あなた、はじめの一歩を踏み出

あなたの参加を心からお待ちし

：

2022年2月28日

第15回隔年交流事業―2022年3月〜4月
：

調和と融合・・。世界平和。

(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

一枚の布は、一本一本の糸の集まりでできています。
しかし、ばらばらだったそれぞれの糸が共に結び付き結
集すると、見違えるようなすばらしい
織物へと変化します。多くの手と
個性的な表現力で・・。それ
は、奇跡の創造物です。

取

線）

CK

個人出品

（日本国内 問い合わせ・郵送先）
ヘルヴァソン グエン
〒606-8027
京都市左京区修学院水川原町10番
Tel : 080 4015 9650
E-mail： peace@globalartproject.org

キャサリン・ジョスティン

支援寄付金のみ
趣旨に賛同し、寄付のみを希望
寄付金 ̲̲̲̲̲̲ 円を同封します

出品のみ
参加は希望しますが、寄付はしません
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参加・支援寄付希望
寄付金 ̲̲̲̲̲̲ 円を同封します
（金額は自由・以下は目安です）
・個人出品 ：1500円
・グループ出品 ： 2000円

電話番号
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申込者・グループ代表者 住所 ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

グループとして出品

参加申し込み書（□に✔）

り

①上記Websiteより
②以下の申し込み用紙に記入（ローマ字で）右上の郵送先へ送る

参加申し込み締め切り
申し込み方法

今まさに、世界はひとつとなり限りないパワーとなり
ます。

り

WA
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ています。

or eace

私たちは、独りぼっちではありません。

（切

LO

すのは今です。みんなで手を取

第15回隔年交流事業

SO

アートを愛し、世界平和を願う

グローバルアートプロジェクト
www.globalartproject.org

り合い、喜びを分かち合いましょう。
グループ 出品数 ̲̲̲̲̲̲̲̲̲

グローバルアートプリジェクト創設者・ディエレク
ター

ましょう。

あ、一歩踏み出してみませんか。このプロジェクトへの
参加を心よりお待ちしています。

なと交流し

世界平和、そして世界中の人との交流を願う皆様、さ

世界のみん

愛、安らぎ、いやし・・そこから生き
る喜びを得ることができます。

RI

てみませんか。

―プロジェクトに支援するー

参加申し込み者氏名（グループの場合は代表者氏名）

を、アート作品にし

―作品を通して世界の人と交流―

個人 ̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 才

へのビジョンや願い

ひとりひとりの力は小さいか
もしれません。でも、多くの
人の力が集まれば無限の可能
性を秘めた魅力的な作品とな
るのです。私たちの息吹が地球
の、そして宇宙のエネルギーと
融合することでしょう。

あなたの世界平和

自分スタイルの作品を作るー
―

2022

このプロジェクトは
皆様のものです
第15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。
手を取り合って。

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考えか
ら、世界は多様性を受け入れ
られる場である、ということ
を実感するチャンスを提供し
ます。
˝
人はみな、多種多様ですが、
共に行動することができま
す、地球というひとつの生命
体において必要不可欠な要素
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、他の人やグループにも
閲覧してもらえるようにし
ます。

展示
2022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
クトへ提出してください。

交流
2022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
品の交流を展開してい
ます。世界平和に対
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、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
トに参加の申し込みをしてく
ださい。（詳しくは表面の要綱
参照）期限は2022年2月28日消
印有効です。
グローバルアートプロジェク
トで受領後、あなたにあった
ほかの作品出品者やグループ
を紹介いたします。

2.

出

3月

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。

品

わたしたちに
ご協力ください。

3.

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。
˛

2022年3月

はじめに

参 加

概

プロジェクト趣旨

創る

1.

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
の言正しとして、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.

最後に
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では、1994年設立
以来、約16万人以上、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

グローバルアートプロジェクトのウェブサイト上か
ら、趣旨に同意し。寄付してください。
globalartproject.org.

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。

