesnl juSt

mean to render sOrrlething known in an accomplished or

unique manner,but to find new things to say in the first

place
These prints do not convey a rneaning which is readily

accessible  at  first  sight.  That  is  what  fo‖ ows

automatica‖y Conventional topics explain themsetves,
or so we perceive lt, Pictures which do not fo‖ ow a
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ることができます。というの

は、現代版画に関する本もか

な り出版 され て いるか らで

す。それ らはほとんどまず最

初に、木版や リノ リウムなど

の手法もこな している、国際

的に名が知 られている作家の

作品を紹介 しています。前出

の作品二点はその人たちのも

のですが、彼 らにとって木版

画はは表現手法の一つにすぎ

ません。次に紹介 しているの

は、知名度は低いけれど、多

くの本版画を制作 している地

方で活擢 している作家です。

彼 らのほとんどは、特定の芸

術協会に所属 してはいません

が、国内で開かれている展覧

会 に積極 的 に出品 して いま

す。 ここで特筆すべきことは

ドイツにおいては、 日本でみ られるような広範囲にわたるアマ

チュア版画家の活躍の場はないということです。発表の場を自ら

の力で切 り開かなければならない ドイツの作家の本版画は、京都

のギャラリーに展示されているアマチュアの作品よりも、おおむ

ねレベルが高いといえるでしょう。もちろん、日本と ドイツで作
られている木版画を比較することは簡単です。 しかしここで私た

ちが気をつけておかなければならないことは、それぞれの国には

それぞれの考えがあ り、また価値観や好みも違 うということで

す。たとえば、 「木版画 らしい作品とはどのようなものか」、
「他の版画手法と比べて本版画で追求すべきものは何か」、 「こ

の手法を使 う必然性がどこにあるのか」などという問いに対 し
て、私たちは文字どおり天と地ほどかけ離れた考えを持つことも

あるのです。これは他のもっと身近なことについても言えること
でしょう。

ドイツの本版画家の多くは、前述 したような特徴をもっと追求
していきたいと考えています。つまり心地よいイメージよりも強
烈tなイメージを、刷 りの技術を高めるよりもむしろ素朴さを強調
していく傾向にあるのです。それらドイツの版画は、主題や作品
の意味などについては通常の方法で論じられても、日本の優れた
本版画技法に慣れ親 しんだ人にとっては、あまりにも荒々しく、
おおざっぱ過ぎるようにに映るようです。その理由は簡単です。
つまりそれは、 ドイツの作家が大な り小なり、今世紀初頭の 20

年間に起こった ドイツ表現主義の影響を受けているのに対 し、日
本の作家の多くが 5、 60年 前まで作られていた浮世絵版画の影
響を受けていることによるのです。

recognizabie pattern,irritate us, put us off as

they seem to require explanation to bё

understood.

On  the  other  hand,  let's  face  iti

Contemporary Art wRh a capRal A is not what

is really close to our heartst And we are not

really too interested in the often self‐centered

or alien obsessions of reputed artists. We

don't 9ive a hoot for a‖  the controversies

surrounding their work,wetd rather wait untit

the dust has setied in the meantime we look

around at what maters in our own life, and

en10y WOrks within our reach

Thatis easity done in the case of Germany

There are several books on contempOrary

woodblock printing available First of aH they

show that in Germany there are a few

internationalty renowned artists,whose range

of media includes woodcuts and linctus‐ the

Rrst tto works are by two ofthem To them,woodcut is

iuSt One technique among many others Then there are
the l`esser artists[, locatty known people whose work

consists of a g00d deal of woodblock printing These

artists  are  rarely  organized  in  specialized  art

associations,butthey can be found in art shows a1l over

the country tt should be noted,however,thatthere is no

broadly based popular amateur scene in this field as in

」apan,

This means that most prints that find their way into

those exhibitions tend to start a cut above whatis being

displayed in private Kyoto galleries Of course we can

compare whatis beinO done in this technique here and

there,but we have to keep in mind that people not oniy

have different ideas, but also different valじ es and

preferences So, what a woodcut iooks like, what a
woodcut shouid achieve as compared to other printing

techniques, and what makes a person employ this

particutar technique may be literally worids apart.This is
atso true for works which are more eas‖ y accessible to
us,

Most prints aspire more to the art scene as

characterized above This means, they value powerful

irnages  more than  pleasing  ones,  they tend  to

emphasize the primitiveness of printing with wood,rather

than to transcend it Sublect matter and the question of

meaning are often dealt with in a more conventional

way,  but  to  eyes  used  to  」 apanese  printing

craftsmanship, German prints are stilt too crude or at

least carelessly executed、

ltis easy to explain why; hardly any German printer

would deny being influenced in one way or the other by

the Expressionists from the first two decades of this

century, whereas most」 apanese printers owe a lot to

their Ukiyo‐e forefathers a few decades eariler,

1■ote

Fig l:ⅢNighttisionⅢ by A.R.Penck

Fig,2: WSQuall"by Lousa Chase

(.Trlinking Printi Books to BillbOards,1980-95"

by Deborah W甲 る「e,the lM(lseni of Modernメ 地■,Ne、v York,1996)

Fig l
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秋の人形
出根薦子

朝夕の気温がおちて、空の色が澄んでくると、私には、小さ

な紙塑人形をとり出して床の間に飾る楽 しみがある。二月や五

月に飾る人形があるなら、私のは、秋の透きとおった季節のな

かで賞でる、秋の人形なのだ。

座高十五糎ほどのあどけない童子の人形は、玉葱で染めたと
いうやわらかい鬱金色の申国風な服に身を包み、黒い前髪を少

移垂 らし、小さな策髪がお、っくらとした高軍の上すこのつてい

る。白く丸,い顔には、ほのかな頬の紙色、小さな国詳があどけ

な く、察洋輸な規れ長の 目許は、速い鱒の 鶴本の女の子の顔

だ。な事の上に左手の指を揃えて膝の上に置しヽたつつましい姿
は、今|こも語りか〔ナてくるようた。

この人影|ま、京都在住の人形作家の期人rこもう十年あまり前
:こ作つてもらったもので、半年後に出来上がったのが仲秋の名
帰の目、その鶴書き!■は 「月夜」と書かれてあった。

そつのとム私|よ、何回もこのよ形を飯画にすることを試みた

が、何強かこのあどけない重子|よ私の作品になることを、さり

げなく緩んだままである。人形を作るということ態、作家に

とって 曇分の分身な生み出すに等 じをヽことなのだ1そ 多茜革
'こ.未 熟な者の手によって写じとることfま詩さオ

i“
なこヽのかも無

れまい、と、私はようやく気付さ|まじめた。
■月の終わ けにこの人影を仕舞う。静かな壊!こ、薄い和紙を

かけると、量子|ま一壌、た じろぐ轄がある。次の年の秋まで

に、この重子に詳される版画作りの力がつくかどうか。

毎年同じことを感じながら、この人形を箱に収める。

~   Autumn妙
o:督

Yosぬ 母旅o Yamane

VVhen it grows cooler in the rnornirlgs and n19htS and

trle sky makes its face ciearer, t takeゃatticular pteasure

in displaying a li性le paper‐clay doll in the alcove of our

」apanese room  As there are special dolls disptayed

only in lVlarch and May cetebratinO cめ,ldrenis grottFttt iF:

」aparl, rnine is appreciated onty iR this cteaF aFr of the

season itis arl aじtじmn doli

This i県鳴ocent‐iookir10 six"irlcれ hiOh dOtl, Sittin9 in

」apanese fashion, ts dfessed in a soft sattron Cttinese

styte otttfit wvhich is said tc れaveわ Oer corOred u′tth dye

made from onion skin lvVith sm象|| む!&て,そめarRgs hangi89

over her forehead, two smつ|| どじ舟e artt resting ott h◇r

pりffy ears   On ,、舎= 、町れi!el ro,:iRづ facつ― cheeそs are

SiiGtttly cciored lぃ pヤ】k arld the liltie lTotせtrl iOOtts qけite

naive Her oFiental!a竹鴻ond shaっe3eyes are ittcse of arl

arlcierlt 3ara=1む6e giri. 6racefじ11ン,3“iC Iユysれer tett hand

over the otれer on舎iわo宝1l restinO cri l‐9r i&p tと,00ks as:「

she is 9oね9崎 Sやeak tt me at ar舟y!ln。締◇威

More than ten years途9ol t haS this doil■laむe by a Soll

抑aker frtenO of mいei持,ngぬ Kyo10 Tak,験O stX ttOrltts―
it wvas firRiSlled r崎肘 on afモJおmOctt ni9ぬtin September

O p  h e r  b o x i s  w打哉en  H X / 1 o o n t i t  N 1 9 h t  Ⅲ

l have tried to ttake a woodblock prht of this doll
many ti子検eSl but somehow this innocent giri quietly refuses to become a modet for

my pri白t  戸or a doli rnakor,creating a dofi球村ght be 60metrlin9 1ike givinOめirttt to

her other self Firiaily i realized tilatit is probably not atloured for someone ilke rne,

who has yetto rnature a“isticallyi to rnake a print OF her l firlatiy realized this

Ontれei金st day of Octobor,l again stow tぬis dofl away Wげhen i place a sott sheet

of dapanese paper overヤ、er cairn face,herface seems to fiinch a bit Wげキill be 9oo0

enoじ9h to be a1lowred to make a prirlt of herめy next autumn?
Every year,having the same feeil白9s,i enclose this dclllin her box

T998‐年
1度

め
1予

定

12月 7日 (回) 総 会 &メ 一ヽティ

2日 (月)
スタイナー展 (那覇):
もじ7Fり ゅうぼうホール

1998 SGHttDULE            I

Dec.7(Sun)General Meeting&      |
inaugurating Partyl

Jant 28(Wed.)―Feb.2(Mon.)        i
RichaFd Steineris Exttibition,Okinawa

鳳yubo ttall,Palete Kumoi1 7F,Naha

Jじnt 23(Tue.)痩 」unt 28(Sun.)
The lSth Steiner Workshop Show

Kyoto internatlonal Community House 2F

(11:00～ 19!00)

京都市中京区寺町通姉小路東角

Tel. 075-231-2341

1月 28日 (水)～ 2月

リチ ャー ド ・

那覇市パレットく

6月 23日 (火》～ 6月 28日 (日)

第 15回 スタイナー版 画教室展

京都市国際交流会館2F
姉妹都市コーナー (11:00～19:00)



κr捌町 ョレクション
大城戸 祥 子

KIWAの 活動の中でも、とりわけ皆さんに知っておいていた

だきたいことがあります。それ!ま、 KIWAヨ レクションについ

てです。ここで、それがどのようなものなのか紹介させて頂きま

す。

毎年5月に開かれているスタイナー本版画教室展には、教室メ

ンバーの作品に加え、海外からも多くの作品が寄せられています

が、今年より出品作品は全て KlWAに 寄贈して頂くようお願い

しています。つまりそれらが KlWAコ レクションとして登録さ

れていくのです。一旦登録された作品は、末永く良好な状態で保

存するために中性紙を用いたケースに収納されます。
これからどのような作品と出会い、どのように形作られていく

のか未知数ではありますが、世界の現代本版画を一堂に集めた、

これまでになかったコレクションとして充実させていきたいと考
えています。

皆様のお手元にも何らかの事情で保管出来ない作品がございま
したら、KlWAコ レクションを思い出し、その 1ペ ージに加え
ていただければ幸いです。もちろん、寄贈もお待ちしています=

また作品の リス トを作成し、間覧システムも整えられるよう、
ただ今準備中です。

二十一世紀を間近に控えた今、私達は遥か未来を見つめなが

ら、一年一年、活動を積み重ねていきたいと思います.そ して、
このコレクションを世界の本版画の歴史を綴っていける様な、ま
たKIWAの 心となるようなものにしていけたらと考えておりま
す.

小さな初めの一歩を踏みだしたばかりではありますが、一同力
を合わせてすばらしいコレクションを作っていきたいと思ってい

ます。どうぞ、皆様もご協力下さいますよう、宣しくお願い申し
上げます。

【ほ圏擦Cθ〃θcFrθ帰
Sachiko Okido

AmonO the activities of KiVVA, there is a particulariy

ilnportant one we want to introduce here― ―the KIWA

CollecHon

For the arlRual Steiner workshop shOw, besides the

prints by the students, we have been exhibiting works
from abroad  BeOinnin9 with this year, we have asked

fo「e19n patticipants to contribute their works to the Kl VヽA

Collectiorl  ater the exhibition    These  pFintS are

individualty re9istered and kept in pH constructed boxes

and paper

VVe donl know yet what kind of prints wili be sentto us

each year or how the co‖ ection will actually be formed

However, it is our hope to make it rich in scale and

quality, consisting of a  wide range of contemporary
woodblock prints frorn aH over the worid

if an artist or collector wants to donate prints to Kl WヽA,

we will accept them and preserve them along with a‖ the

others

Presently, we are preparing a catalo9ue system in Our

computer so that eventua‖ y our coHection can be shown
to the public in an orderty manner.

Now,「 19ht before the turn of the century, we want our

collection to become a witness to the history of worid

woodblock prints  Lookin9 towards the future,we intend

to consolldate and refine our activities each year,making

the collection to be the very heart of KlllVAt    VVe

rIRembers of KIも γA will a‖ make great and concerted

efforts to see this realized

京都国際木版画協会(KlWA)の
会員募集!

京都国際本版画協会(KIWA)では、会の活動をサポー ト
していただける方を、常時募集しています。KIWAの活動
に興味のある方なら、どなたでも大歓迎です。
ご入会いただいた方には、毎年デザインが変わるミニ版

画をプレゼント。いろんな情報、読み物を掲載した、会報
「KIWA NeWsど もご送付します。また、みなさんに参加

していただける本版画関連のセミナー
(97年には年賀状教

室を開催)や、会員交流のためのパーティなど、本版画を

より楽 しんでいただけるようなイベントを予定 していま
す。

【年会費】個人会員 ・…………・5,000円
ファミリー会員 …… 8,000円
法人会員……………101000円
アカデミック会員…10,000岡

お申し込み、お問い合せ低下記までご連絡ください||

京都 国際本 版 画協 会

〒606京 都市左京区下鴨中川原町5314

(戸ax)075,702H1726

( e = m a i l ) S t e i n e r @ m b o xⅢk y o t O‐i n e t  o r i p

yrp0371 6(》niftyserve or!p

(郵便振替)00900‐ 7‐311537

information for KlWA membership

Membership is open to anyone if you are interested in art in

general〕prints especia‖y,and woOdb10cks in particular,and our
acJvkies in this area, you are weicomed to join KlVVA

Association memberships are annual;  each year you will

receive a giR printi you will be invited to our spectal events which

inciude  exhibiHons, lectures and serninars.  You w‖ l also

receive our newsietters

【Annual Membership Fee】

individual Allember t・・・¥ 5,000

Family怖 4ember ¥ 8,O00

Corporaton Member… Yl o,ooo

Academic Member  … ¥lo,ooo

(PleaSe pay by international pOstat rnoney ordert)

For further information,please contactthe fo‖owin9t

KyOtO internaticnal Woodprint AssocratiOn

50‐141 Nakagawara―cho,shimogarnol Sakyo― kじ

Kyoto,606,3apan

(Fax)81‐ア5-702‐1726

( e‐r n a t l ) s t e i n e r @ m b O x  k y o t o‐i n e t  o r i p

y「p03716(⊃ niftyserve orip
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編集後記
村上真紀子

サ ド裁判で有名な、故渋澤龍彦が警いた評論集に以下のよう

な一説があります。 「あとから考えてみると、よくまあ自分に

あれだけ大胆なことができたもんだ、と、われながら感心して

しまうようなことがあるもんです。こういう冒険が平気ででき

るのも、自分で自分の限界を知らないからこそです。いや、こ

ういう冒険をすることによって、自分の限界を破り、自分の能

力をどんどん広げていくのが、快楽主義的な人間というもので

しょう。」

今年 1月に構想が生まれたK!WAか らこの新聞委員会がつ

くられ、第一回ミーティングが開かれたのが 3月 も末のこと。

本当に実現するのかと編集長に任命された私自身、夢のように

考えていたことが、9ヶ 月後の今、このような形でまとまりま

した。まさしく 「快楽主義」を哲学したのか。ポーカー ・フェ

イスの作家 ・渋澤氏の言葉をちょっと拝借 して創刊号までの行

程と我々自身を好忘的かつ皮肉的に述べたつもりですが、ひと

まずは、今後の冒険とそれに伴うであろう希望的飛躍をもうし

ばらく見守っていただければ幸いであります。

お忙 しい中、快く執筆を引き受けて下さった中村二柄先生、

山根商子さん、西尾純子さん、ミヒャエル ・デラさん、それか

ら翻訳 を手 伝 って下

さったデラ伸江さん、

害多信恵さん、伊勢田

真純さんに敬慕の念を

抱き、深 くお礼申し上

げます。また、年少で

未経験の私を編集長 と

して支えてくれ、とも

に苦労 してくれた各編

集者に心からのお礼と

愛情を送ります。

Editoriat

Makiko Murakanll

Tatsuhiko Shibusawa(1928‐ 87), we‖ known in」 apan

for his transiation of Marquis de Sadeis works and his

subsequent trial, once wrote in an essay the fo‖ owing:
ⅢLooking back,there were some occaslons that make me

quite amazed at myseif having been so reckless irnean t
didnit know my limitatiorls‐‐l think thatts the only reason

why i could embark on my adventures so easily.Through

these cha‖ engin9 works, i learned how to overcome my

limltattons.And meanwhHe, l eniOyed developing other

talents inside ofrne more and more l'd iike to ca‖ myself

some kind of an Epicurean,W

When KlllVA started its activities at the beginning of this

year,the newspaperteam was also being set up and our
first meeting was held already at the end of March.

Vヽorking as the editor‐ in‐chief, l myseif sometimes

wondered if the whole prolect really was 9oing to work

out satisfactory  Now, nine months tater, it iooks iike

everything has actua‖ y settied down and we have
managed to pub‖ sh our very first newsletter Exactly this

must be the feeling of being an Epicureanャ l quoted the

above lines to express our development favorably,at the

same dme,cttdcally l wish a‖ our readers will keep warm

eyes on our coming adventures,and hopefu‖ y the whole

thing wiliturn out even more successful

l want to express our special thanks to  Prof. Nihei

Nakamura, Ms Yoshiko Yamane, Ms」 unko Nishlo and

Mr Michaet Dorrer for their exce‖ ent articles,and to Ms

Nobue Dorrer〕 Ms Nobue KRa and Ms Masumitseda for

helping with transiationt in the end, l wantto send my

love to  each statt member who always supported me

and shared this whole experience with this most

inexperienced editor

(本 店 )
京都市中京 区河原町

通蛸薬師上ル
Tel.  075-221-2641

(ぎゃらりい)
京都市中京区蛸薬師
通 り河原町東入ル

Tel.  075-221-3547
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ほっと一息、

世界のお茶を ・・

喫茶

烹 。は や じや

京都 ・三条大橋西
Tel. 075-231-5098
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