グローバルアートプロジェクト創設者・ディレクター
キャサリン・ジョスティン

WA
Y

長い間、分割されてしまっていた、エネルギーの融合

私たちはばらばらではありませ
ん。

申し込み方法は、グローバル
アートプロジェクトのウェブ
サイト

___________________________________________________________

参加申込者氏名、もしくは、ク
�ルーフ
�申込代表者氏名

_________________________________________________________________________________________________

参加申込ク
�ルーフ名

クローハ
�
�ルアートフ
�ロシ
�ェクトて
�は、世界中から参加いたた
�いた皆様か
�、アートを通し
�てつなか
�っていきます。人種、文化、
国籍、年齢、信仰、教養・・その他、私たちを分け隔てる要因を乗り超えて、みんなの心をひとつにすることか
�て
�きます。

はい！

私はグローバルアートプロジェクト
を支援し、参加出品を希望します。
寄付金__________ 円を同封します。

�ルーフ
ク
�出品数 ______

�ルーフ
ク
�としてひとつの出品

私はグローバルアートプロジェク
トに参加出品ができませんが、寄付を
希望します。
寄付金 __________ 円を同封します。

私はグローバルア
ートプロジェクトに参加
出品を希望しますが、寄
付はできません。

個人て
�の出品

個人・グルー
プ参加申込ご
とに、このフ
ォームにご記
入ください。

電話番号_____________________________________________________EMAIL____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

参加申込グループ名_____________________________________________________________________________________________________

�ルーフ
ク
�

参加申込者住所_________________________________________________________________________________________________________

個人 : 才 ______

(registration) からお申し込
みいただくか、またはこちら
の申し込み用紙に、ローマ字
でご記入いただき、寄付金 (
個人出品：1,500円 グループ
出品： 2,000円)を同封の上、
下記までご郵送ください。

_____________________________________________________________________________________________________________________

E: gwynkyoto@gmail.com

T: 080-4015-9650

〒６０６−８０２７京都府京
都市左京区修学院水川原１０
番

ヘルヴァソン グエン

の登録ページ

www.globalartproject.org

（日本国内問い合わせ・郵送先）
ヘルヴァソン グエン
〒６０６−８０２７京都府京都市左京
区修学院水川原１０番
T: 080-4015-9650
E: gwynkyoto@gmail.com

なと交流し

宇宙やそれをとりまく環境の美しさに対し、広いここ
ろをもつあなたのような人が、全生態系の法について、
より理解を深め、貢献を高めることができるのです。こ
れは、努力することによって得られる喜びです。

ましょう。

LO

一枚の布であるにもかかわらず、たくさんの糸の集合
体でしかなかった布も、いまこそ、一枚の織物となるの
です。 地球はひとつの生命体である、との理解をもつ人
たちの、 手と創造的な個性によって。
(アメリカ国内問い合わせ・郵送先)
PO Box 40445 Tucson AZ 85717
USA
tel (520) 628-8353
peace@globalartproject.org

世界のみん

このプロジェクトでの作業を通
CK
RI
じ、 人と人とが手をつなぎ、生み出
すものから喜びを得ることができます。私たちの息吹が
、地球のエネルギー、それをとりまく宇宙のエネルギー
と融合するのです。

てみませんか。

SO

調和

or eace

いまこそ、わたしたちが失ってきたものを、取り戻す
ときなのです。

第13回隔年交流事業−2018年3月−4月

さあ、あなたも、申し込み用紙に
記入しましょう！
あなたからのＥメールや、電話を
お待ちしています！

参加申し込み締め切り：2018年2月28日

を、アート作品にし

今まさに、世界はひとつと
なり、私たちへの愛や育てて
くれる大地に、賛美をささげる
ときなのです。

へのビジョンや願い

私たちはひとりぼっちではあ
りません。

あなたの世界平和

作品をつくって
絵で交流をして
ボランティアをして
寄付もできる

2018

このプロジェクトは
皆様のものです。
第13回隔年交流事業

この地球上のひとり
の人が、他の人とつ
ながっていく。
平和を実現するため
に。さあ、共に行動
しましょう。
そう、一緒に。

˛

世界平和へのビジョンをもち
、賛同する、世界の人々をつ
なぎます。
¸

平和へのビジョンを実現する
ために貢献できる、生きたネ
ットーワークを創造します。
˝

世界をありのままに理解し、
またどのようになるべきか想
像するためのツールとして、
アートが果たす役割に、焦点
をあてます。
˛

多様な文化的バックグラウン
ドをもつ人たちをつなげ、新
しいアイデアを提供します。
世界とのつながりが実感でき
ます。
¸

ひとりであるという念を癒し
、世界は多様性を受け入れら
れる場である、ということを
実感する支援をいたします。
˝

人はみな、多種多様であって
、また、共に行動することが
できる、地球というひとつの
生命体において必要不可欠な
要素であるのだ、ということ
を具体的に実証します。

世界平和へのビジョンを、
作品を通じて表現したいと思
う、世界中の参加出品希望の
皆様は、まず、作品を作って
ください。作品は、どのよう
なメディア形式をとってもか
まいません。絵画、文章、音
楽、ビデオなど、あなたの作
品が、他のひとやグループに
も閲覧してもらえるようにし
ます。

展示
2018年4月1日−22日
作品を、各参加出品者の地域
にて出展します。参加出品さ
れた方は、作品をアート・バ
ンク・オブ・グローバルピー
スに納めることもできます。
ご希望の方は、アート作品の
写真などを添えて、必要書類
をグローバルアートプロジェ
クトへ提出していただきます。

交流
2018年4月23日-30日
グローバルアートプロジェク
トは、世界規模でのアート作
品の交流を展開いたします。
世界中、瞬時にして、
平和に対する国際的
な絆に関するビジ
ョンが、ひとりか
ら、またひとりへ、
平和に対するそれぞれ
のビジョンが、地球上を同時
にめぐっていきます。

グローバルアートプロジェクトのウェブサイ
トwww.globalartproject.org より参加申し込
みの登録をいただくか、もしくは、こちらの
参加申し込み用紙にご記入の上、寄付金（個
人出品の場合には、1,500円、グループ出品の
場合には
2,000円）を同封の上、グローバルアートプロ
ジェクト担当まで郵送ください。お申し込み
期限は、2018年2月28日消印有効です。グロ
ーバルアートプロジェクトにて、受領後、あ
なたにあった他の作品出品者やグループを紹
介いたします。

2.
3月

出

品

あなたの世界平和へのビジョンに基づ
き、アート作品をつくりましょう。ま
た、ご希望であれば、作品内容を書類
にて提出し、グローバルアートプロジ
ェクト・アートバンク・レーベルに登
録することもできます。その際には、
必要書類に氏名、住所、メディア形式
や作品のサイズなどを記載のうえ、グ
ローバルアートプロジェクトまで送付
ください。なお、書類は返送いたしか
ねますので、ご了承ください。

要

グローバルアートプロジェク
トでは、アートを通じて、次
のように平和を形づくってい
きます。

2018年3月

はじめに

参 加

わたしたちに ご
協力ください。

概

プロジェクト趣旨

創る

1.

3.
4月1日-22日

あなたの作品を、あなたの地域で出展してください
。出展場所は、職場や学校、病院、公共図書館、ギ
ャラリー、銀行、カフェ、レストランなど、ビジョ
ンをみんなとわかちあうために、一番最適だと思う
場所をお選びください。出展場所を探すために、ま
たは、一緒に作品を紹介するために、仲間と一緒に
グループで展示をするのも、一案です。

4.
4月23日-30日
あなたの作品を、グローバルアートプロジェクト
から紹介された他の出品者やグループとで交換し
、交流してください。あなたが受け取ったアート
作品は、あなたのものとなり、また同様に、あな
たが贈った作品は、相手へのグローバルな友情の
あかしとして、受け取られることになります。あ
なたの写真やメッセージなどを添えて、贈るのも
いいかもしれません。

5.

グローバルアートプロジェクトでは、1994年設立
以来、約14万人以上、７大陸の人々を、互いに紹介
し、交流を促進してきました。事業を継続するため
には、あなたからのご支援が必要です。

平和は、ひとりひとりが認識すること
からはじまります。
グローバルアートプロジェクトは、世界を変革に導
くためのツールです。しかし、私たちだけでは実現
できません。あなたのご協力が必要です。あなたか
らの惜しみない貢献と世界に広めるためのご支援を
、心よりお待ちいたしております。

協力するには
1.

この冊子をコピーして、たくさんの人たちやグ
ループ、または賛同いただける学校などへお配りく
ださい。

2.

プロジェクトを支援するための寄付をお寄せく
ださい。
__________ 貢献者

$25-99

__________ サポーター

$100-499

__________ スポンサー

$500-999

__________ 後援者

$1,000-9,999

__________ エンジェル

$10,000 以上

最後に

グローバルアートプロジェクトのウェブサイト上か
ら、寄付することに同意することができれば、寄付
してください。 globalartproject.org.

グローバルアートプロジェクトの仕上げとし
て、あなたが受け取った作品を、あなたの地
域で展示しましょう。そして、地域の皆様に
、世界平和への多様なビジョンを実感してい
ただく機会を提供しましょう。

グローバルアートプロジェクトは、
アメリカ合衆国の非営利団体です。

