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t is with much dccp apprcciation to

thc nc、v mcmbcrs of KIWVA as 、vcll

as past mcmbers who rcncw cvcry

ycar and thosc、who support our activitics in

various ways that l say thank you Froln thc

Executive Committcc,KIWA Ncws starf

and,or course,mysclf for your support

This past ycar has sccn thc namc of KnVA

bccomc bettcr known Especially with thc

lntcrtlct and our bcin3 mcntloned On thosc

sitcs that dcal w′ith woodblock prints has

KI VヽA gotten somc exccllcnt Ⅲprcss Ⅲ Our

o、すn sitc w′11l bc round at<w、、、v ki、va nct>

S00n

Our goais rcmain thc samei to sprcad thc

、vord of、woodbloc( printmaking to sharc

、A,ith as many pcoplc as possiblc tllc

fascination 、vc havc for thc mcdium、  lo

hold rcgular cxhibitionsヽwhcrc any artist

can frcely cntcr、vorks,and to bulld up thc

KIMrA Colcction ヽ Vc、 vill■ot va甲 士om

thc path thatlcads to thcsc goals

A s  t t r  l o n g  r a n g c  p r o l c c t s、a s  m c n t i o n●d

in carlicr articlcs、KIWA cvcntuallv will

4ヨ]医雪暑暑暑景暑:こ書品景合
活動に関心を寄せて下さっている皆様

に、Km吹 運営委員、Kぶ 煎ニュース編

集委員、会長より心よりお礼申し上げ

ます。昨年は会員数も増加し、KIWA

の存在もより多くの方に知られるよう

になりました。特にインターネットの

本版画関連サイ トではKIWAの 名前が

話題にされるようになり、いい評価を

受けています。KIWAの ホームページ

havc to bulld its o、vn muscum l will

discuss this in dctall in latcr issucs For

no、v, I as(c、cr)KI VヽA mcmbcr and thc

rcadcrs of KIヽスFA Ncws to hclp us make

this plan a rcalit)by giving us advicc on

<www,kiwa net>も まもなく開設さ

れる予定です。

KIWAの 目標については今までと変

わ りません。本版画の普及に努め、魅

力的な本版画技法を多くの人と分かち

合い、作家が自由に応募できる展覧会

を定期的に開催 し、KIWAコ レクショ

ンを充実させていくことです。私達は

これらの目標から逸脱することなく確

実に歩んでいきたいと思っています。

長期的な計画としてはKIWA美 術館

の建設を考えていますが、具体的には

第 3印 展会場風景  筋 タヨ″畑 脇 ざみοw

韓熙 骨

how to bcst procccd, sharing pcrtincnt

information, frcciy giving us opinions

about any aspcct of thc plan‐  alld

co面n前ng的崎ncwtllelrmcmbcAhps ①

これから取 り組んでいきたいと思いま

す。そ こで皆様には、この計画を実現

化 していくためのア ドバイスや情報を

提供 して下さるよう、この場を借 りて

お願いいたします。どのような視点か

らでも構いませんので、自由にご意見

をお聞かせ願えれば幸いです。また、

新 しい会員を増やすためのご協力もよ

ろしくお願いいたします。
 o
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K織 :告 を開 t掛 ぱ 薄 |

was thc largcst Onc to datc、、ith ainlosl 1 01〕

prints on thc walls(about half ol｀thc 228

wc rcccivcd)Tllc grcatcsi numbcr of

visitors cvcr camc to scc it also、 a「ound

1200 1 h`is is a record Sor a onc一、、rcck print

cxhibition in Kyoto

As al、 ュvs wc thcd somcthin2 ncw this

tilnci、c havc bcgun offcrlng prlzcs Not as

iargc as sOme of thc othcr,1■ unicipal

SPOnSOrcd sho、 vs, but ncvcrthclcss, a、vards

、orth thc cl古ort Of thc printlnakcr to sublllit

、ork Lc t  m c  t t r s t  r c v i c w  t h c  j u d g i n g

proccss and thc prizc sponsors

About a mOnth bcfore thc cxhibition

opcncd,thc sclccting and a、varding scss10n

、as hcld Ninc judBcs and si、adviscrs

attcndcd ln kccping with KIヽVA's strict

pollぃ、thc judges'namcs wcrc not madc

Publici norヽ
'ill all thc samc judgcs bc

invitcd for thc ncxt cxhibition sincc somc

havc mOvcd from Kyoto, and, morc

importantiy,wc want to always havc thc

judging rencct currcnt print thinking lf
KIWA judging acquircs somc Wstylc・o「

pattcrn,I want it to bc rcllcctivc of、what

sOctcⅢ llkcS in its print tastcs at thc timc of

1 替 をき景官母を最雪暑倍捨替曾

作品 228点 の約半数、100点が展示

され、一週間の会期中に 1200人 を

越す人々が訪れました。

KIWA展 では毎回、何か一つ新 しい

試みにチャレンジしようとしています

が、今回の大きな取 り組みは賞を設け

ることでした。都道府県や市、新聞社

などの主催による展覧会のように大き

なものではありませんが、出品者の熱

意に少しでも応えたいという私たちの

願いを反映 したものです。以下、審査

の過程 と賞のスボンサーについて簡単

に説明をしたいと思います.

展覧会開催の一ヶ月ほど前に 9人 の

審査員と6人 のア ドヴァイザーの出席

の下に、選考会が開かれました。審査

員はI(IWAの規約に基づき、会長の権

限で選ばれ、名前は公表 しない、毎回

メンバーを変えていくという方針をと

っています。 こ れはI(IWA展 が特定の

審査員の好みを反映したものではなく、

版画界の新 しい動向をつねに反映 した

ものであり続けたいからです.

thc cxhibitlons Rotatng judgcs will assurc

this cOntcmporarily

Firsl thc Prizc、 市inncrs wcrc sclcctcd

Thcrc、 crc six prizcs in alli thc KIWA Bcst

in thc ShOw Prizo(KANG Dcn3_suk,

South Korea),thC Sirius Prizc(Lconardo

GOTELEYB,Argcntilla),Dr lwasaki Pttzc

(ShOn3‐ Ji XIN,Pcoplcs Rcpublic or

China),Kyoto lnternational Community

Foundation Prizc(Stanisiav TROPP、

Siovakia)andふ JO」 apan Amcrlcrヽ VomCn

of Kansai, JAヽ VK, Prizcs (April

VOLLlゃ 在ER,  USA, and Carolina

V`ILDOSOLA,Chile)Thc prizc sclccting

wcnt carcfully and smoothly Attcr a

brcak.thc sclccting of thc、vorks to put illto

選考会ではまず受賞作品の審査が行

われました。賞はI(IWA大賞、シリウ

ス賞、岩崎賞、京都市国際交流協会賞

(KICH賞 )、 関西 日米婦 人協 会賞

マ(JAWK賞 )I、 IIの 6つ で、審査は慎

重にかつ円滑に行われました。次いで、

休憩をはざみ展示作品の選考に移 りま

した,,応募作品を全て展示することは

スペース的に無理なので、基本的に一

作家につき 1点 に限定することにしま

した, 100名 近くの作家から送らオR

てきた 1～ 6点 の作品から最も展示に

ふさわしいものを 1点 選ぶのは容易で

はありませんでしたが、審査員とア ド

ヴァイザーの数がそろっていたせいもあ

り予想よりも速やかにおこなわ瀬まし

た。全てが終了する頃にはもう日も暮ね

かかっていましたが、出席者一同、公平

な審査ができたことを実感するととも

に、第三回展がこれまで以上に質の高い

展覧会になることを確信しました。

受賞作品について以下簡単に説明し

ます。まずKIWA大 賞を受賞 した韓国

の Kang Deng― suk氏 の作品 「墨によ

る樹の影」は巨大な自黒作品 (121cm

X157cm)で 、烏を主題にした 5連 作

目 次

【会長の言葉】
将来の展望

リチャー ド・スタイナー ・・1

KIWAの三年目

リチャー ド・スタイナー ・ `2

【連載】
ヨーロッパ本版画事情

ミヒャエル ・デラ … ・・・7

【随筆】
KIWA展 に参加 して

シュレイ ド・スコット ・ ・・9

【アー トエッセイ】

浅野竹二先生の事

町田宮美夫  ・ ・・・・・・10

【会員の所感】
私と木版画

失野喜夫 ・ ・・・・・・・12

【書評】
かばちゃと風船画伯 ・ ・・・・13

事務室の声 ・ ・・・・・・・・・14

会員募集 ・ ・・・・・・・・・・15

作品寄贈のお願い 。 ・・・・・・15

編集後記 ・ ・・・・・・・・,,16

Contents

【PreSdenどs message】

A Glance at the Future

Richard Steiner ・  ・ ・ ・ ・ , 1

T h e  T h i r d  Y e a r

Richard Steiner ・ ・ ・ ・ ・ ・2

【Series】
Print History, 111

Michael Dorrer ・ ・ ・ ・ ・ ●6

【Essay】
My Point of View

Sherrald Scott  ・ ・ ・ ・ ・ ・9

【Att eSSay】

My Teacher,Take"Asano
Fumlo Machida・  ・ ・ ・ ・ ・11

【KIWA suppOrters view】

Woodprints and Me

Yoshio Yano ・  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12

【Book review】
Pumpkins and Floating Palnter ・ 14

From the KIWA Office  , ・ ・ ・ ,15

KIWA Membership ・  ・ ・ ・ ・ ● ●15

Donation Notice ・  ・ ・ ・ ・ ● ● ● 16

こditorial ・ ・ ・ ・ ・ ・ ● ● ● ● ● ・16

2



K郎 ヽNEWS No.3/京 都国際木版画協会

thc show bcgan Onl) onc PiCCC Pcr artist

could bc acccptcd o、 、ing to thc itJrどぜ

numbcr of prints rccci、こd  rhis Pti「〔 ｀`Cr、1

rathcr quickl)bccau、c ol t`hc 1luI11いcr ol

judgcs and ad、isors Atihc cnd口f hcdぃ

CVCr)Onc agrccd that と 、cr卜 1とir Judging

had bccn Pcrformcd ょ nd ihこt thぐ Third

KいV A  E、h i b i t t t n rヽじl dいぐt h c  b c s 1  0 1 l c

Cヽt

L c t  m c  c、P  i  t l l  1 1  と | ! i t i c  a b o u t  c a c h

、、in n c r  s、o r k、  l hビ K I ヽヽ A  B c s t  i n  t h c

S h oヽ P r i z c  、ヽd s  ど1、cF l  t O  ふt a n R i s  r″オ

ざん̀ ]冴ゥト,々√plrゼff5(に lcm＼ 157cm),onC

●1 a` sct or `15、c Prints、 largc‐ black only

arld hctt、11卜 Cmbosscd o【i thick papcr Thc

t hcrrlc aヽs bi「ds in dlstrcss Looking at

ctich Print、 lhC birds sccrl to nuttcr bcsorc

u5 t●ing io cscaPc SOmc dangcr thcy、verc

a、、arc of but、 hich、ve could not scc Thc

cmbossin3 Ⅲ invisiblcⅢ at rirst giancc,

c(〕n、c)cd thC rury of thc bird's PaniC

through its pahcrn and rhythms Thc wholc

shcct、、as cmbosscd,thc work growing

biggcr and morc complcx thc longcr onc

studicd it rhc skill and timc,thc po、ver and

artistic insPlra【iOn nccdcd io creatc such

Picccs irllPrcssCd thC judgcs and cxhibition

、is i t o r s  a l i R c  A  d c i a i l  l r o m  h i s  p r i n t  w a s

uscd lor thぐin、itttion card

Thc Sirlus Prizc、、a、gi、cn to GOtclcybis

ノビ/ウんα● ぷICmヽ 58cm)HiS WOrk,too,

is onc()1 1(ヽur irヽirlls in a sct、 large, brack

onl)Print、shO、、l1lg ar、industrial or factory

or construction sitc 、ctting The carving

、as csPccttllい irllprcssi、c with its attciltion

to dctail, and thc phntin_2、vas na、vlcss for

its unbroRcn c、cnncss His prints, so vc呼

、rcll comp(1、cd tirc pO、rcrf口l and moving

Sirius is an artist rcPrCSCntttivc agcncy in

Tokvo

D r  I、as a k i  P r i z c  w e n t  l o  X i n  s』七

』J /冴s p』_ 7 ( 1 2 0 c m＼4 0 c m ) T h i S  f u l l

color printi onc of llvc prints in a sct,has a

motif of birds bllt unllkc Kangs'work)

thcsc birds livc in cozy boxcs on top and

along side cach othcr Or,as in thc winning

print,thc bird ligurcs as Only one,small but

iinportant aspcct or thc、vork as a、vh01c

Thc carvin3,printing and spccial tcxturcs

cmployed  rc vcal  quitc  advanccd

prIIltinaking skllls  Though thc wolk itsclf

is quitc a coritcmporary piccc,thc tcxturc

of his prints evokcs in us somc sort Of

■ostalgic Fccling and rcminds us of his

countrvls dccp,long histott  D「  I、vasaki

is a pro■lincnt dclltist in Kyoto,a bOard

mcmber Of thc」 apan Dental Association

and a stron3 Supportcr oftllc arts

Thc Kyoto lntcrnational COmmunity

Foundation(KICH)PriZC Wcnt tO Tropp's

どα/,Dヮ つθF〃 (80cm X 60cm)ThiS

pint,One of thrcc in a sct,abstract、vith

only a免 ぃ′colors,c、hibitcd tt cncrgy and

frcnzy that、vas, at the samc tilnc, both

館ightcning and iascinating Thc sublcct

was a dog, but unlikc any dog we havc

sccn, as it thrashcs around on thc papcr,

tclling us orits iustration and pain KICH

の 1点 です。厚い和紙全体にエンボッ

シング (空局Jり)が 施され、その上に

鳥がダイナミックに配置されています。

羽ばたいている鳥はあたかも私たちに

は見えない危険を察 して逃げようとし

ているようで、一見目立たないエンボ

ッシングは鳥のパニック状態をそのパ

ターンとリズムで表していて、見れば

見るほどイメージは膨 らんできます。

技法のすばらしさには目を見張るもの

があり、作品制作に費やされたであろ

う時間とエネルギー、芸術的なインス

ピレーションが審査員はもとより、会

場を訪れた人々にも深い感動を与えま

した。この作品の一部が展覧会の案内

状に使われました。

シリウス賞の受賞者はアルゼンチン

のGoteleyb氏 。作品 「周辺」(80 cm

X76 cm)は 建設現場あるいは工場の

風景の骨組みの荒い建物を題材にした

作品で、これも白黒の4連 作中の 1点

です。現代生活を象徴しているかのよ

うな主題と、構図の力強さもさること

ながら、シャープな彫 りと深みのある

黒の刷 りが作品に独特の美 しさ添えて

います。シリウス賞のスボンサーであ

る(株)シリウスは東京の画商で、1(即A

の活動に賛同して下さり、作家の励み

になればと協力を申し出て下さいまし

た。

ドクター岩崎賞は中華人民共和国の

Xins氏 が獲得しました。Xin氏 の 「大

きな鳥 98-7」 (120 cmX45 cm)も

また鳥をテーマにした 5連 作の 1点 で

すが、KIWA大 賞の作品と異なり鳥た

ちは心地よさそうに籍に入っています。

この鳥のモチーフ自体も見 どころの一

つですが、高度な技術を駆使した彫 り、

刷 り、独特のテキスチャーは郷愁を誘

い、古代から連綿と続いている奥深い

文化の継承といったものが作品ににじ

み出ています。スポンサーである岩崎

重信氏は京都で歯科医院を開業するか

たわら、日本歯科医師会でも長年活躍

しておられ、KIWAを たえず力強 く応

援して下さっています。

京都国際交流協会 (KICH)賞 はス

ロバキアのTropp氏 が受賞 しました。

作品 「早朝の犬 II J(80 cm＼60 cm)

は、色数を 2～ 3色 に押さえた袖象的

なモチーフの作品ですが、そ こに表現

されているエネルギーと怒 りに観る人

は恐ろしさを感じると同時に惹きつけら

れます。主題の犬は紙の上を激しく動き

まわり、焦燥と痛みを訴えているかのよ

うです。賞を与えて下さった京都国際交

流協会は、芸術を通して国際交流を行っ

ている当会の趣旨を理解 し、第一回展よ

ガ

り会場を提供して下さっています。

」AWK賞 は二人の女性、アメリカの

Aprll Vollmer氏 とチ リのCarolina

V l l d o s o l a氏 に与 え られ ま した 。

Vollmer氏 の作品 「カウンターポイン

ト」(21 cm×25 cm)他 3点 はいずれ

もサイズは小さいのですが、魚や花な

どのモチーフを日本の伝統的な刷 りの

技法を用いて色彩豊かに表現 していま

す。観る者に安 らぎを与えるそれらの

作品には、技術を問題にする以上に版

画表現に対する情熱が伝わってきます。

VOlmer氏 は第一回展から出品してい

て、すでにKIWAコ レクションにも作

品が収蔵されています。一方Vlldosola

氏の作品 「南洋杉は征服されない」は

樹をテーマにしたもので (55 cln＼38

cm)、 よく吟味された少ない数色で表

された樹のモチーフが拡大されて背景

とな り、その色と形が織 りなす視覚的

なリズムの美 しさと、作品の根底を流

れる作家の哲学的思索といったものが

◆
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is run by Kyoto City and has bccn

supportin3 KI み`rA by providing a superb

venuc lor thc cxhibitiOns

Thc」 A恥 (Prizcs went to ttvo womCn

Prize l wcnt to Vollncris Cθ ″″rα/′ο,ヵ′

( 2 1 c m X 2 5 c m ) a n d  t h r c c  O t h c r  w o r k s _ a n d

Prizc II wellt to VitdOsola's g″ gθッタ″セガ

文″α″ごαガα( 5 5 c m＼3 8 c m ) V o u n c r s  p h n t s

arc small to mcdium sizc,fuli color,printcd

in the Japancse mcthod and dcal 、ド1lh nsh

Or flo、vcrs principall) Hcr skllls arc not

surpassed by hcr love for thc mcdium)

、vhich comcs through thc work so

cfl‐ortlessly and obviOusly Vollncr has

cntcrcd cvcrv KI VヽA cxhibition fronl thc

bcginning Hcr prints form an important

part of thc KIWA Collcction JAWK II

winncr Vildosola uscs trccs as hcr thcmc

Shc kcpt hcr palcttc t0 0nly a few very

wcll‐chosen colors whilc rcpcating onc

basic dcsign ovcr a largcr〉rclatcd pattcrn

Hcr、vork ts cxciting to look at not only

bccausc of thc visual rhythms hcr colors

and dcsigns play bcSorc Our eycs but also

her dccp philosoPhical thinking、ふrhich

undcrlavs hcr themc 」AWK is a Kobc―

bascd、▼oman's organizatiOn with a largc

mcmbership Evcry ycar thcy makc

avallablc collcgc scholarships for Japanese

、vomcn to study abroad Thcy also collect

Funds Sor disastcr―struck areas, such as thc

Tai、ドan and Turkcy carthquakc victims

Vヽhcn askcd io makc a prizc avallablc Sor

thc KI Vヽ7生cxhibition,thcy madcい 耐′o Such

is an indication of thcir dedication to thc

arts and to hclping any、vhcrc in thc global

communl呼

Thc cxhibition display methods、 vcrc

somc、vhat thc samc as Sor thc prcvlous

cxhibitiOn Wc did usc a morc dcmurc

wallpapcr for thc background, and flxcd

thc 、vOrks to it by a stFong yct non―

pcrmancnt stickcr Something new for us

vヽas thc s01ution to disPlaying small wOrks

Bccausc Of thcir sizc and numbcr、  wc

dccidcd to makc two Ⅲ boOks" Oul of

StyrOfOam shccts, and sct thcm at a

cornfortablc hcight and vlc、ving anglc on a

tablc in the middlc ofthc hall This provcd

so satisfvl■g to thc visitors and rathcr quick

to do for us  Visitors could leisurcly and

intilnaiely study cvcry piccc SOmc middlc―

sizcd pri】lts wcrc suspcndcd from thc

celling as in prcvloLIs sho、vs, 3iving thc

hall a decidcdlドcosmic atnlosphcrc Again,

Vヽc rcccivcd vcry cncouraging cOmmcnts

魅力となっています。関西日米婦人協

会 (」AWK)は 神戸に拠点を置く日米

の女性たちの組織で、日本女性を対象

に海外留学の奨学金を助成 したり、最

近の台湾や トルコなど地震被災地への

支援など幅広い活動をおこなっていま

す。KIWA展 に賞をお願いしたところ、

女性を対象に二つの賞を設けて下さい

ました (そのうちに一人はアメリカ人

女性を対象とする)。芸術を支援すると

ともに地球共同体 としてあらゆる国の

人に援助を差 しのべたいという協会の

意思を反映したものです。

展示方法は第二回展と同じ3つ の方

法を用いました。 1)会 場の壁面に灰

色の壁紙を貼 り、その上に大型の作品

を直接固定する方法。 2)発 砲スティ

ロール板に作品を貼 り、天丼から吊り

さげる方法。 3)展 示合に直接貼る方

法。加えて今回は、展示作品が多すぎ

ると鑑賞者に窮屈な印象を与え、作品

が生きてこないという第二回展の教訓

をふまえ、なるべく会場をすっきりさ

せるよう努めました。その試みの一つ

としてサイズの小さい作品は発砲ステ

ィロール板に貼 り、本の形に綴 じて展

示台の上に置くことにしました。この

方法は、各自が好きなようにベージを

繰って観ることができ、作品がより身

近に感じられたと好評でした。壁紙は

前日よりも濃い灰色にし、作品は取 り

外 しができる強力な両面テープで固定

しました。中型の作品のいくつかは昨

年と同じように天丼からつるし、会場

にちょっとした宇宙空間的な要素を加

えました。このように限られた空間に

いかに展示していくか苦心しましたが、

来場者からは大変勇気づけられるコメン

トを頂きました。さらに期間中、京都を

訪れていたアメリカの大学生のグループ

から見学の申し込みがあり、本版画のさ

まざまな手法、作品の意図などについて

解説をするということもありました。学

生たちはノートをとったり質問をするな

ど熱心に作品を鑑賞し、私自身もまるで

大学の授業をしているようで大いに楽し

みました。

今年の展覧会の全般的な印象は応募

作 品の質が向上 している ことです。

KIWAの 存在が一人でも多くの版画家

に知られることにより、優秀な作品も

増えることにな ります。今回寄せ られ

た作品には技術的にすばらしいものが

多くありました。一般的には、西洋諸

国からの出品作品には油性絵具を用い

たものが、東洋諸国からのものには水

彩絵具を用いたものが多いことが目に

つきました。彫 りに関しては、日本と

中国が技術に重点をおいているようで

特に優れています。デザインはお国柄

が反映されている場合 もありますが、

作家の心の数だけバラエティがあ り、

展覧会を興味深いものにしています。

将来KIWA展 の巡回展を国内で行 うこ

と、さらには近隣諸国で行 うことも検

討課題の一つです。

展覧会終了後、全ての応募作品は

KIWAコ レクションに入れられました,

KIWA独 自の建物が実現すれば、コレ

クションの作品を常設展示することも

可能ですが目下、寄贈作品や購入作品

とともに専用の箱に入打て大切に保管

さねています。

[その他のイベン ト]

1999年 の活動として|ま、この他

に年 2回 のセミナーがありました。第

8回 セミナーは4月 にフィンランド人

の本版画作家 トゥーラ ・モイラネンさ

んを迎えて 「洋とじの製本の仕方」の

講習会が行われました.約 40人 ほど

の参加者が トゥーラさん自作の楽しい
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on thc display mcthods n「。n.many gucsts

One Amcrican collcgc group louring Kyoto

at thc samc tilnc as thc sho、ドvisitcd us

Thcy had earlicr askcd ror a gallcry talk so

l grcatly cllJoycd CXplainlllg thc works,thc

diffcrent rncthods used to makc、voodblock

prints and thc mcaning oF sOmc of thc

picccs Thc studcnts took notcs and askcd

qucstions,and I Fclt likc l was lecttring in a

univcr豆守 seting

The gcneral imprcsslo■of this ycar's

cxhiblion is that thc quality of tle WOrks

submittcd is improving As morc of thc

worid's printmakcrs icarn of Kい汀A,wc arc

gctting bcicr prints Thc tcchniques cvidcnt

in thc picccs arc rcmarkablel lもr thc nost

part,prlrlting with oil inks predominatcs in

thcいたst and with wttcrcolors in thc East:

carving is supcrior in」apan and China,of

less importtnce clscwhcrc; thc dcsigns arc

as varicd as thc countrics and hcarts that

producc thc■ 1, making for cxciting

cxhibitions cvctt ycar

All prints,and sccOnd coPics of thc

prizc‐wvinning、
7orks, havc gonc into thc

KIB′ A Collcction for pcrmancnt safc

kccpinB  ヽ Vhcn KIヽ VA has its own

muscum、 cxhibittons of、 vorks from the

Collcction、11l bc hcld periodically Untll

thcn,wc arc kccping thcm in archival boxcs

with othcr collcctions which havc bccn

donatcd to KIWA as、 vcll as purchascd

pleces

[ O t h e r  E v e n t s ]

As for KIWA's othcr

activitics during 1999‐the

Third Scminar,hcld in Ap拭1,

sa、v thc Finnish printmakcr

Tuula Mollanen visit us and

demOnsttate how to makc a

boOk in thc Wcstcm binding

mcthod About 40 pcOplc

attcndcd this fascinatinB

talk,and 、ve all madc our

own books

Thc Fourth Sc■linar was hcld in Octobcr

lt was vcry、vcll attendcd ln thc mornin3,

H′C WCnttO thc nc、 v Greck‐ Roman Museum

which was opencd in 1997 in Sakyo‐ ku

Ward,Kyoto,to scc its collcction and tO

vicw a spccFal cxhibition of Tuula)s prints

and drawings on thc thcmc of Greek―

Rolnan myths  Wc 、 vcrc givcn a spccial

guidcd tour by thc muscum)s dircctor)MIs

Ninagawa ln thc aftcrnoon″ wc wcnt up lo

Scika Univcrsitt ThCrc,we participatcd in

thc openin3 0f an cxhibitiOn

or dvcd matcriais 、 声ith

pattcrns   madc   rrOm

pcrslmmon‐ slzed  paPcr

stcnclls Thc cutting or the

dcsigns 、vas thc attractlon,

s o  v c r v  f l n c  a n d  w c l l

controllcd that cvcryonc

could only uttcr“OhⅢ and

Ⅲ
Ah Ⅲ On thc sccond noor

oF the gallcrv)、ve sa、v dycd

cloth from carlicr pcrlods in

の参加者が トゥーラさん自作の楽しい

紙芝居で 「本の歴史」を勉強したあと、

丁寧な指導の下にそれぞれ自分の本を

作りました。

第 4回 セミナーは 10月 に開催され

ました。午前中に京都市左京区に 19

97年 にオユプンした 「ギリシャ ・ロ

ーマ美術館」を訪れ、館長の皆川さん

の案内による収蔵品の見学とともに、

ギリシャ神話をテーマにした トゥーラ

さんの版画とドローイングの特別展を

見学しました。午後からは京都精華大

学へ移動し、ギヤラリーフロールで開

催されている 「型染と衛描き展」を見

学しました。一階では江戸時代から昭

和の初めにかけて作られた、中形 ・小

紋などの精緻な模様が切り抜かれた型

紙と藍染の布固きれが展示され、その

デザインの斬新さと精緻さに感嘆の溜

息があちこちから漏れていました。 2

階では婿礼の支度品として用いられた

吉祥模様が施された布団や夜具などが

展示され、その大胆で泉快なデザイン

に筒描き芸術の醍醐味を満喫しました。

しかしこの日のハイライ トは最後の見

学、情報館資料室に保管されている改

浅野竹二氏の作品群でした。京都精華

大学は今年の初めに亡くなられた浅野

竹二氏のご遺族から作品を寄贈されま

したので、見学を依頼 したところ、ま

だ未整理で段ボール箱に入ったままの

の状態でも構わなければと特別に許可

をして頂きました。本版画の他にグア

ッシュで描いた作品、スケッチブック、

版木、道具など、そ して友人だったア

メリカ人画家ベン ・シャーンの珍しい

作品など、いずれも興味深く時間があ

っという間に過ぎてしまいました。こ

のような貴重な体験をさせて頂きまし

た情報館次長の藤岡昭治氏にこの紙面

を借 りてお礼を申し上げます。私自身、

浅野氏とは 25年 にわたり親 しくさせ

て頂いていましたので感無量で した。

KIWAコ レクションにも氏の作品が 4

点含まれています。

第 3回 総会 ・親睦会は 12月 に、昨

年同様、吉田山の山頂にある大正時代

の建物 「茂庵」で開かれました。京都

の中心地にありなが ら本立に囲まれた

この場所は静閑で、晩秋の紅薬、松の

本々、京都盆地を囲むなだらかな山並

みなど美しい景色が窓越しに見えます。

まず総会は、各委員か らの活動報告、

会計報告、現状と将来のビジョンにつ

いて会長の話、質疑応答の順に進行 し、

その後休憩をはさんで親睦会に移 りま

した。参加者が持ち寄った食べ物や飲

み物に舌鼓を打ちながら、建物から酸

し出されるゆった りとした雰囲気の中

で大いに話が弾みました。新 しくコレ

クションに入った作品やKIWA展 で展

示されなかった作品の展示も同時に行

いました。総会での 「現状と将来のピ

ジョン」という話の中で私が特に強調

したかったのは、世界各地でつくられ

ている版画作品にもっと目を向け、慣

れ親 しむことの大切さでした。真に国

際的になるためには、南米からアイス

ランド、韓国からアメリカにいたるま

で、あらゆる国々で行われていること

に常に関心を向けることが必要です。

またKIWA美 術館実現の夢など、将来

の展望にも言及しました。

今年はKIWAの 活動が軌道にのり大

きく前進 した年だったように思います。

展覧会は質量ともに充実していました

し、セ ミナー も多くの出席者を迎え、

内容的にも有意義なものでした。 21

世紀にKIWAが どのようなことをなし

うるのか、私たち自身も楽しみにして

います。KIWA展 は今後、毎年ではな

く3年 に一度開く予定です。次の開催

年は 2002年 、サッカーのワール ド

カップも日本で開かれます。そ してそ

の次の開催年である2005年 にはワ
ール ドフェアーが日本で開催される予

定です。その時にまた皆さまの参加を

楽しみにしています。

(1999年10月)③
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Japancsc history Thc colors and dcsigns,

again,wcrc brcathtaking For both Parts,

wc wcre given spccial tours by thc

cxhibition director,Mr Fujloka,and

the chicF dycing instructOr at thc art

dcpartmcnt,1ャ竹 Asada  But thc highlight

ofthe day was thc inal part Attcr icavin3

tllc gallcり)、wc lWCrC lcad to thc univcrsity｀s

ncw,statc‐of‐thc,art collcctlon room whcrc

we wcrc allowcd to vicw thc just acquircd

cstatc oF thc l航e TttcJi Asano lt includcs

not only most of his、voodb10Ck pints、but

somc ofthc blocks,his tools,Inany of his

skctchbooks,and some rarc、 vorks by his

friend,thc Amcrican lllustrator、Bcn Shahn

ふ′[r Asano passcd a、vay in Fcbrua,, 1999

Hc had bccn a fricnd of lninc for about 25

ycars  Therc are four prints of his in the

KINXCollcction

Thc Third Annual Mcctin3｀ Vas hcld in

Dcccmbcr at thc hlll top TatshO pcrlod

tcahousc,MOAN This woodcd arca is

right in thc llcart of Kyoto)yct frolla thc

、vindows,all、vc could see wcrc thc latc

autumn colors,thc pinc ttccs and tllc largcr

hills surrounding thc city ARcr thc various

committccs'rcports and a short talk by

myscli wc got dOWn to thc scrlous busincss

at hand of cating,drinking,talking and

complctcly cll」 oyin3 0ursclvcs in thc

uniquc atmosphcrc that building has

Rcccntly rcccivcd Prints wヽcrc put on vicw

along hrlth somc works which had not bccn

sclected for the June exhibitlon ln my talk,

I strcsscd thc importancc of falmiliarizing

ourscivcs with morc oF thc styles of

prlntmaklng bcing pursucd in othcr parts of

thc worid To bc truly intcrnational,wc all

havc to be a、varc ofwhatis happcning from

S o u t h  A m c r i c a  t o  l c c l a n d , f r o l n  K o r c a  t o

thc U S  I also mcntioncd some Of

KIWAis futurc plans, such as thc bullding

of our o、vn lnuscum

lt was an cxciting ycar Thc cxhibition

、vas tllc bcst onc to datc,and thc scminars

wcre wcll atcndcd and vcry worth、ぉ′hilc I

look fottard cagcrly to what KIW,「A has to

offcr in thc 21st cclltury,and to the ncxt

cxhibitio ns,in 2002,、vhcn thc Worid

Socccr Cup wlll bc hcld in」apan,and to

2005 whcn thc World)s Fair、will bc hcld

here l hopc you willjoin us thcn

(OCt,1999)

or  morc  than  300  y cars,

、voodblock printing had almost no

rivals Whcncvcr a book 、 vas

publishcd,it conね incd many lllustrations,

and thc morc famous thc book was,thc

higher thc quality of prlntcd Picturcs Thc

forcmost artists of thc timc wcrc working

for publishing houscs Furnishing thc

original linc draM′ings ln 15th‐ ccntury

ltal),Mantcgna and P01laiじ olo,somc

dccadcs iater cvcn Titian,and in Gcrmany

Ducrcr,Cranach,Holbein and countlcss

othcrs crcatcd mastcrpicccs、vhich wcrc as

grcat and as unique as any of thcir

pal■tings

ln thc dccadcs around 1600,rnulticolorcd

woodblock prints wcrc uscd to acquaint a

、wider public 、with works by famous

contcmporary paintcrs lnvcntcd in and

iargcly conflncd to ltaly,this tcchniquc

(CallCd ⅢChiaroscuroⅢ or Ⅲciair―obscur

woodcutsⅢ)madc it possiblc to disscminatc

thc Fame of Raphacl,Titian,Pamigianino,

Guido Rcni and othcr Renaissancc and

Manntcrist artists across Europc(Fi9 1)

But woodblock printing tcchnique had

alrcady sllppcd into a ncw rolc: publishcrs

cmploycd spccializcd craftsmcn to

rcproducc cxisting paitltings originally

cxccutcd For churchcs and thc nobllity

Thcsc rcproductions somctimcs 、 vcrC

crcatcd specincally as wall dccoratlons―or

morc usually as collcctiblc prints sold to art

scho01s and collcctors

That is how coppcrptatc printing could

gain groundi collcctors bought and s01d

Sin31C ShCct prints and bccame chOostcr in

rcgard tO printing quallty Etchings and

cngravings on mctal platcs had iong bccn

too impractical for book productiOn as

coppcr plates can not be printed togcthcr

、vith b10cks of tcxt Etchings arc intagliOs

and thus rcquirc a scparatc prining proccss

But this tcchniquc allo、vcd fOr iner lincs,

島r lllorc hucs bc小wccn shecr black and thc

whitc background and thus for a subtlcr

rcndering of dramatic baroquc paintings

COppcrplatc prints 、 vcrc upmarkct

rcproductions and wcrc sold as singlc

shcets Or as a series of singlc prints

Which mcant that,as in thc ccnturies

bcforc,woodCutS marrlcd writh ttpe On thc

printcd pagc、vcrc uscd for br6adshcets _

prccursors of our papcrs and tablolds‐and

for illustrating books M′itll

a broadcr,rcally popular

appcali rcllgious and

cntcrtaining litcraturc for

thc masscs, pluS botany,

biology,   gcography)

mcdicinc and cnginccring

十一whatcvcr intcrestcd

scicntists and to、vnsfolk

llkcd to kno、v about ln

this humble rolc、  thc

mcdiun■  livcd orl until

well into tllc 19th ccntury

(F19.2)

Then camc Thomas

B c w i c k ( 1 7 5 3 - 1 8 2 8 )

Instcad of cutting on thc

plank sidc of thc block,hc

uscd metal cngraving

chiscls to cut On thc cnd―

3rain  of  blocks  Of

box、ス′00d   l  cannot
Fi g.1
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版画は競争相手のない時代

が300年 以上も続いてい

た。出版物には必ず本版画

の挿絵がたくさん挿入され、有名な本

ほど挿絵も上等のものが使われた。こ

の時代の一流の芸術家は挿絵用の原画

を制作するために出版元の仕事をして

いた。 15世 紀のイタリアではマンテ

ニャ、ポライウオロらが、そしてその

数十年後にはティツィアーノですらも、

そ して ドイッではデューラー、クラナ

ッハ、ホルバインらおびただしい数の

芸術家が優れた作品を生みだしていて

た。彼 らの挿絵は絵画と同じようにユ

ニークで素晴らしいものであった。

17世 紀に入ると、木版多色凧1りが

用いられるようになり、当時の有名な

画家の作品を広 く知らしめることとな

った。イタリアで発明され、当初イタ

リアにおいてだけ使われていた本版多

色刷 りの技術 (キアロスクーロ、クレ
ールオプスキュルと呼ばれていた)に

よって、ラファエロ、ティツィアーノ、

パルミジァニーノ、 ギ ー ド・レーニら

ルネッサンス期の作家や、マニエリズ

ムの作家の作品がヨーロッパ中に広 く

知られるようになり、名声を得ていっ

た。(Fi g.1)しか し本版画技術はそれ

以前から新しい役割を担っていた。つ

まり版元は高い技術をもった職人を雇

F i g  2

cxaggcratc his lmportancc for and ittucnce

on gcncrations of lllustrators Hc invcntcd

wood engraving,dcvclopcd all its tcchnical

potcntial, artistic applicatlons and

commerctal purposcs  Likc Bach in thc

flcld of organ music,Bewick did it flrst,did

it bcst and wrotc all of its tuncs、as onc of

his pupils put h(Fig 3)BcwiCk'S mcthod

sprcad to Francc(Fig 4)and命om thcrc to

Ccrmany(Fi g.5)

From thcn on, wood cngraving

dominated illustrat10n in the 19th ccntury

thC ttCStCm)worid OVCr Engravers had to

train for si、)′carS,but madc a good living

attcrwards Thcir sklll allowcd thcm lo

transiatc  squigBly  drawin3S  and

atmosphericヽ vatcrcolors, rough pcncil

sketchcs and full― ncdged paintings tnto

phnts that rctaincd thc soul of thc original

Thcy spccializcd in rcndcring birds,

nowers,landscapcs nudcs、 childrcnis book

drawin3s,architccturc、  commcrcial goods

for dcpartment storc catalogucs, thcater

POStCrs or iadics' fashions. )ou namC it

Pcrhaps not cVcryonc rcading Alicc in

Vヽonderiand,Thcヽ Vizard of Oz,or Ed、 ard

Lcars B。 。k of Nonsensc is aware that all

thc illustrations, cvcn thC muiticolo『 cd

oncs,are、 vood en_2raving rcndcttngs of thc

authorts or somconc ciscis draぃ rings

Evcttwherc in Europc and Amcrica,booksi

works of Popular scicncc)magazincs、

ncwspapcrs wcre lllustrated with wood

engravings  by  almost anonymous

cranspeoplC

Xylography in thc form of wood

cngraving thus had bccomc a mcans to

rcproducc lmagcs Skillcd,but rnorc or lcss

namclcss artisans were laborin3 0VCr

picccs of wOod,only conccrncd、 vith

tcchnical problcms and issucs,not with

artistlc mattcrs So it was only naturat that

thc tradc brokc down whcn around 1880

photocngrawlng mechantzed thc production

of pictures for thc inass lnarkct

ln our ncxt installmcnt,wc'11 look into

、、hat happencd to woodblock printin3 aflcr

it bccamc cOmmcrcially obsolctc

F i 9  1 i  ｀
(H c r c u l c s  K l l l i n g  C a c u s ' ' b y

H c n d t t c k  G o l t z u i s ( 1 5 8 8 ) ,

In thc 17th ccntu呼,prints in 2,3 or4

colors bascd on popular paintngs wcrc

phntcd 10 bc sold io collcctors mainly in

ltal、and in Holland

F192すヽ血ming Glory"h ttc Cα″溌″ヴ
Pルαsα″r」呼θw夕″s by JOhn ParkinsOni

T h i s  M o r n i n g  G l o r y  i s  f r o m  a  6 0 0

pagc gardcttnB book,publishcd in 1629

in Engiand

Fi g,3: `(Huntin3" inゴ8θθ ″οθttc″rs by

Thomas Bcwicki

Vcry British, toot Bcwick, thc

invcntor of wood cngrawlng,excellcd in

rcndcring inflnitc shadcs of gray and

countlcss tcxttres

Fi g.4: て均ヽrachnc"by Dorc, 11lustration fOr

DantゴsDルす″夕Cθ″タゥ;

Dorc cmploycd scorcs of crallsmcn to

Painstakin31y cngrave his mindbogg‐

lingiy numcrous lllustratlons oF worid

litcraturc,、ルorld histott and travels

Fi g.5i ``Thc Couricr"by Adolph MenzcL

丘om t t sわヮヴP/″酎協,ca 1 8 5 0 :

Wood cngravers faithfully rcndcrcd

any squig31C a draFlsman put in front of

③

Fi g.3

thcm
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い、教会や貴族のために作 られた芸術

性の高い絵画を複製 していたのであ

る。これらの複製品は、時には壁面装

飾として作 られることもあったが、多

くは美術学校や収集家によって購入さ

れた。

そ してこれが銅版画を普及させる発

端となったのである。収集家は版画を

購入するようになり、刷 りの良し悪 し

で作品を選ぶようになってきたからで

ある。銅板は文字部分の本版 と一緒に

印刷することができないため、エッチ

ングやエングレーヴィングは本の生産

には実用的でないと長い間考えられて

いた。またエッチングは沈み彫 りなの

で特殊な印刷工程が必要である。反面、

銅版画は細い線を表したり、白地に黒

のコントラス トを際立たせたり、微妙

な濃淡をつけるなど、バロック調絵画

の微細な描写を可能 としたのである。

銅版画は市場価値を持ちはじめ一枚も

のやシリーズものが売買されるように

なった。

18世 紀に入ると、印刷面に活字を

組み込んだ本版によって、広告などの

片面印刷 (これが現在の新聞やタプロ

イ ド版へと発展 していく)や 多くの人

に読まれる絵入 りの書物が印刷される

ようになった。大衆向けの娯楽文学や、

宗教書、さらには植物学、生物学、地

理学、薬学、工学などの専門書や、一

般の人々を対象とした書物なども印刷

されるようになった。このような身近

な需要にあわせて本版画

は 19世 紀に入っても引

き 続 き 制 作 さ れ た 。

(F19、2)

この頃 トマス ・ピーウ

ィック (1753-1828)が

出現 した。ビーウィック

は板目本版ではなく、硬

いつげ材の小日を金属用

の彫刻刀を用いて彫ると

いうウッド・エングレー

ヴィング (本日本版)の

手法を試みた。ビーウィ

ックが幾世代にもわた り

挿絵画家へ与えた影響と

重要性はいくら誇張して

もし過ぎることはない。

ビーウィックは本国本版

を開発 し、技術的な可能

性を追求し、芸術的に応

用させ、商業的な需要に

も応えられるようにしたのである。彼

の弟子が言うように、ビーウィックは

オルガン音楽におけるバッハのように、

その技法を最初にそ して最高におこな

ったのである (Fi g.3)。彼の手法はフ

ランスに伝わ り (Fi g.4)、さらに ドイ

ツ (Rg.5)へ と広がっていった。

それ以降 19世 紀まで、ヨーロッパ

においては挿絵はほとんど木日本版で

作られるようになった。彫 り師は 6年

ほど修行を積まなければならなかった

が、一旦技術を身につければその後の

生活は安泰だった。殴り描きのような

不規則な線も、水彩の柔らかな雰囲気

も、鉛筆による荒っぱいスケッチも、

完成 した絵画そのものも表現でき、原

画と同じように仕上げることが可能だ

った。彫り師はそれぞれ鳥、花、風景、

ヌー ド、子供の絵本、建

築、デパー トの商品カタ

ログ、劇場のポスター、

婦人ファッションという

ように、得意とする分野

を持っていた。『不思議

の国のアリス』、『オズの

魔法使 い』、『エ ドヮー

ド ・リアーのナ ンセ ン

ス ・プック』など、書中

の挿絵が多色刷 りを含

め、著者自身、あるいは

他の画家による絵画を木

日本版で複製したもので

あることに気づかれた方

も読者の中にはお られよう。欧米にお

ける書物、人気科学誌、雑誌、新聞の

挿絵は、ほとんどが無名の職人による

木日版画であった。

かくして本 国本版は複製制作の手段

となっていった。技術はあるが無名の

職人達が、芸術性については関心を示

さず、ただ技術的問題にのみ注意を払

って作品を作 り続けた。それゆえ 18

80年 頃、写真製版が機械化され写真

が市場に出回ると、当然のことながら

木口版画はほとんど扱われなくなった。

次回は、本版画が商業的にすたれた

後どうなっていったかを取 り上げたい。

Fi9 1:ヘ ンドリック ・ゴフツィウス作

「カークスを殺すヘーラクレース」

F192iジ ョン ・パーキンソン作 『美し

い花壇』より 「朝顔J

1629年 にイギ リスで出版 された

600ベ ァジからなる園芸書。

Fig 3 iトマス ・ピーウィック作 『1800の

本版』より 「狩猟風詢

イギ リス特有の風景。本 田版画の

発明者 ビーウィックは灰色の濃淡と

木材の木目をうまく表現した。

Fig 4;ド レーによる 『神曲』(1857年 )

の挿絵 「蜘蛛」

ドレーは文学、歴史書、旅行書用

におびただしい数の挿絵を結き、た

くさんの彫 り師を雇って、骨の折れ

る細かい仕事をさせた。

Fig 5:メ ンツェル作 「急使」、『プロシ

アの歴史』から (1850年頃)

木 日版画の彫 り師は下絵師が描い

た殴 り描きのような原画も忠実に彫

つた°
            優 動

Fig 4

Fi g.5
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K掛 鑑 艦 鉾 器

block artists of all lcvcls  Last ycar in my

hunt for a tcachcr I M′as dircctcd to Richard

Stcincris Wcdncsday cvening classcs at thc

lntcrnational Ccntcr in KYOtO  Thesc

classes arc thc oldcst at thc Ccntcr having

s t a r t c d  j u s t  w h e n  t h c  b u i l d i n 3  w a s

complctcd in 1989 Thc workshop tllat tts

BrOWn up over thc years scems to be both

vcry indcpcndcnt and supportivc of thctr

tcachcr KI VヽA was born Sour ycars ago out

of Steincrts、vorkshop

Whcn l nrst jolncd tllc dasscs,I kncw

only that l had bccn wanting to make

woodblock prints for 30 ycars and M′as

cagcr to learn Startln3 0ut wi↓h vcry basic

indi■rldual instructlon,I wcllt from how to

hold thc tools,makc diffcrcnt cuts and

transfcr dcsigns to actually carving blocks

and printing  What appcalcd to mc most

was that I、Ⅳas givcn rooコnto nlakc my o、vn

dccisions and mistakcs, but war,1ly hclpcd

whcnevcr l askcd  lt was a pcrfcct

lcarning situation ll〕r ine l couldnit bclievc

t h a t  a r t c r  o n l y  a  l‐c w  m o n t h s  l  w o u l d  b c

al10、vcd to hang tty work in thc arlnual

workshop show so l hcld back and just

attcndcd the show as a visitor  l was

amazcd  That Sccond KIWA//1 5th

Workshop Exhibition 、 vas a lovcly

cxpcricncc  Thc roomis arrangcmcnt,thc

art which was shown,(frOm bcginncrs likc

mysclf to worid known aiists from many

coull廿ics)the display idcas and thc grccting

ofthc gucsts wasjust wondcrflli

ln this past ycar l havc bcgun to bc morc

involvcd itl thc KIIVA grouP,havc bccomc

an insider instcad of thc Ⅲncw oomcrⅢ   I

was no ″ヽcagcr to bc in thc showr that was

hcld in Junc,1999  Thc wllole cxpcricncc,

from thc day of sortlng all thc ari that j′as

submittcd frolll abroad to thc actual

hanging ofthc sho、 v,、vaS Cye,opcning

Thcrc ttust havc bccn hundrcds of works

from countics as varicd at thc Czcch

Rcpublic and Korca to Latin Arncrica and

Swcdcn Thc judBcs lookcd carcflJlly at

cach print)madc notcs and sclcctcd thc

i韻難豆喜筆・t養舗鍵Ft
材雑部鞘ぷ縦|

picccs to put in thc show Evcn ncw

mcmbcrs likc myscif wcrc cncouragcd to

participatc l espectally cllJoycd sccing thc

works up closc, studyll13 thc differcnt

forms of printmaking and discussing thc

ways thcyヽ汀crc printcd

Hanging thc sho vヽ  also was a group

cfFort  Wc scparatcd cvcrythng into thrcc

catcgoricsi thc studcntsi works,thc dcaF

institutc s prints and thc intcrnational

submisslons Thcrc was grcat thought put

into thc hanging,what would look 300d

、vhcrc,and how to best show thc thrcc

dimcnslonaliⅢ or some oFthe largcr works

Vヽc all hclpcd,rushng around rc―arranging

locations,climbin3 1adders,adjusting ligllts

and ad■1lring how、 vell things lookcd

framed and hun3  0ne day was rcqulrcd

altogethcr

Thc wcck oFthc show was also an

unforgctablc cxpcricncc Vヽc all took turns

bcing greetcrs,but lvtt Steincr was oll hand

cvcry day to 、vclcornc thc gucsts and

answer qucstons Tca was pollrcd,cookics

catcn and pcoplc had placcs to sit and

admirc thc art on thc walls lt was

intcrcsting to hear the gucstsi commcnts

and to scc how oncis o、vn art、vas vicwcd in

such an lllustrious sctting Hundrcds of

visitors camc to our sho、v sct up in thc

lntcrnational Ccntcr,from fricnds of thc

artists to stranBCrs who wcrc visitin3

Kyoto  Thcre wcrc gallery owncrs

chcckin3 0ut potcntial art to handlc and

I W Aは あらゆる人に開かれ、

どんなレベルの作家にとって

も励みとなる組織です。私は

昨年 (1998年 )、本版画の先生を捜

していて、毎週水曜日の夕方から京都

国際交流会館で開かれているリチャー

ド・スタイナー氏が主催する本版画教

室のことを知りさっそく入会しました。

1980年 代初頭に始まったこの教室

は、 1989年 に京都国際交流会館が

オープンすると同時に場所を当館に移

し、以降地道な活動を続けています.

KIWAは このスタイナー版画教室が母

体となって三年前に創立されました。

教室に初めて参加 した私は、 30年

以上もずっと本版画をや りたい、勉強

してみたいと思い続けていた情熱だけ

はあっても、本版画については何も知

りませんでした。先生は個々のレベル

i l l t c r n a t i o l l a l  a r t i s t s  w h o  w a n t c d  t o  s c c  w h a t

was bcing donc ciscwhcrc abroad  Thc

show′was a grcat succcss and I 、vas vcry

plcascd to bc a mcmbcr  Evcryonc)of

coursc, showed up ror thc last day and

hclped take it all down, carcFully storing

thc prints from abroad and packing uP oncis

o、vn to takc homc

KIWA isrtjusttllc ycany exhttton,but

thc sho、v docs givc onc an idca ofthc hcart

ofthc group Froln my pOinl of viぃ v,it is a

group or artists and print‐lovcrs who not

only 、vant to sec high qtlality prints

produccd hcre in Kyoto, but also kccp in

touch with fcllo、ぉ/artists and thc art sccnc

all ovcr thc、vorid  Vヽc韓 ′ant woodblock

printmaking to continuc thc high lcvcl lt

has had as an art form,while at thc samc

timc wciconling as many new PcoPlc to thc

licld as possiblc KI鞘 ′A ofScrs a scttlng

、whcre ncw′ artists arc cncouragcd alld iong

timc artists are rcspcctcd,both shoヽ お′n

cqually to as Brcat a public as Possiblc

Educating this public about、 voodblock

printing and maintaining thc tradittons

、vhilc cxpanding horizons to nc、 v artists

and to changc arc 、 vhat thc Kyoto

lntcrnational Woodprint Association has

m c a t t  b  m cは u g , 1 9 9勢
①
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に合わせて指導 して下さるのですが、

私の場合、道具の持ち方からさまざま

な彫 り方、下絵の写 し方、刷 りにいた

るまでごく初歩的なことから始めまし

た。この教室の素晴 らしいところは、

押しつけがなく、たとえ間違っていて

も生徒の考えを尊重してくれ、質問す

ればいつでも親切に教えてくれること

です。それは私にとって理想的な学び

の場でした。習い始めて数力月後、第

15回 スタイナー版画教室展に出品が

許されたときには驚きました。あまり

にも早すぎましたので、隠階 してしま

い、結局ビジッターとして参加させて

もらいました。そ の展覧会は第 2回

KIWA展 との合同展で、とてもすばら

しいものでした。会場には、私のよう

な初心者の作品から各国の著名な版画

家の作品までが並び、そ して来場者か

ら寄せられる数々のメーッセージ、会

場のアレンジメント、展示作品、さま

ざまなアイディアが盛 り込まれている

展示方法、私はその素晴らしさに驚き

と歓びの声をあげました。

そ して次の 1年 間、私は更 に深 く

KIWAの 活動に参加 し 「新参者Jか ら

「関係者」にな りました。そ して次の

KnVA展 /教室展への出品がとても待ち

遠 しくな りま した。翌 年 の第 3回

KIWA展 では、私は海外か ら送 られて

きた作品を分類 し、そ してそれを実際

に展示するという貴重な体験をしたの

です。チェコ、韓国、ラテン ・アメリ

カ、スウェーデンなど世界各地より寄

せ られた作品は、何百という数に昇 り

ました。作品の審査会では私たちは一

つ一つの作品を吟味し、メモをとりな

がらを展示作品を選考 していきました。

今回は幾つかの賞が設けられましたが、

私のような初心者です らア ドバイザー

として審査に参加させてもらえたので

す。とりわけ作品を間近で観ることに

より、さまざまな手法を学ぶことがで

き、刷 りの技法などについても皆で意

見を交わし大いに勉強になりました。

作品の搬入展示は全員の協力で行わ

れました。まず、版画教室生徒の作品、

スタイナー先生が指導している京都市

聴覚言語障害センターの訓練生の作品、

それからKWAの 作品に分類しました。

数多くの作品をどのように配置し、展

示したらよいか、このことに一番時間

を害Jきました。特に大きい作品の展示

ンンン
が年金生活に入 りましたの

はかれ これ二十年程 も前

で、当時は近頃のようにリ

ス トラとか言ふ言葉も耳にしなかった

し、兎角規則に縛 られた会社生活が苦

手だった私はよろこんで会社を辞めま

した。半年程過ぎますと山歩き以外に

これと云った趣味の無いのが少々手持

無沙汰にな りまして、絵心等は全く御

座いませんで したが兼々版画で年賀状

をと夢見ていましたので早速朝日カル

チャーセンター本版画教室に入 りまし

て、浅野先生にお世話になる事にな り

ました。津軽弁でまくしたてる棟方志

功先生以外は版画界のことは全く知識

がありませんでした。いはんや浅野先

生が関西の創作本版画の草分 けで、

数々の御立派な経歴をお持ちの事等は

露知 らず、半年、一年 と経つに従 い

漸々先生が大変に偉いお方である事が

解 り、とんでもない教室にお世話にな

ったと慌てた次第です。教室での先生

は誠に朴訥そのものでそんな立派な経

歴をお持ちの事等はとても伺 う事は出

来ませんでした。描く、彫る、摺るの

順で御教示頂きましたが、最初の段階

から絵心の全く無い私は、彫 りのこと

等念頭に入れずに複雑な絵を描いてい

ろいろと教えて頂きました。余計なも

のを描いて絵を複雑にせぬ様に出来る

限 り余分を除けとのことで、結局エキ

スだけ残せと御言葉はよく理解できて

も実際には仲々難 しくて、大事なエキ

スを捨てて了ふ事ばかりでした。

浅野竹二作 「朝の鶏」
!材∽ど好Ro98rerbンTakejl Asaな0

奥さんがお亡くなりになられてから、

御自宅に教室の皆さんと数人でお慰め

に伺って逆にお力を頂いたりした事も

度々御座いました。御自宅は画室の様

な構えは特に無く、居間兼作業場の他

に客間を備えた質素なお住まひでした

が、日当りの良いお縁が有ってそ こで

お若い頃の楽 しかった北海道、東北、

関東、佐渡等のスケッチ旅行のお話や、

札幌の女学校の教師時代に大雪に襲わ

れて吃驚された事や、青函連絡船で船

尾に餌を求めてついてくる鮫の群のお

話等いろいろして下さいました。私も

札幌に縁改があつて、雪の事も、鮫の

事も承知 して居 りますので、先生共々

懐かしい想ひ出で御座いました。脚が

かな り弱くな られた97才頃かと思ひま

すが長年お勤めの本版画教室を退かれ

の仕方には頭を悩ませました。皆で協

力しながら、あちらに置いてみた りこ

ちらに置いてみたり、はしごに登って

照明の位置を変えた り、額に入れてつ

るすと一段と良く見えることに感嘆し

たり、作業にまる一日費やしました。

そして展覧会会期中の一週間は忘れ

られない経験でした。ここでもまたメ

ンバー全員が交代で会場当番を担当し、

スタイナー先生とともにお客様をお迎

えした り、質問に答えた りしました。

またお茶やクッキーを用意 し、来場者

がゆっくり腰掛けて作品を観賞できる

ようにしました。ご覧いただいた方か

ら感想を聞き、自分の作品が展覧会で

どんなふうに観 られるかを知ることは

興味深いものでした。出展者の知人を

初め偶然に立ち寄った人まで何百人と

t認:ヨ:携:難認

10



KNXNEWSNo.3/京 都国際本版画協会

ましたが、御自宅では相不変グワッシ

ュ画に御熱心で、机辺にはスケッチゾ

ックが堆く積れてました。一日五、六

枚が日課のようでして 「先生百才迄で

も頑張って下さい」 と申し上げると、

T百才迄後一、二年だぞ」と御元気な声

を返されて、そうかなと思った事が有

りました。平成十年の年明け早々に御

自宅で転倒されて御入院の由、二月頃

に病院にお伺いしましたら大変に御元

気で、「入院患者の最高年で、一番元気

者で病院の先生に家にや りたい事を沢

山残してあるので早く帰して下さいと

頼んでいるのだが帰 して下さらない」

と言われました。

教室は浅野先生と御親交の深い西真

先生に引き継がれました。浅野先生の

お人柄 と先生の風刺豊かな作品の虜と

なった数人はそのまま教室に残 り、先

生のお名前の一字を頂戴 して出来た作

品展名 「竹の会Jは 西先生の御指導を

頂き新会員も迎へ今年六月に第十五回

を盛大に終えました。この度先生の作

品をKnVA Newsに お取上げ頂き 「竹

の会」一同、嬉しく思って居ります。

貴会の益々の御発展を心からお祈り申

し上げます。(1999年10月29日)③

轟ン灘iiンヽ諸聾
I縦 襴 揮 識

thosc days thcrc was no such word as

Ⅲ
bccoming  a  victim  of company

rostucturing,Ⅲ but bccausc l didnit llkc tllc

salary man's way of lifc, bcing too

restrictcd by counticss rules,I happlly

rctircd whcn l rcachcd thc agc oF sixty

Howcvcr,about a halF ycar iater,I Bot a

littlc borcd with mysclf having no hobby

othcr than occaslonal mountain、valking

AithouBh l ttd noセェlcnt fbr art at all,I had

long wantcd to makc handmadc woOdprint

cards as new ycar's Brcctings,a

tradition in Japan So〕I cntercd thc

print‐making cbursc at thc Asahi

Culturc Ccntcr whcrc l bcgan tO

study undcr TakcJi Asano Thc

only thing l kncw about thc

wOodprint worid thcn was thc

famous Shiko Munakata、 vho uscd

to speak in a strong Tsugaru

dialcct

How could l knOwv that Asano

was thc pioncer of sθsαた″71α″gα

(CrCatiVC printmaking)movcmCnt

in Kansat and had quitc a

distinguishcd carccr  As timc

passcd,from half a ycarto onc ycar

iatcr)I flnally rcalized that Asano

indeed was a grcat artst l bccamc

quitc cmbarrasscd to bc a membcr

oFsuch a famous pcrsOnis class  HO、 vcvcr)

Asano himsclf、 vas so humblc that no Onc

could have ilnagincd his great carccr Hc

taught us dra、 ving, thcn carving, and

printing  Having no knowicdBc abOut

woodblock print art,I uscd to lllakc dcsigns

f1lled M′ith complicatcd lines Aithough I

undcrstood whcn my tcachcr said Ⅲ DOnit

complicatc your drawing  Elilninate all

unncccssary things but icavc thc csscncc,Ⅲ

it、vas hard to follow and I Oftcn cllminatcd

thc mOstimPortant clemcnt oftllc、vork

Aftcr his wiFc passcd away,wc studcnts

ottcn visitcd his housc in ordcr to sharc his

浅野竹二作 「はまっためとで井戸の蓋rる J
697αめO Werr 2rと.r tte rお,Pcrs∽たどあby Takejl Asano

いう人で会場は娠わいました。中には

海外の作品に興味を示すギャラリーの

オーナーや世界の版画事情を知ろうす

る外国人の芸術家などもいました。展

覧会は成功裏に幕を閉じ、私は自分が

参加できたことを大変嬉 しく思いまし

た。最終日にはまた全員が集合して作

品を下ろし、海外からの作品は注意深

くファイルに入れ、自分の作品は各自

持って帰りました。

KIWAの 活動はこの年一回の展覧会

だけで は あ りませ んが 、展 覧会 は

I(IWAの活動の心髄を示 していると思

います。KIWAは 京都で創 られている

質の高い版画だけでなく、世界の芸術

家、芸術活動と連携する作家な らびに

版画愛好家からなる集団なのです。私

たちはこれか らも本版画の芸術性を追

求 していくと同時に、どんどん新 しい

人々を受け入れていきたいと思ってい

ます。KIWAは 新人がのびのびと力を

発揮でき、経験を積んだ芸術家が尊重

され、すべての人が平等な立場で発表

できる、そんな場所を提供しています。

版画をより多くの人に知ってもらうこ

と、伝統を重んじながらも、新 しい芸

術家や変化を取 り入れすそ野を広げる

ていくこと、それがKIWAの 意義だと

私は思っています。

(19994千8月 ) ③
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lonelincss,but it usually ttrncd Out that it

was us who rcccivcd much cncouragcmcnt

from him Hc didntt havc a particular studlo

spacc,his living roornヽ was thc studio

Thcre was also a gucst room attached lo a

sunnv vcranda whcrc wc all would sit and

C l l 1 0 y e d  l i s t e n i n g  t o  t h c  t c l l i n 3  0 f  h i S

youngcr daysi storics about 30ing sketchin3

to thc Tohoku and Kanto arcas,and to Sado

lsiand, and about his cxpericnccs itl

Hokkaido when hc was tcaching at a

、vomanis school in Sapporo  Hcaring such

anccdotes as being astonishcd at the hcavy

sno、v or、vatching a group of sharks follow

his boat to gct food amused us  Bccausc I

havc relativcs living in Sapporo,I havc

、vitncsscd thc samc ktnd of snow and thc

samc kind of sharks,I could血 1ly cttOy

sharing his lncmorics

A s a n o  r c t i r c d  t t o m  t h c  c l a s s、i f  I

remcmber corrcctly,lwhen hc 、 vas 97

because hc found it harder tO walk

Howcvcr, hc continucd to paint、 vith

gouachc at homc and、 vc uscd to scc a largc

pilc of skctchbooks on his dcs(  He was

paintin3 5‐6 pFcccs a day  Whcn l said

Ⅲ
Pleasc bc hcalthy and crcativc until you

are a huncred ycars old,"hc rcspondcd in a

vigorous voicc ⅢIn onc or two ycars,I wrlll

bc a hundrcd Ⅲ  Atthc bcginnin3 of 1998〉

hc trippcd over something at homc and

brokc his icg Brhcn l visitcd hiin in thc

hOSpl141 in May,he lookcd quitc ine and

said Ⅲl am thc oldcst hcre、  and the

hcatthicst,too l askcd my doctorto lctrne

go homc bccause l havc so many things to

do,b,t hc hasnitict rnc lcavc here yct"

His print class has continucd under thc

dircction of Mr Nishi who、 vas a closc

fricnd of Asano  Scvcral students、 who

wcrc attracted by Asanois pcrsOnality and

his satirlcal work still rcmain in thc class

Our workshoP Takc―no‐kai,whosc namc

borrows onc Chincsc character from

Asanors ttrst namc,Take」 1小has kcpt its

annual cxhibitions Boing undcr thc

guidancc of Nishi and our 15th was hcld

quitc succcssfully last Junc

Wc arc vctt happy thnt KIヽ VA has such

a high rcspcct and intcrcst in our prcvlous

t c a c h c r , T a k e J l  A s a n o , a n d  h a s  i c t  l n c  t a l k

about hiln in this nc、vspaper

l sinccrcly wヽish for KI 汀ヽAls prospcrity

and grOwh Q悦、19991①

は自分では本版画をや らな

いのですが、KIWAの 会員

になったのは、会長夫人の

スタイナー紀美子さんが京都教育大学

の職員をしておられたときからの夫妻

との旧知で、スタイナーさんの本版画

教室の作品展の案内をずっともらって

いて、ときどき見に行かせてもらって

いたという縁からです。

私が最初に本版画に感銘を受けたの

は、たぶん小学生のころ、友達の家に

あった広重の 「東海道五十二次」の浮

世絵を見た時だと思います。その浮世

絵はたしか、珍しく屏風折 りになって

つながっていたように思います。その

絵を見て 「ああ、きねいだな、いいな」

と思った覚えがあります。後年おとな

になって、古本屋で広重の 「東海道五

十二次」と北斎の 「富嶽三十六景Jの

画集を見つけたとき、喜んでそれを買

いました。 こ の 2つ のシリーズ浮世絵

集は、傑作 としてあまりにもよくlllら

れていて、それを誉めることは陳腐か

Iti常 !岳 riliSt電 !〔 :!;tli

bccamc a mcmbcr of KIM/A I havc

received thc invitations to the cxhibitiOns of

Mi Stcincr's printlnaking workshop evcリ

ycar lor a 10ng tilnc

Probably I Bot my flrst vic、ving of

woodprint picturcs whcn l saw thc″″ゥοタ

of Hiroshigc's scriCS,thcダ4/ry―r力rマタ

ざra,077s ο″r7Jマ『。たα】冴ο, at a frlcndis housc

whcn l was still a littlc boy That″ルゥθタ

collcction was bound likc a long Folding

s c r c c n  A s  1  l o o k c d  a t  t h e m A  I  s a i d

rcpcatedly “Oh, how bcautFじ 1, how vcry

nicclⅢ

Many ycars iatcr,I Found the boOks Of

Hiroshigcrs"Fifty,three stations On the

Tokaido" and Hokusal's ⅢThirty,slx scencs

of Mt FuJi"in a sccondhand book shOp I

bought thcm、without hcsitation

Sincc thescホwo scrics arc、vell k■own,it

もしれませんが、どの絵も構図の独創

性といい、色の美 しさといい、やはり

傑作中の傑作だと思います。私はこの

2つ の画集は、何度見ても見飽きませ

ん。

may sccm cor■monplacc to admirc thcm sO

much l am surc that cvctt PiCturc in bOth

collcctlons is a mastcrpicce in tts

uniqucncss oF compositlon and beauty Of

color l ncvcr Bct tircd of 100king at thcm,

hOwcvcr repcatcdly l opcn thcsc books

My next impresslon of thc w00db10ck

print picture was when l camc to Kyoto for

thc first timc during a high school

cxcursion l found a sct of、 voodprint

picturc postcards of Kyoto in a souvcnir

shop Again l said Ⅲ Oh,thcsc,too)arc

supcr" Various scts of postcards of Kyolo

vヽcrc sold in that souvcnir shop Thcsc may

bc amOng the most popular souvc嵐rs ofthc

city Woodblock prints sccnl to suit the

mood of Kyoto  ヽ Vc Japancse Sect

something vcry」 4POnism in woodprint

picturcs lt might bc rclatcd aiso to thc fact

that Japancsc PapCr is uscd for making

phnts

As wc flnd in thc exhibitons Of KIヽVA,

10魯熙ン:
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次に本版画の印象というと、高校生

のとき修学旅行で初めて京都に来て、

観光みやげ物屋で、京都の町並み風景

の本版画の絵はがきがあるのを見て、

やはり 「ああ、いいな」と思って買っ

た ことです。京都の町並み本版画は、

今でも京都のみやげ物屋にいろいろな

種類が売 られていて、 こ れは京都のみ

やげ物の定番かもしれません。京都の

風景の日本情結 と本版画は、マッチす

るので しょう。本版画 というものに、

私たちは何か日本的なものを感じるの

だろうと思います。紙が和紙であると

いうことも関係あるでしょう。

本版画を京情緒や 日本情緒 と単純に

結びつけるのは、素人考えなので しょ

う。KIWAの 展覧会で見るように、現

在の本版画は日本的な画題からは離れ

て、国際的、普遍的、現代的、個人的、

内面的、抽象的なさまざまな画題があ

つかわれています。本版画という表現

手法は、それで表現できるものの可能

性をどんどん広げていっているのだと

思います。その点で、KIドA(京 都国

際本版画協会)が 「国際_と いう名称

をもち、世界中からの出品を募集 して

いることは、本版画の国際化 ・普遍化

のために意義深いことです。

Lull本i /ヽ1魯1迅

current、voodPrints arc quitc dctachcd from

traditional」apancsc motitt Othcr various,

intcrnational,univcrsal,Inodcrn,pcrsonal,

intcrnal and abstract motitt arc morc ottcn

treated  WVoodprints arc cxpanding thctr

range of Possibllitics and cxprcssion

grcatly lt is siBnincant sor intcrnational―

lzing and univcrsalizing ヽ voodbiock

printmaking that "KIヽ VAⅢ  has thc、 ふ/ord

"IntcrnatiollalⅢ
 in it,alld invllcs artists troIコ

all over thc鞘′orid to participatc

始画1白と|ま版画家の谷 中安

規 の ことである。内口百聞

が谷 中の言動 ・風貌 をお も

しろがって付けた愛称。本書は、作家

の吉田和正が小さな美術館で谷中作品

展を見たこと、谷中研究家と出会った

ことにより、その謎めいた特異な人物
/L Aと人生をな上に再現 したものである。

谷中のモノクロだけの表現は、 ドイツ

表現主義のそれとよく似ている。また、

童話的なもの幻想的なものも谷中の得

外国における本版画の状況がどのよ

うなものなのかは、私はほとんど何 も

知 りませんが、わずかに知っているこ

ととしては、 1930年 代に中国の上

海で、文学者魯迅を中心にして本版画

芸術運動があった ことです.こ れは数

年前上海に行 く機会があって、魯迅博

物館に行って知ったことです。それは
一種の社会主義的運動であり、当時の

中国の民衆の悲惨な状況を、 リ アルに

表現 し訴える運動だったようです。私

は魯迅博物館で、その本版画運動の中

で制作された本版画のしおりをみやげ

意としたところだ。ムンクの影響を受

けているともいわれている作品は熱烈

なファンを産み出 している。 しか し、

本書では作品ではなく谷中自身に目を

向けている。生涯独 り者を通 し、居候

生活を続け、風貌は幽霊かルンペンか。

挙句、餓死 というその人生はこれだけ

聞くとまさに 「小説より奇なり」。その

奇人が、本書を読み終えるころには不

思議な魅力を持ったいとおしい人物と

変わる。その孤独で理解し難い一生は、

に買いました。その本版画は黒色のみ

のモノトーンですが、それだけに現実

を強烈に表現 しているように思います.

日本でもよく知 られている魯迅の肖像

画もそのひとつです。中国にはどのよ

うな伝統的な本版画があったのか、不

明にして知 りませんが、魯迅らの本版

画運動が新 しい近代的な芸術運動とし

て行われたということは、興味深いこ

とだと思います.国 際的には、本版画

は新 しい革新的な表現手段であること

が多いのかもしれません。

脚締簿箱、1999年9月)③
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I hardly know anything about currcnt

woodblock printmaking in forcign

countrics‐exccpt what l havc sccn at thc

KIWA cxhibitions Onc thiFig l dO kno、v is

that thcrc、vas a、voodprint art movcmcnt

ccntcrcd around a man of icttcrs,Lu Xun,

in Shanghat, China,in 1930's l had a

chancc to go to Shanghai a Sc、v、′carS ago

l lcarncd about this movcmcnt、 vhcn I

visitcd thc Lu Xun muscum it sccmcd to

havc bccn a klnd ot‐socialist movemcnt in

which woodprints wcrc madc to cxprcss

reallstically thc■1lscrablc conditions of thc

p c o p l e  i n  C h i n a  a t  t h a t  t i m c

l bouBht somc scts of ヽ Voodprint

bookmarks produccd durin3 thc movcmcnt

as my souvcnirs of thc Lu Xun muscum

All thosc Prints wcrc black―and―whitc

monotoncs This secms lo cxPrcSS thC

rcalitt of htt then very wcH Among them

is a portrait of Lu Xun,who is known wcll

in」apan

Though l do not kno、v、vhat traditiOn of

wOodb10ck printlnaking therc、was in China、

it is intcrcsting that Lu Xunis movcmcnt

was trcatcd as a llcw movement in modcrn

art

intcrnationally spcakin3)、 voodblock

printmaking lllight agaln bc dcvcloping into

a ncw and innovativc tcchniquc of artistic

cxprcssion At lcast)this is thc imprcssiOn

l gct whcn lscc KI VヽA's cxhibitions

(Mr Yano is a professor of psychology at

Kyoto Univcrsity of Education,and a

mcmbcroFmWA Sc算 ,199鋤 ②

ガクノチの

ヤ ▼ モ h
〒604-8081

京都市中京区寺町通三条上天性寺前町522

TEL : 075-231-2341 FAX ,075-231‐2113
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自由で崇高な芸術家の生涯 となる。挿

画や装丁の仕事で知 り合った佐藤春夫

かばちゃと
風船闘槍

持i■和正

‖

F辮 開 輪 襴

novclist, 、vho namcd him so in 1933

bccausc of Taninaka's uniquc bchavlor and

outlook on lifc, 1lkc a balloo■ noating

through thc air  Thc author Yoshida had

30tten strong imprcsslons not only from

Taninaka's works sccn at cxhibitions but

also through his own rcsearch into thc

manis pcrsonality  This cxpcricncc causcd

Yoshida to dcscrlbc this artlstis mystcrious

humanity and pcculiar llfc in this book

All of Taninakais prints wcrc creatcd

only in black and、 vhitc toncs as is ottcn

secn in Gcrman cxprcsslonism Hc crcatcd

a numbcr oF Frantastic works  Somc of

tllcm,thc most popular

oncs, arc bcllcvcd to

bc  influcnccd  by

MIunch

Yoshida's  book,

howcver,   focuscs

morc on Taninaka s

pcrsonality than on his

、vorks     Hc  dicd

unrnarricd  Hc rarcly

had his own housc alld

uscd to livc dcpcnding

much on othcr peoplc

Hc lookcd llkc a llving

や内田百聞といった当代の流行作家た

ちに随分と可愛がられ、彼 らの文章に

よってその憎めない性格が浮かび上が

っている。また、谷中自身の文章も多

く登場 し、自分を第二者に見たてた幻

想的とでもいうような独特の表現で読

者を楽 しませている。 6歳 年下であ打ク

よあれよという間に名声を博 した棟方

志功との比較もおもしろい.終 盤、死

に近づく戦後の掘っ立て小屋での暮 ら

し、その言動と死は悲しいというより

もむしろ切ない。著者の吉田氏が出会

った谷中研究家で版画家の大野隆司氏

が現在、「谷中安規版画美術館J(仮 称)

の設立を構想 しているそうだ。楽しみ

なことである。  (上 国真紀子)に9

縁革==|

宿=酵茂語

ghost or a bcgBar  ln thc cnd,hc dicd or

hungcr  This truc story is rcally strangcr

than any flction  Whcn you rlnish rcadinB

this book,you must rlnd hirn to bc much

morc intcrcsting and bclovcd than many

artists、vhosc llFc stOrics yOu may have

rcad Taninakats tirc at rlrst sccms isolatcd

and rcally unusual: but aRcr rcading this

book,you、vlll flnd it tO bc highly lofty,Sull

of iccdom

Taninaka、vorkcd、vith popular、vritcrs of

his day,1lkc Haruo Sato and Hyakken

Uchida,doing illustratiOns and dcsigns for

their books Thcy in turn、verc vctt kind to

him  You can find his rcally Jovcly

character in thcir essays   Scvcral of

Taninakais own、 vritings appcar in this

'|li!|!|||::::!:||!||lill!,|lil

9年 の春、第 3回 KIWA展 を前

に、私 達 の元へ海外か ら数多

くの作 品が届 き ま した。筒 状

の小包を開け、くるくると巻かれた作

品を広げて現れるのは、作家の個性 と

異国の香 り…私達は作品との対面の感

動をパワーにしなが ら、展覧会の準備

におわれる日々を過ごしました。

今年の応募作品に描かれていたもの、

技術、色使い、
・
大きさは実に様々で、

力作揃いであったということは、会場

に足を運んでいただいた方にはご理解

いただけたかと思います。中でも受賞

作品に共通していたこと…それは、作

家の思いが見る損Jに強く伝わってくる

作品であったということではないでし

ょうか。

本版画を前にして得 られる発見や感

動が、何 らかの形で自分に生きてくる
…KIWA展 がそういったきっかけの場

であり続けるよう、今後も活動 してゆ

きたいと思っています。それと同時に、

こうやって世界の本版画に触れる機会

を得た私達自身が、自らの個性の追求

ができるよう、創作活動に励みたいと

思います。 (国 際部 須 山ゆり)遵
D

book Hc oftcn、vrotc somcthing likc a

dia呼,but usin3 another pcrson for himsclニ

crcating an illusion for us  This was his

uniquc、汀ay of cxprcssing hilnscli

ltis intcrcsting to comparc hilm and Shiko

Munakata,、who was 6 years youngcr than

Tanillaka and bccamc ramous smoothiv and

rapidly

ln thc flnal phasc of his lifc,hc livcd in a

hut which hc had boardcd uP, drawing

picturcs right to thc cnd Our hcarts will

brcak morc rcadily than our fccling mercly

sad for what hc 、vrotc and what he did at

thc time of his dcath   Printcr and

rcscarchcr,Takashi Ono,、市ho assistcd this

bookis author,is planning to cstablish thc

Yasu■ori Taninaka print Muscum  Wc

cagcrly look fonvard to vicwing Taninaka's

、vorks soon

(ThiS b00k,iniapancsc‐was rcvicwcd by

Makko Ucda)①
谷中安規作 「蝶を吐く人」

A ″々C″2arl宅』14rrを″セS by Yasunori Tanhaka
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rom spring, 1999↑ 、戸c bcgan tO

rcccivc manv works flom abroad

for thc Third Kい汀A Show As we

open thcsc pac(agcs,a wonderful varic,of

S,leS by indilrldul arists unfoldcd bcttrc

us, and the Ⅲodor" of forcign、v00db10ck

prints bcgan to l1li thc studio ヽVc wcrc

nc、4y imprcsscd cvcry timc wc sa、 v ancw

Prlllt and this、
「cぃ cxcitCmcnt bccamc tllc

sourcc of our cncrgy、 vhich drovc us to

work hard cvcら  day to prcparc tllc show

lf you visitcd thc cxhibition,you、 vould

havc sccn a multitudc Of stylcs,colors,

thcmcs and sizcs  Thc、  、vcrc all vcrv

P O W e r f u l  H o、 c、cr、I w a s  p a r t i c u i a r l y

illlprcsscd to r10ticc that thcrc is onc

common charactcristic, cspccially among

the prizc―、inncrsl 、vorkS   thc mcssagcs

and thou_2hts of thc artists comc straight t0

our hcarts、ヽith a grcat appcal

Thc discovcぃ and inspiration l rcccivcd

lrolll thcsc prints havc pcnctratcd dccply

into my hcart and havc bccn illSucncing

my llSe in somc、 ay  Trying to kccP thc

shows all inspiring vcnuc ttr both crcators

and vicwcrs、I will continue to work for

KI VヽA Atthc samctimc,bcing givcn such

a grcat privilcgc to scc、 vondcra』 l prints

命om around thc、 orid,、rc organizcrs will

also kccp pursuin3 0ur individual

crcatlvlty ばui Suyamっ①

京都国際木版画協会 (KIWA)の 会員募集

当協会では、会の活動をサポー ト

していただけるメンバーを募集 して

います。本版画に興味のある方な ら

どなたでも大歓迎です。

会員には、毎年デザインが変わる

ミニ版画をプレゼ ント。いろいろな

情報 、記事 を掲載 した本誌 KIWA

News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

セミナーや、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企画しています.

【年会費】

個人会員……………5,000円

フアミリー会員……8,000円

法人会員………… 10,000円

(郵便振替)00900-7-311587

お申し込み、お問い合わせはKIWA

KIWA Membership

Mcmbership is opcn to anyonc lf yOu

arc intcrcstcd in art in gcncral, prints

cspccially,and woodblocks in particular,

and our activitics in this arcaA YOu arc

wdcomcd to jttn KIWA AssocFation

mcmberships arc annual cach ycar you

will rcccivc a mini print; you will bc

invitcd to our special cvcnts、 vhich

includc  c、 hi b iti o lls、 lCCturcs and

scilinars  You、 vlll alsO rcccivc our

ncwsiettcrs Plcase usc lnternational

Postal Moncy Ordcrs whcn scnding

paymcnt

【Anllual Mcmbcrship Fcc】

Individual・・・ ・・・・ 5,000 ycn

Family ・・・       ・ 8,000 ycn

Acadclllic ・・・・・・・lo,000 ycn

Busincss ・ ・・・・  10,000 ycn

FOr ndrthcr information‐plcasc contact

Kい汀Ais Oltflcc

:鱗1観慧灘鶴鰹欝

事務局まで  (奥 付け参照)

！̈……………………‥………一ヽ＝棋……………‥‥‥子，子，…………………………………‐………………………………一中 畳1畳SiS魯
!ii!i!ii!iiiliil!ili

ご自宅 で 眠 った ま まの版 画 を

KIWAの 活動に役立てて頂けません

か ?IくIWAは 現代版画はもとより、

古今束西あらゆる種類の版画を克集

していきたいと考えています。保管

方法、展示に関する方針などについ

て、あらゆる立場の方々に満足して

いただけるよう話 し合いたいと思っ

ています。ご連絡先はKIWA事 務局

まで (奥付参照)。

If you arc thinking of donating part or

all of your print collcctiOn to KIBrA,

contact thc officc ror dctalls on our

prcscrvation mcthods,thc lc3al aspccts

and cxhibitlon pollcy Wc、 vlll bc happy

tO begin a dialoguc that will rcsult in

satisractlon sor all partics Picasc usc thc

mailing or c―mall addrcsscs Sound in this

issuc ofKIヽV2代Nc みヽrs to contact us

ギャラグー申井
京都市中京区押木屋町三条上ル

な(075)211-1253F鴻じK(075)231-0909

河原町遠     木 屋町通    鴨 "

AMll:00～ PM10:00

ランチタイムサービスもやってます
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KIWAニ ュース第 3号 、一年遅れでやっと

発刊の運びとな りました。第 1号 、 2号 の編

集長を担当していた村上真紀子女史が鹿児島

へ移住。原稿は早々と集まっていたにもかか

わらず、厳 しく締め切 りを迫る編集長不在の

まま、翻訳、編集作業が中断してしまってい

ました。執筆者の皆様、そして干」行を待って

下さっていた読者の皆様に心よりお詫び申し

上げます。KIWAニ ュースの目的のひとつ十ま

KIWAが どのような活動をしているのかを皆

さんに知っていただくことです。この度、一

年前に書かれた記事を編集しながら、私たち

は時の流れの速さを実感 して しまいました。
一年前のことがもう 「遠い過去」のことにな

っているのです。ニュースがニュースとして

機能していくためには、やはり 「今」を扱った内容でなけれ

ばなりません。そこで大幅に内容を変更し、第 4号 との合併

号とすることも考えましたぐしかしながら、KIWAニ ュース

にはK郎 氏の歩みを記録 しておくという役害|もあります。そ

れを果たすために、今回遅ればせながらここに昨年の取 り組

みをあえてそのまま載せることにしました〕そしてKIWAニ

ュースにはもう一つ大切な役割があります。それは本版画に

関心のある人々に 「情報と交流の場」を提供することです。

今回も多くの方々が興味深い原稿を寄せて下さりKIWAニ ュ
ースを中身の濃いものにして下さいました,こ れからも皆さ

まが考えてお られ

ることや発表され

たいことを、世界

中の版画家、版画

愛好家 と共有でき

るようにどんどん

投稿 して下さるよ

うお願 いいた しま

す.

(クロベエ)悼∋

Hcrc comcsthc KIWA Ncws N0 3、 inallv aicr

a onc―ycar dclay  Allhough all of thc original

articlcs had becn 、vrittcn, 、vattirlB For us to

transiatc,cdit,print,and dclivcr thcnl to you,wc

cditorial starf mcmbcrs just c句 oycd takin3 0ur

timc  Thcrc、vas nobody forcing us to kecp to thc

dcadlinc bccause our able chicr cditor,Makiko,

had mOvcd tO Kagoshilna   WVc apo1031ZC tO thc

authors and rcadcrs、vh0 1lavc wattcd for this issuc

to comc out Onc ofthc purposcs Of KIttVA Ncws

is tO introducc our currcnt activitics  Whilc

cditing thcsc Onc―ycar―old articlcs,、vC rCCOgnizcd

somc ofthcna tO be quitc datcd  Sincc KIヽ 汀A has

a lot of activitics cach ycar, thosc prcvious ycaris

activitics soundcd al「 cady likc Ⅲold, past thillgsⅢ

to us  ln ordcr to havc ncwvs Function as news,thc topics should

havc currcncy and dcal 、vith thc Ⅲprcscnt timc Ⅲ  ThcrcSorc,、vc

discusscd about「c、占jng sOme ofthcm and making a joint issuc

OfNo 3 and No 4  Ho、 vcvcr,wc aiso rccognizcd anothcr

important runction of KIWA Nc、vs, VヽhiCh is to kccp accuratc

rccords ofour activitics ln thc cnd,下VC darc to kcep thc origlllals

as thc)、vcrC CVCn though sOmc dcal 、vith"oldⅢ nc、vs   Vヽc arc

going to publlsh No 4 soon to catch up、vith our annual schcdulc

KIヽヽFA】ヾ c、s has oncl■orc llllportant rolci to providc printmakcrs

and Print lovcr、 、、ith valuablc information and a vclluc for

spcaking     lll c l,

oPinions and idcas

Vヽc are waiting ror

vou to contributc

yotlr cxpericnccs ttritll

、ドoodbiock prints to

sharc 、vith all thc

rcadcrs in thc、、イo「ld

(QurObC)|む|

√80歳 で自筋の簿を20本 残そう」

当院では予防を大切に考えています

岩崎歯科
※ご来院の際にはご予約ください

京都市中京区大宮三条下る
a:075-841-0201 日 祝休診

有 限 会 社 千 洋 せんよう

京者F店/京都市中京区押小路通柳馬場東入
〒604‐0955 8(075)231‐2255Fば(075)2522435

南京都店/城陽市寺田樋尻1817

〒6100121 8(0774)55‐∞65 FAX(0774)550965
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