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作品に赤とんぼが寄って来たよ。〈自然の秩序（体系）を感じた！〉　
延命寺・中庭のインスタレーション｜井川 惺亮 2020
撮影｜坂本 肖美

現代アートとの出会い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     堤　祐敬｜医王山 延命寺住職

　2020年（令和2年）という年は、おそらくこの先歴史上、類を見ない特別な年として語られる事
でしょう。その年にあって、この度まさに〝沸縁″ともいうべき出会いが、井川先生をはじめ運営委員
会の皆様のお陰でもたらされました。
　寺町界隈にあって４０４年間、仏教にまつわる美術には幾度となく接して参りましたが、「今」を
「今の方法」で表現する所謂現代アートは、会場として初めてお使い頂く機会でございました。
　江戸・明治・大正・昭和・平成の各時代を経て、それぞれの息づかいを染み込ませた境内
に、令和の文字が加わって新たな展開のきっかけを『結ぶ』という観点でおつくり下された、と感
じております。ここに改めまして、感謝申し上げます。　了　　　　　　　　　　　　　　　
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被爆の風化とアートの間
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          井川 惺亮｜シンポジウム司会

　長崎に住み思い続けてきたことの１つに、「原爆の残酷さを目の当たりにして、それにめげず、被爆直後アート展を立ち上げた
人はいただろうか？」ということがあった。その思いが本展の課題に繋がった。RING｠ARTは、昨夏展に引き続き、被爆75年の今で
ないと実現出来ない目玉企画「ナガサキの地でアートを考えるⅡ」（以下「シンポジウム」と言う）に取り組んだ。
 
　被爆に関するアートといえば、被爆後10年に平和公園に設置された｢平和祈念像｣を思い浮かべる方も多いだろう。復興最中に
あって、いつしか奈良の大仏のように「ありがたや」と思うようになった市民もいたかもしれない。後 「々この像は最早、平和の時代
にそぐわない」と痛烈に批判されることもあったが、こうした公的モニュメントのありようの議論よりも、もっと身近に迫る問題とし
て、長崎では被爆画家らが高齢で相次いで亡くなる事態に直面している。
 
　「シンポジウム」のパネリスト選びは、ある新聞のコラムに「被爆（直下）を経験した画家」として紹介された２人の画家から始
まった。その１人、川口和男氏は傍らに「頭骸骨上に烏が止っている」記録画風の作品が、もう１人の一瀬比郎氏は「被爆浦上天
主堂の瓦礫」が倒壊される直前の連作が、それぞれ添えられていた。画家の眼はどんなジャンルの表現者よりもリアリティと時空
を描くのだと期待して、この２人に特に被爆直下の閃光の経験と存在を、シンポジウム席上で私も画家の立場として是非お聴きし
たかった。ところが川口氏は昨夏展の「シンポジウム」を待たず、一瀬氏も今夏展を待たずご逝去された。
 
　「シンポジウム」のパネリストとして、特に前述のお二方のご遺族に無理を押してご登場していただき、櫻井裕美氏（故川口和男
氏の三女）と一瀬楽氏（故一瀬比郎氏の二女）に各々アートに情熱を傾けた画家として父の姿を、残された家族の気持ちを述べて
もらった。被爆後の風景やその日常を見ながら育ったことを語ったテンペラ画家の山下良夫氏や、長崎の被爆遺稿を保存する会
の竹下芙美氏はその活動報告とその必然と大切さを訴えられ、平和哲学者の高橋眞司氏は被爆をテーマにした写真家らや被爆
者らの肖像写真の紹介がされた。質疑応答では、ねらいとした被爆の風化と継承が議論となり、結果的に今後のあらゆるジャンル
の関係者らの積極的な活動により、被爆の継承をしていくことを確認した。その席の舞台は本展の「追悼展」（川口＋一瀬）の前で
あった。
  最後に、シンポジウムを通して、私は改めて閃光を想起しながら、三度目は許してはならないと固く決意し、更にアートの表現力
を高めねばと誓った。
 

2 3

    シンポジウムに立ち合って　　　　             　　　　     近藤 昌美｜東京造形大学教授

　私は本展には初参加、長崎の地も初訪問だったが、シンポジウム当日に着きどうにか拝聴することも出来た。
　当日、美術館に着きシンポジウム前に会場を一巡し自作の展示状況も確認したが、シンポジウムにご遺族の方も登壇されていた
川口和男さん一瀬比郎さんの作品がまず見に留まり、井川先生が長く本展を継続企画して来たその趣旨が一瞬で理解出来た。
　原爆投下直後に絵筆を持ってその現場に立ち向かった画家たちはお二人だけではないだろうが、ナガサキの地でアートを考え
るにはまずここに立ち戻らなければならないのかもしれない。そうした意味で本展はいわゆる現代美術展とは異なり、この長崎の
時間軸を大きく往復しながら、この地で人と人を繋ぐ本来的な意味でのアートを検証しようという試みで”RING”とはそうした意味
だったのかと全展示とシンポジウムを通じて染み入るように感じられた。シンポジウム自体も非常に丁寧な進行で、この地でアート
を考えるというテーゼを様々な立場の登壇者の言葉で演繹的に立ち上げようとする試みは本展の趣旨を補完してあまりある内容
で素晴らしいものだった。

高橋 眞司
哲学者

この機会に長崎で写真
について考えたい。写
真は何を語るのか、東
松照明の写真との関わ
り方を見て、写される側

と写す側の両方を考えないといけない。原水協（原
水爆禁止日本協議会）が、広島に土門拳、長崎に東
松照明の写真集を作り、平和式典に参加する海外
の要人たちにこの写真集を配った。そこには原爆と
向き合う人々が克明に写っている。芸術家、或いは
私たちが人生を持続することによって、何か大きな
飛躍が見つかるかもしれない。新しい出会いに通じ
るものがあるかもしれない。写真が語り、語りかける
ものを感じてほしい。

山下 良夫
画家

私の作品は、墓を鉛筆
で擦りだした拓本であ
る。山下家は８月９日
にお墓参りをする。家
族全員の名前が並んで
いる。父の兄夫婦のも
のだ。お墓には原爆死

と彫っているお墓もある。11時２分に黙祷し、手を
合わせてお参りする。毎年そうしてきた。子供の頃、
まだ墓地までは砂利道で道端に馬の骨があった。後
からそう聞いたので見たように覚えているのか、本
当に見たのかは曖昧だが、原爆で死んだ馬だという
印象が残っている。手記や俳句に残されている文や
文字から想像を巡らせ、体験のない私に問いかけて
いるように思える。

櫻井 裕美
故川口和男氏 三女

自宅には50点以上の作品がある。水墨画や南画も
ある。このような機会で発表できることを父も満足
しているだろう。父は生前、被爆体験の話をすると
きに絵を描きながら説明していた。思い出しながら
どうだったこうだったと。中でも海岸で塩づくりをし
た話や戦後の闇市で列車に乗って、列車にしがみ

ついていた話をよく覚えている。必死に生きてきたことがよく分かる。その後、「8・
9展」などの平和展に参加し、自分の体験を思い出しながら描いていた。

一瀬   楽
故一瀬比郎氏 二女

父は福島の原発事故以降に自分自身の話をし始めた。家
を探すと浦上天主堂が壊される前の絵もあった。「障壁」
という画集を自主出版して、自分の体験をまとめた。画集
のあとがきを読めば当時の話がよくわかる。「松脂の油を
取りに山に行ったとき、山の中で被爆した。空から白いも
のが落ちてくるのを見て、そのあと閃光を浴び、もくもく生

き物のような雲が沸き、黒い雨が降った。浦上天主堂が崩されると聞いて、いても
たってもおられなくなり、無心に絵を描いた。当時の天主堂でも輝いて見えた。」

竹下  芙美
長崎の被爆遺構を保
存する会

私は被爆遺構を保存する
会に入っている。被爆体験
は疎開していた当時、閃光
しか覚えていない。沖縄の
旅行体験で、話を聞くこと

と見ることの感じ方の違いを実感した。その大きな違い
に、伝えなければいけないものが何であるかに気付い
た。被爆遺構は粗末にできない命と同じで、命の継承で
ある。これこそが人に伝えることのできる唯一の証拠で
はないか。遺品は寄贈先の展示場で見ることができる。
皆に考えてほしいのは、原爆が落とされる瞬間まで、お
母さんがいて、子供いて、生活があったということを忘
れないでほしい。ぜひ展示品を見てほしい。

パネリストたちからの声

「ナガサキの地でアートを考えるⅡ・シンポジウム」
日 時｜８月１日（土）15：00～16：30
会 場｜長崎県美術館　県民ギャラリー
コーディネーター| 井川 惺亮（RING ART）

川口 和男・一瀬 比郎 追悼展

寄 稿

01 シンポジウム R ING  ARTの継承するもの、その意義

Q   「私たちはどのように”被爆”を風化させずに継承していくのか？」
A 「私たちは“アートの力”を信じるしかない。“アートの力”とは何気ないものから生まれる。セザンヌの風景画もなんでもない山を描いている。その
地でないと発揮できないものがある。続けるということが積み重ねを重ねると力になる。そういう目に見えない積み重ねこそが“アートの力”ではな
いか。誠実に物作りをするということは画家に求められている課題かもしれない。こうしてアートの力で、私たちの願う平和や被爆の風化ほ歯止め
となるように継続的に努めていきましょう。（司会）

01 シンポジウム

司会者のまとめ
　川口さんの作品は記録画がとして見ることができる。おそらく、南画を続けておられたが、長崎にいるからには何かを残さないといけない
という一心から戦火の中、情報として語り部的に残したかったのかもしれない。
　一瀬さんは絵描き的な発想である。絵描きは何らかの衝動に駆られ、絵を描くことがある。浦上天主堂を取り壊されるということを聞い
て、壊れるものを残したい、古いものが壊される気持ちを、描かざるを得ないという画家的なセンスがあるのかもしれない。対照的な二人の
画家の姿勢がうかがえる。
　竹下さんの保存活動には敬服する。最初に始めることはとても勇気のいることだと思う。芸術家が気ままに描くとか、子供のように描く
とかではなく、観察力、想像力をもって、誰かがやらないといけない、誰かが動かないといけないというものだ。社会を良くしていこうという
気もち、まさに画家のような眼を持ち動くことを、いま求められている芸術家と同じではないか。
　山下さんは、以前市場のギャラリ－で平和展を一緒にした折と同じシリーズの、お墓の拓本作品が今回も出品された。被爆の日から次々
とお亡くなりになられる身内の氏名が浮かび上がる拓本の様は衝撃だ。また長崎で育った風景を画家の目で語られたことに共感した。
　高橋先生の写真の話は興味深い。東松照明先生とは私も対談する機会があった。東松先生は「絵描きと話すことは面白いね」と言ってく
れた。人間味のある人だと思う。高橋先生が今回語ってくれた写真紹介が興味深い話となった。

会場からの質問への回答
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被爆75年目を迎へて思うこと
　　
　　　竹下 芙美｜長崎の被爆遺構を保存する会
　
　
　1945年８月９日　午前11時２分。
　松山町の上空500mで炸裂した原子爆弾。
　ものすごい熱と爆風、放射線。その原子雲の下では
コンクリート製の建物も、樹々も、人も、すべての生き
物が吹っ飛ばされ、焼けて炭と化した人、皮膚が焼
け、たれ下がり、腰のベルトでかろうじて止まりたれ
下がり、指の爪のところで止まり、肩から皮膚をたれ
て、まるで幽霊のように歩いている人、人、人。
　その日、私は３歳10ヶ月。疎開先の時津村で貸して
もらった農家の納屋の窓から、まるで雷が何百個か
束になって落ちてきたような青白い光に驚いた。近く
にいた母が慌てて姉と私、弟に布団を被せる。
　五日目の８月14日、父が全焼した家の跡にバラッ
ク家を建てたので、浦上一帯を通り歩いて西坂町の
自宅に戻る。入市被爆者だ。
　現在、世界の核弾頭の数は13,410。その一つ一つ
は長崎原爆の数倍の力をもつ。核弾頭の恐ろしさは
放射線。その時、幸いにも生き残れても、一生その害、
不安から逃れることは出来ない。体のあちこちに発生
する癌。手術をする人は多い。
　今、長崎、広島に原爆が投下されたこと、日、時を知
る若者は少ない。
　被爆者は年々亡くなっていき、戦争、原爆を語り伝
える人が減少している。今年もまた、大切な被爆者が
亡くなった。その度に、次は私？・・・と思う。
　
　２月28日から４週間、“ナガサキピースミュージア
ム”で友人ご夫妻の協力により。1996年春、爆心地公
園内の再整備工事中に出土し、発掘した被爆遺品の
数々を展示した。
　予想を上回る観覧者で、中には被爆者の方もおら
れ、お声掛けするとご自身やご家族の被爆体験を
語って下さった。「初めて話しをします。」あの辛い話
しはしたくないけれど、でも誰に伝えたいという複雑
な想いで。
　今、また身に迫る危機への不安をひしひしと感じ
る。日本が何処かの戦争に加わり、かけがえのない命
を奪ったり、奪われたりすることになりはしないか。
　あの日を二度と繰り返してはならない。反戦・反核
を心より強く願っている。

開催までの過程と対策

　　　被爆7 5年とコロナ禍　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　尚之｜ 長崎市原爆被爆対策部調査課長

　今年2020年は被爆75年の節目の年です。長崎市では、被爆75周年記念事業として11の事業を選び、支援することにしていまし
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により、残念ながら中止や延期をせざるを得ない事業が出てきました。そのような状況の
中でRING ARTの皆様が「8+9 2020 ナガサキの地でアートを考えるⅡ」を無事に実施できましたことに対し敬意を表します。
　私は長崎県美術館で行われた記念講演を訪れましたが、コロナ感染防止対策がしっかり行われていることと、同時に多くのお客
様が来館されていること（密ではありませんでした）に大変感心させられました。
　現在、長崎市では芸術やスポーツなど文化を通しての平和発信に取り組んでいますので、今後もRING｠ARTの皆様をはじめとし
た関係者の皆さまと協働しながら核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に努めてまいります。

メッセージアート

“涙の滲んだ眼差し”との対話
　　―松村明写真集『閃光の記憶』に寄せて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋 眞司｜哲学者

　ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下は20世紀最大のニュースに選ばれ
たことがある。
　ナガサキの被爆者に焦点をあてた写真集には、これまでに、日本リア
リズム写真集団長崎支部『写真集 長崎の証言』（1970年）、黒崎晴生『写
真集  ナガサキ・傷痕癒えぬままに―苦悩の50年を生きて』（1995年）、
東松照明『写真集〈11時02分〉NAGASAKI』（1966年、新装版1995年）、
『長崎マンダラ』（2000年）、大石芳野写真集『長崎の痕（きずあと）』
（2019年）などがある。これらのすぐれた写真集に対して、本書・松村明
『閃光の記憶』はどのような特徴と意義をもっているであろうか。
　第一に、それは被爆75年の節目に刊行される、もっとも新しい被爆者
の写真集である。より強力な原子爆弾が投下された1945年８月９日か
ら、九死に一生を得て、「よくぞ生き抜いて下さった！」という思いがつよ
い。
　しかし、ここには、アメリカ軍の占領下、逸速(いちはや)く「浦上燔祭説
」を唱えた永井隆の姿はない。原子野で「死の同心円、魔の同心円」と直
感した秋月辰一郎も写っていない。長崎で、若くして被爆者組織の結成
をはたらきかけ、1982年、ニューヨーク国連軍縮特別総会の場で日本の
被爆者を代表して「ノーモア・ヒバクシャ！」を叫んだ「仙ちゃん」こと、山
口仙二も入っていない。しかし、「仙ちゃん」に誘われて被爆者運動に参
加し、その死の直前に「赤い背中」の写真を掲げて、「核兵器禁止条約」
の国連採択（2017年7月7日）に貢献した谷口稜曄（すみてる）がここにい
る。「爆心地の復元」に力を尽くした内田伯の姿もある。
　ここには、「原爆の非道を思いつづけた怨の女」福田須磨子も、「長崎
のマドンナ」渡辺千恵子もいないけれど、心をゆする語り部・下平作江
の姿がある。長崎の平和教育運動に指導的役割を果たした坂口便（た
より）はいないけれど、「長崎県被爆教師の会」の会長を長くつとめた柔
和な長老・築城昭平がいる。平和教育の実践を積み重ねてきた山川剛
もいる。「日本被団協」の現在の代表委員・田中熙己（てるみ）も姿を見せ
ている。
　さらに、「友」を見捨てて逃げた原体験を背負って苦しみ、アウシュ
ヴィッツで「友」のために命を捧げたコルベ神父と内面的に出会ったカ
トリックの修道士・小崎登明がいる。美しいひとみとほゝを焼かれた「被
爆マリア像」の精巧な祭壇を作った大工・西村勇夫の雄姿ほか、多士
済々。
　第二に、本書は53人の被爆者の「肖像写真(ポートレート)」を集めた
写真集である。著者の松村明は毎日新聞社の報道カメラマンであった
履歴と相まって、被写体となった被爆者の生年、被爆地、爆心地からの距
離、さらに「被爆の瞬間」と「その後の体験」に加えて「伝えたいメッセー
ジ」を、撮影の日時と場所を含めて、書き留めている。しかも、それらすべ
てを、英語訳を含めて半ページ内に収めている。特筆すべきは、巻末、爆
心地の地図上に各人の被爆した地点を明示して、爆心地からの距離と
方向を確認できるよう工夫した。これは従来の被爆者写真集にはない
特色と言える。本書は長崎原爆の被害の実態を、東西南北から距離別に
証言することによって、簡素ではあるが、被爆75年後の、総合的な被爆
者証言集となっている。
　第三に、もっとも重要なこととして、ここに掲げられた一枚一枚の写真
は「人間の尊厳」を示している。本書、松村明『閃光の記憶』を見開くもの
は、生きのびた被爆者の“涙の滲(にじ)んだ眼差し”との対話を通じて、
原爆は人間の「尊厳」(dignity)を傷つけることはできなかった、それどこ
ろか、四分の三世紀を生き抜いた被爆者の一人ひとりのお顔に、原爆に
屈服することのない威厳が備わり、かつにじみ出ていることを発見する。
この写真集の意義は、この一点に集約できる、と私は考えている。（文中
敬称略）

（写真）メッセージアート：高橋 眞司  展示風景（長崎県美術館）

寄 稿
02

開催までの
プロセス
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　忘れられない光の行く方　    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　早見     堯｜ 美術評論家

＜「懐中電灯を消してください」／一つ、また一つ光が消えていく・・・「はい、ではつけていいですよ」／一つ、ま
た一つ光が増えていく・・・「頭、気をつけてね」／外の光が私を包む／真っ暗闇のあの中で／あなたが見つめた
希望の光／私は消さない　消させない・・・／あなたがあの時／私を見つめたまっすぐな視線／未来に向けた
穏やかな横顔を／私は忘れない＞
今年の沖縄全戦没者追悼式で朗読された高校生の「平和の詩」。沖縄戦で避難した洞穴の中での不安な闇と希
望の光。あの時の「光」も「あなた」も「私は忘れない」。
＜あの閃光が忘れえようか・・・三十万の全市をしめた／あの静寂が忘れえようか／そのしずけさの中で帰らな
かった妻や子のしろい眼窩が／俺たちの心魂をたち割って／込めたねがいを／忘れえようか！＞
峠三吉の「原爆詩集」の中の「八月六日」では「光」は絶望の光だ。「押しつぶされた暗闇の底で／五万の悲鳴は
絶え」てしまうことになる灼熱の光なのだから。「閃光」も死んだ人々が「込めたねがい」も「忘れえようか」。
希望か絶望かにかかわらず、光はここでは固執の記憶、「忘れられない光」だ。
ボヘミアで初めて発掘されたときウランは自ら「光」を放つ神秘の石だった。しかし、ウランが核兵器や原発の熱
源などさまざまに変貌して忘れられない惨事が多発し続けている今、ウランは平和を破壊する「光」に変貌して
いる。ところで、核兵器や原発に象徴されるように、他国を力で屈服させようとし経済合理性を追求して環境破壊
を続けた結末が新型コロナ禍ではないだろうか。こうした状況が示唆しているのは、人間は絶滅した野生のニホ
ンオオカミやオリヅルスミレなどと同じ地球上の生き物の一員だということである。そこから「新しい生活様式」
を考える時、「光」は再び「忘れられない」希望の「光」に変貌するだろう。 

03 ギャラリー
県外作家 03 ギャラリー

県外作家

後　啓子

尾形 勝義
佐竹 美咲木嶋 正吾

関　淳一

高野 葉子
藤本 均定成

坪田 政雄

山本 伸樹

岩上 恵子

達川　清
永田 典子

高島 芳幸中村 安次郎

田中　瑛

松尾 美希

三木 祥子

さとう しのぶ

メッセージアート
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東京郊外のアートシーンと長崎展
                                                                                                         木嶋 正吾｜ 画家　多摩美術大学教授

　コロナ禍のなか、対面授業が始まり大学へ出校すると、担当の学部4年生のS君が相模原市内のギャラリーで個展を
開催していることを知った。さっそく行ってみると、そこは空き家を改装したスタジオだった。30坪ほどの空き家の壁を
取り去った空間に大きな立体作品が数点展示されていた。
　私が勤務する多摩美術大学は、東京都郊外の八王子市と町田市、神奈川県相模原市の境界にあり、緑豊かな丘陵地
帯に立地していて、近くには女子美術大学や東京造形大学などの美術系大学が所在している。それらを卒業、修了した
多くのアーティストがこの地に留まり、倉庫や廃工場を改装したスタジオを構えて作品制作を続けている。その数はスタ
ジオ数で20軒以上、所属アーティストの数では100人以上にもなるらしい。
　そういった状況に目をつけた相模原市は「アートラボはしもと」 を立ち上げ、様々なアート事業を展開しアートによる
先進的、実験的な取組みを行っている。
　その取り組みの一つが「SUPER OPEN STUDIO」というアートプロジェクトで2013年から続けられている。これは、その
名の通りアーティストのスタジオ（制作場所）をオープン（公開）することに主軸をおいたアートプロジェクトで、各スタジ
オでの作品展示や公開制作など、それぞれの特色を活かしたプログラムが実施されている。*
　いっぽう、長崎市では井川惺亮氏をはじめとするRING｠ART運営委員会の皆さんが、長年に渡って展覧会を企画し、
アートの力で地域の文化活動を継続している。会場の長崎ブリックホールなどで行われるギャラリートークでは、それぞ
れが同じ目線でコミュニケーションを行っていて、出会いを楽しみ、自らを見つめ直し、学び合う姿を見ることができた。
また、国際交流でも、人と人との信頼の輪を大切にしながら大きな成果をあげている。
　困難な今だからこそ、地域の特性を活かした、地域に根差した文化活動の重要性が増しているのではないだろうか。
                                                                    　　　　　　    *参考文献「S.O.S.BOOK」(Sper Open Studio NETWORK)

裾野からの平和の構築
                                                                                                           渡部 幹雄｜和歌山大学名誉教授　
　
　今から四十数年前にインドの独立の父のマハトマ・ガンジーの思想に出合った。「非暴力・不服従」という姿勢を貫
いた活動に感銘を受けた。力と力がぶつかると暴力の応酬が続いているニュースを耳にするのが日常的であったので
ガンジーの思想は私にとって極めて新鮮なものだった。それ以降はガンジーの生き様が私の生きる指針にもなった。
　ガンジーの思想との初めての出会いから四十数年たった今年、私はガンジーの別の面に出会った。ガンジーが「地
産地消の活動」にも取り組んでいたのだ。私はこの取組みもガンジーなりの平和活動だったと思う。遠い外国からの輸
出入は利害関係から緊張をもたらすものであることが、ガンジーが取組みに動いた一因でもあると私は考えている。
　平和を維持するためには裾野の広い平和に繋がる活動が必要だと思う。私がそういう思いを強くしたのは、昨年ア
フガニスタンで亡くなった中村哲さんの活動と思想に数年前に出会ってからである。医師である中村さんが医療活動
は無論大切だが、それ以前に食糧の安定供給の確立が必要であると感じて農地の改良にも取り組んだ。この姿勢はガ
ンジーの地産地消の取組みに共通するものであると思った。
　平和な社会が実現された状態を富士山の山頂とするとそこに至るルートは富士吉田登山口や御殿場登山口という
ように山頂を目指す入り口は幾つもある。平和への取組みも様々な切り口がある。個々の置かれた環境によって如何様
にも展開がある筈。そうした裾野広がりが基盤となって揺るぎない平和的社会の実現に繋がる筈。一斉に平和活動に
取組むことを否定はしない。只、日々の生活や各個人の置かれた環境の中で各自が取り組める平和的社会の実現に繋
がる道があると考えている。それらの一つ一つが裾野を広げて平和的社会の基盤をより強固なものにするに違いな
い。世界情勢に目を向けることも大事だが、案外足元にも取組む課題もあるのではないだろうか。日々の身近な事象の
一つ一つが世界に繋がり、世界の動勢が足元の一つ一つに繋がっている。コロナウイルス感染渦の今年になってより
一層そうした状況見えるようになった気がする。
　1985年のユネスコの学習権宣言の「生存のための学習」を最も意識した2020年の今年である。

03 ギャラリー
県外作家

大木 道雄

近藤 昌美

西園  鄕

関　月子

中西 晴世

　吉川 信雄

大塩 博美

戸山　灰

柴　清文

渡辺 節夫

吉田 晴夫

長野 ヒデ子

メッセージアート

寄 稿
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RING ARTホームページは
こちらから

アートが託すもの
　　　　　　           　                                                                      藤松　綾子｜十八親和アートギャラリー学芸員

　戦後75年目を迎える本年は、56年振りに東京で開催されるオリンピックイヤーでもあり、東京を中心に大型の展覧会が多数企
画されていた。しかしオリンピックを始めとするそれらの多くは、新型コロナウイルスの世界的な流行によって延期または中止を
余儀なくされた。間もなく小暑を迎え、本格的な夏が始まろうとしている今も、コロナの終息は見えず先行きは不透明なままだ。
　コロナは目に見えない。見えないものを見えるように可視化するアーティストの仕事は、このコロナ禍に重要度を増している。
なぜなら創作活動は社会状況を反映させたものであり、それを受けとめる我々に思索を促すから。
　アーティストが創造するものは美しいものばかりではない。時には、目を背けたくなる事実や、社会に漂う不穏な空気や災害も
題材となり得る。そして、見る人の状況によって、または社会状況によって、作者の手から離れて作品は語り続ける。
　日常とかけ離れた状況も一定期間続くといつしかそれが日常になってしまう。ありふれたものが特別になり、特別なものがあ
りふれたものになる。コロナ禍の只中にいて全体像が見えない今も、コロナと共生していくであろう今後も、やがて過去となり振
り返る時が来る。
　戦後75年、広島と長崎は被爆75年を迎える今夏、開催されるはずだった平和の祭典であるオリンピックは延期された。そのよ
うな状況の中、長崎の地で平和の意味を問うてきた「８+９展」が長崎市被爆75周年記念事業として開催され、アーティストが作
品を発表することの意味は大きく、未来につながっていく。

03 ギャラリー
県外作家 03 ギャラリー

県外作家

山村 知宏
山村 みき

藤上　慶

豊増 秀男

川野 裕一郎

増田 和剛

古本 元治

白井 紘子木塚 忠広

森永 昌樹

前田 信明

松村　明

川田 泰子

平井 真人

池田 陽一

ともひろ かなこ
田中 睦治

伊藤 昭博

大久保 英治

熊本信愛女学院中学校・
高等学校美術部

メッセージアート
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折り鶴パフォーマンス（野外と屋内）

吹き抜け天井から糸で吊り下げられた折り鶴は、長
崎歴史文化博物館エントランスホールで行われた
ワークショップで制作されたものです。今回は佐世
保市立宇久中学校生徒たちが平和学習の一環で制
作したものも含まれています。８月９日、爆心地公園
“誓い火”灯火台（屋外）に飾られる折り鶴と長崎歴史
文化博物館（屋内）の折り鶴が、平和への願いを結
びます。
　

平和を願う「折り鶴」（長崎歴史文化博物館 エントランスホール）

 《“誓いの火”灯火台モニュメント》 と
　　　　　　　　　　「折り鶴パフォーマンス」

　　　　　　宮田 徹也｜日本大学芸術学部美術科非常勤講師
　　　　　　　　　　　　　
　モニュメントとは具象的、抽象的と様々に存在するが井川惺
亮の《“誓いの火”灯火台モニュメント》は、見る者にその解釈が
委ねられた現代芸術の思想が前提となる。タイトルは「灯火台」
だが、私には今後被爆地を存在させないリレーのバトンに見え
る。貴方には、どのように見えるか。
　バトンは人種や年齢を乗り越えて、世界中を駆け巡る。この
地に訪れ、このモニュメントを見た者は、この思想を胸に秘め、
周りの人々に伝え、バトンを受け渡していく。人間の想像力とは、
実物かweb上の仮想かを乗り越えて存在すると私は信じてい
る。是非とも、バトンを受け継ぐ一人となって欲しい。
　ここで毎年8月9日に行なわれる「折り紙パフォーマンス」は、
バトンを受け渡していく為の経験をすることが出来るのではな
いかと私は解釈している。訪れた者が折り鶴を折って、モニュメ
ントに直接貼り付けるだけの行為である。折り鶴は、特別な折
り方ではない。モニュメントには、セロテープで貼っている。
　勿論井川も鶴を折っているし、知らなければRING｠ARTのメ
ンバーが折り方を教えてくれる。モニュメントに貼り付けるのは
RING｠ARTのメンバーでも、訪れて折った者でもいい。全てが
自由なのだ。主体的であることが、パフォーマンスの真髄でも
ある。指導者がいて学ぶワークショップと、一線を画す。
　パフォーマンスは現代芸術の手法の一つであるが、元を辿
れば美術の主題、演劇の戯曲、音楽の譜面に行き着くことがで
きる。主題、戯曲、譜面を読み取り、解釈し、作品として成立させ
るからこそ夥しい数の宗教画、シェイクスピア、ベートーヴェン
の作品が生まれ続けていくのであろう。
　この潮流に、井川の「折り鶴パフォーマンス」は汲まれている。
訪れた者は、好きに鶴を折ることができる。丁寧でも、上手く折
れなくとも、創意工夫が為されてもいい。モニュメントに規律な
くランダムに貼り付けられる様々な種類の折り鶴を見ると、同
じ人間など存在しない、それぞれに個があり生きる意味がある
ことが透けて見えてくる。
　ここで千羽鶴を否定するつもりはないが「折り鶴パフォーマ
ンス」と千羽鶴を比較すると、綺麗な折り鶴の背中に糸を通し
慄然と規則正しく吊られる千羽鶴に対して「折り鶴パフォーマ
ンス」は、個性的な折り鶴がランダムにモニュメントに直接貼り
付けられるという混沌が生じている。これを「混沌」と解釈すべ
きか、「規制」がないとするべきか。
　モニュメントに直接貼り付けるという身体性も、注目すべき
であろう。人間が顔を隠し、距離をとり、直接的な接触を「禁止」
され、全てが仮想空間で済まされる時代を迎える中で、モニュ
メントに対してであろうとスキンシップが不可欠なパフォーマ
ンスに、どれだけの意味を見出すべきであるのかを考えること
は重要なことである。
　長崎を最後の被爆地とするためには、人間の尊厳を尊重す
ることが前提となる。これを果たしているのが、井川惺亮の《“誓
いの火”灯火台モニュメント》と「折り紙パフォーマンス」なので
ある。次は、貴方も参加すべきだ。

04 折り鶴パフォーマンス

長崎市の爆心地公園と長崎原爆資
料館を結ぶ階段の途中に立つ五角
形の白い灯火台。この火は毎月９
日、オリンピック発祥の地、ギリ
シャ・オリンピアの丘で採火された
「聖火」です。1987年8月9日、井川惺
亮（長崎大学名誉教授）によるデザ
インの“誓いの火”灯火台モニュメ
ントが、長崎市爆心地公園に建立
されました。長崎を最後の被爆地
にしようという強い願いを込め、毎
年8月9日の平和の日に、この灯火
台モニュメントの下で、平和を希求
しながら折り鶴を折り、モニュメン
トに貼り付ける『折り鶴パフォーマ
ンス』を行っています。(RA)

（左ページ写真）撮影 / 坂本 肖美

特 別 寄 稿
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８月９日　折り鶴パフォーマンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　宮澤｠幹子｜ナガサキを最後の被爆地とする誓いの火灯火台維持会

　8月9日、爆心地公園に建つ“ナガサキ誓いの火”灯火台のたもとで折り鶴パフォーマンスを行なっています。
　井川先生、RING｠ARTの方々、長崎大学生の若者たちによって道ゆく人に声をかけます。「折り鶴を折って飾ってみません
か」　すると、外国人の方、親子連れ、若者たちが参加して下さいます。
　皆さん一生懸命折り方を習いながら完成させていきます。出来上がった折り鶴を灯火台に飾るとき、笑顔があふれます。
平和な情景です。　
　私には忘れられない貴重な思い出があります。
　特別支援学校の生徒たちによる８月９日の平和集会に参加しました。その中で、“ナガサキ誓いの火”について話をさせ
ていただきました。生徒たちは真剣な表情で最後まで聞いてくださり、とても感激しました。
　その後、生徒たちが各自制作したサイズの大きな白地の鶴に着彩した美しい折り鶴を灯火台に飾りました。生徒たちの
姿は“平和”そのものでした。

新型コロナウィルスから学んだこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　里　正善｜ナガサキを最後の被爆地とする誓いの火灯火台建設委員会

　新型コロナウィルス感染の地球的広がりによって、４年に一度のオリンピックが中止・延期される異常事態となりました。
NPT再検討会議も延期され、核兵器廃絶への歩みも、いったん停止を余儀なくされました。しかし、核兵器禁止条約の批准
国は着実に増え続け、条約発効まであと一歩にまで近づいています。核兵器保有各国は条約に背を向け続け、さらには、核
兵器の「近代化」「小型化」を進め、あろうことか、核兵器の使用可能性にまで言及し始めています。
　今回のコロナ禍で明らかになったこと、それは、武力ではコロナ感染は防げないということです。どんなに強力な兵器で
も、コロナ感染から国民を守ることはできません。軍事費を減らしてコロナ対策に回せば、状況は大きく好転させることが
できるはずです。国際的にも国内的にも、対立・分断ではなく、協力・連帯が求められる時代です。文化芸術はその一助とな
る力を持っています。会の成功をお祈りします。

８＋９ 2 0 2 0展によせて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮澤｠喜代志｜ナガサキを最後の被爆地とする誓いの火灯火台維持会
　新型コロナウィルスの影響で爆心地公園には殆ど人影がない。桜も咲き、ちょうど９日でもあり、“誓いの火”が灯ってい
た。原爆資料館に続く階段の下から灯火台を見上げていると、40年前の記憶が甦ってきた。
　80年代始め、世界の核兵器は人類を何十回も滅ぼすほどの数に達し、核戦争の危機が現実に迫ってきている状況であっ
た。またヨーロッパでは、中距離核ミサイルの配備計画に危機感が増していた。82年は、第２回国連軍縮特別総会の期待か
ら、世界中で反核平和運動が盛り上がった。多くの被爆者もニューヨークに渡り、核兵器の非人道性を訴えた。長崎でも市
民の平和の取り組みが進んでいた。しかし、直前に長崎大水害に遭い、殆どの企画を中止せざるを得なかった。厳しい状況
の下、爆心地公園に市民が集い、平和への思いを新たにした。翌83年には、より様々な取り組みと共に市民が平和公園に集
い、長崎を最後の被爆地とする誓いの広場が企画された。
　この「誓いの広場」で、平和の象徴である聖火を灯そうと声が上がった。この想いに被爆者の渡辺千恵子さんが自らギリ
シヤに渡り、平和と友愛のシンボル「聖火」をギリシヤの平和組織の指導者に依頼した。オリンピック以外で聖火を国外に
出すのは異例なこと。地元オリンピア市も、首都アテネ議会でも、大議論になったが、聖火を長崎に贈ろうではないかと承
認され、メリナ・メリクーリ文化科学大臣の特別な許可が下り、ギリシャの大女優の手で長崎に運ばれた。聖火の不戦の意
味は、オリンピック期間中は全ての戦いを止めるばかりでなく、敵に対する敵意や憎悪、暴力ではなく、平和的解決の道の
再考が重要とギリシャの人から教わった。この聖火は、平和公園に集まった市民２千人以上のキャンドルに灯された。世界
中のどこにも核戦争を起こさせない。長崎が最後の被爆地であり続ける“誓いの火”として、夕暮れの公園を小さな明かりが
広まっていった。
　これが「長崎を最後の被爆地とする“誓いの火”灯火台」建設運動につながった。この建設運動の特徴は、色々な人たちが
平和への想いを形にする行為を大切にしたことではないか。高校生は壁面に貼る原爆瓦を掘り起こし、大学生はタイルに
彩色し、小学生はタイルにメッセージを寄せた。
　シンボルとアートを私たちに示して下さったのは、井川惺亮先生の平和の思いに他ならない。シンボルの力は決して小さ
くない。シンボルは多くの人に記憶され、注意が注がれるもの。渡辺千恵子さんがよく話されていた。『未来は若者たちのも
の。私は若い人を信じます』
　“誓いの火”がより多くの人の平和の思いを形にする行為が広がる機会になればと望みます。　　　　　　

05
ギャラリー
海外作家

申　京愛 川田　剛洪　東植

朴　然婌

李　男美

朴　東麒

辛　美花

宋　南奎

盧　淳天

姜　昌浩

姜　善英

李　正喜

メッセージアート
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「８＋９ 2 0 2 0 」展によせて
　　　　　　　　　　　                   ネイ・フトゥロ・ビテンク－ル｜在名古屋ブラジル総領事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nei Futuro Bitencourt                   

（非公式訳文）
名古屋市、2020年7月3日

　この度は長崎市で開催されるこの展覧会へご招待いただき、メッセージの形ではありますが参加するこ
とができ大変光栄に思います。本国ブラジルまた日本で生活するブラジル人を代表し、友好の思いをお伝
えしたく存じます。
　現在多くのブラジル人が居住地として選んだ日本において、長崎市はその豊かな歴史を鑑みると重要
な都市であります。他の地域に先駆け外国に開かれた商業を営んだだけでなく、ポルトガル人やその他外
国人が多く訪れる中、貿易都市として、また経済、政治、文化、芸術の中心地として、その伝統が世界中の
人々を魅了してきました。
　今年2020年は在日ブラジルコミュニティ30周年であり、日本とブラジルの友好と協力を祝う年でもあり
ます。ご存じの通り、両国はこの30年だけでなく１世紀以上にわたり親善を深め、協力のもと様々なことを
乗り越え、成し遂げてきました。刻下の新型コロナウイルスの悲劇も、危機に瀕した人々のために両国が協
力して取り組んだ人道支援活動の成果という面では、新たな成功エピソードを残したといえるでしょう。
　長崎の歴史における悲痛な記憶は、現在平和主義また人道主義を切望する世界の原動力となり、特に
軍縮そして非核化への闘いに繋がっています。それは戦争や軍国主義から得た教訓であり、軍拡競争及び
武力拡張主義よって引き起こされる恐怖に立ち向かうものです。この機会に、日本とブラジル両国の人々
の真の友好と、長崎が私たちの心へ訴えて止まない平和に対する深い連帯の意思を表明いたします。
　最後になりますが、このアート展の実現を祝福し、ご来賓の皆様および長崎市のご関係者の皆様に感謝
の意を表すとともに、皆様のご健勝を祈念いたします。

私たちは、豊かな文化を持ちながらも土地を失っているブラジルの先
住民のイメージについて考えています。
人々は民俗的な先住民のイメージを持っていますが、私はアートを通し
てそれについて考えるべきだと考えています。生徒たちは先住民につ
いて勉強する前に、彼らのイメージとして描きました。第一印象を描い
ているのです。  
                       　イヴォネッチ・カヴァルカンチ （アーティスト・ブラジル）

※本展では、新型コロナウィルスによる物流への影響を大きく受けました。特に感
染状況が悪化していたポルトガル、ブラジルからの荷物がストップしました。そこ
で、急遽ブラジルから作品データを送ってもらい、プリントアウトした作品を展示
することになりました。（RA)

フランシスコ・ラランジョ｜ポルト大学教授（ポルトガル）
Francisco Laranjo

姜　バレム｜昌原大学校名誉教授（韓国）
Kan Ba-ream

　被爆7 5年の大きな節目の年に、長崎の地を訪れ、平和への祈りをこめた展
覧会に参加することを楽しみにしていた。2 0 2 0年は多くの人にとって恐怖と
我慢の一年になり、環境も意識も一変するような大変な年となったが、そのよ
うな中、本来私も訪日し参加する予定だった「長崎市被爆7 5周年記念事業　
8+ 9  2 0 2 0～ナガサキの地で平和を考えるI I～」展と井川先生との「二人展」
が、夏に実施された。私をはじめ多くの参加者の来崎が叶わず、困難も多かっ
たと推測される。コロナ禍の状況により、会場や日程の変更を余儀なくされた
と聞いたが、平和の火をギリシャから持ち帰った被爆者の方の墓があり、疫病
退散のために建てられたという謂れのある延命寺にて展覧会をするという井
川先生の機転と実行力には舌を巻いた。
　コロナ禍がいつ収束に向かうのか、まだ先が見通せないが、来年長崎を訪
れ、井川先生やR I N G ｠ A R Tの仲間達と作品展を行うことに希望を持っている。
　思い返せば、2 0 1 1年の東日本大震災の直後に行われた「春風ながさきより
」展が初めての長崎訪問だった。あの時も、周囲からは日本へ行くことを止め
られたが、そのような時だからこそ展覧会を実施するという井川先生の言葉
に胸を打たれ、訪日を決意した。来年も、井川先生とR I N G ｠ A R T皆さんの企画
する展覧会が、多くの人の心に灯りをともすだろう。そのような活動に参加で
きることを誇りに思う。

　コロナにより全世界が震撼し厳しい状況ではありますが今年も無事に8+ 9
展が開かれ、参加できたことを嬉しく思います。しかし長崎に行くことは叶わ
ず、毎年のように行き来してきた身としては残念でなりません。
　私にとってR I N G ｠ A R Tとの交流はその始まりから現在まで衝撃的であり、
井川先生を初めメンバーの皆さんの情熱にいつも刺激を受けています。中で
も8 + 9展は R I N G ｠ A R Tを象徴する展覧会であり長崎における重要な平和の
場であると感じます。年を追うごとに作家達の作品の成長が見られ、私も多く
のことを学びました。
　この交流と関係を絶やしてはならないと思い、韓国で新しい展覧会場を準
備しています。今世界はコロナだけではなく環境破壊や自然災害など無視で
きない問題で溢れています。こんな時こそメッセージを発し、希望を生み出す
ことが芸術家達の役割ではないでしょうか。8 + 9展のような平和の場を韓国
でも実現し皆さんを招待できる日が来ることを楽しみにしています。力を合わ
せて頑張りましょう！

06 国際交流
海外作家 06 国際交流

海外作家

写真左・上（拡大）
「ブラジル先住民のイメージ」  制作：サンパウロの小学生

写真（下）：折り鶴パフォーマンス・爆心地公園　誓いの火灯火台モニュメント　　　　　写真（下段）：  折り鶴ワークショップ・長崎歴史文化博物館

写真（下）：  折り鶴ワークショップ ・長崎県美術館　撮影 / 坂本 肖美

寄 稿
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　　三和幼稚園

07 ギャラリー
県内作家06 国際交流

海外作家

呂　閠暻
李　星陸 許　智虎

黄　賢朱井ノ上 理恵
浦川 亜津子

烏　鳴鳴

浅浦 恒敏

岡市 由美子

上田 貞子

岸川 優子

貞包 智美

園田 洋子

徳永 玲子

浜谷 信彦深江 嵯成枝

松尾 雄志 宮部 真知子

山下 良夫

重野 裕美烏　鳴蕾

三和幼稚園②三和幼稚園① 三和幼稚園③
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丸山 常生｜美術家
〈アートパフォーマンス〉

2020年７月28日（火）
長崎県美術館 運河劇場

小畑 郁男｜作曲家

パフォーマンス

07 ギャラリー
県内作家

21

07 ギャラリー
県内作家

〈追悼演奏〉
長崎の空に関する幾つかの断章
ー故川口和男の絵画注釈

2020年８月１日（土）
長崎県美術館 ホール

降田 達季

山口　亮

吉岡 宣孝

吉田形 勧吉住 利恵子

松尾 愛徳松尾 桂子

井川 惺亮

小栗栖 まり子

佐藤 千代子 廣岩 裕香

野坂  知布

波多野 慎二

岩田　桂子

中田 寛昭

前田 真希 守屋　聡

山口  吟子

長崎新聞　特集記事「被爆・戦後75年長崎原爆と創作」
　　　　　（RING ART会長: 野坂知布氏のインタヴュー）
左：（第１部）三つの輪（上）2020年6月10日掲載
中：（第２部）三つの輪（中）2020年６月27日掲載
右：（第３部）三つの輪（下）2020年６月24日掲載
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08 講演会
&トーク 09 RING ART歴史文化博物館展

1．東京の緊急事態宣言発令下の現状
画廊は対象でも非対象でもなかったが、銀座では４軒程度を除いて休廊。横浜の1軒などを含めて、私は取材をしてFBに展評を毎日寄稿した。名古屋に行った時、のぞ
みの自由は席私しか客が居なかった。浜松へは在来線で行ったので問題がなかったが、他県から着た事が分かったら大変だとアーティストが教えてくれた。
廃業した画廊も数える位あった。美術館は6月に入って徐々に開館を始めた。これまで相手にされていなかった美術館が注目されるのは、これから美術館がオリンピック
展、軍事展、戦争展の開催を予想される。
2．横浜トリエンナーレ2020展評
私は2011年横浜トリエンナーレの展評の見出しに「ユートピア以後の世界」とつけた。今回は「空っぽになった世界」だ。夢を実現してしまった人類は幸福に包まれるの
ではなく空っぽとなり、自分たちの民族や個人的欲望に塗れていく。性的表現も多く含まれていた。美術は世相を現す。我々は何を創作すべきか。
3．ポスト・パンデミックの時代
「本書はひたすら未来の予測を語るのではなくまずは過去を見遣り、なぜ人間はホモ・デウスになること、すなわち不死と至福と神のような力の獲得（本書では、これを
神性の獲得という概念に集約している）を必然的に目指す道をたどるのかという理由を解き明かす。第一の理由は、従来の課題を達成したことだ。古来、サピエンスは飢
饉と疫病と戦争に悩まされてきたが、これらの問題は三つとも二一世紀初頭までにほぼ克服された。第二に、歴史は空白を許さず、サピエンスを待ち受けているのは「
充足ではなくさらなる渇望」が加わると、新しい課題の追求が始まる。そして第三の理由が、過去三〇〇年にわたって世界を支配してきた人間至上主義(ヒューマニズム)
だった。「人間至上主義とは、ホモ・サピエンスの生命と幸福と力を神聖視する。不死と至福と神性を獲得しようとする試みは、人間至上主義者の積年の理想を突き詰め
ていった場合の、論理上必然の結論にすぎない」のだ」（Y・ハラリ『ホモ・デウス』（下）｜2015年｜柴田裕之｜河出書房新社｜2018年｜251頁）。
「ビックデータは、2014年に起きたエボラ出血熱の大流行を予測できなかった。発生したのち、感染範囲を大きく見誤った」（A・ロス『未来化する社会』2016年｜依田光
江｜ハーバーコリンズ・ジャパン｜2016年）。
これからは、AIの時代になると言われる。その前倒しとしての実験が、パンデミックに対する世界的な対応なのか。しかし、ハラリよりもロスが語るとおり、そう簡単にAIの
時代はこないのではないか。AIの前に、横浜トリエンナーレが示す例を参照すると前時代的な戦争に突入する恐れがある。
4．ホーキング博士の遺書
「思うに、最先端の科学技術とその応用を理解できるのは一握りのスパーエリートだけだという世界は危険だし、貧しいのではないだろうか。そんな世界で、たとえば海
をきれいにするとか途上国の病気を治すといった、長い目で見て恩恵のあるプロジェクトに高い優先順位が与えられるものだろうか？悪くすると、最先端のテクノロジー
が私たちに害をなすような使い方をされるかもしれず、私たちはそれを阻止できないということにもなりかねない」（S・ホーキング『ビッグ・クエスチョン』2018年｜青木
薫｜NHK出版｜2019年｜226頁）。　一部の平和を実現した人類は、これからどのような道を進むべきかを、誰もが考え、話し合う必要がある。
5．高橋眞司の発想
「今は「戦後」であると思っていたのに、じつは「戦前」であるかもしれない」（29頁）。「君たちには「戦争責任」はもとより、「戦後責任」もない。しかし、次の新しい戦争を引
き起こさない「戦前責任」（pre war responsibility）はある」（30頁）。「みすヾ」（NO.834｜2019年8月）。我々は情報を忘却する。以上。

宮田 徹也　講演会レジュメ　「被爆75年とアートの役割」

講演会・トーク
「被爆75年とアートの役割」
2020年7月28日（火）
長崎県美術館 県民ギャラリー
講師：宮田 徹也（京都嵯峨美術大学客員教授）

　　　　　　　　撮影/ 坂本 肖美

川口 和男　追悼展 一瀬 比郎　追悼展
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長崎歴史文化博物館広告塔
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「Peinture 〈誓いの火と共に〉」展：対談の記憶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　稲葉 友汰｜長崎県美術館学芸員

　ここでは、2020年夏にナガサキピースミュージアム
で開催された井川惺亮の個展について、作家と筆者に
よる対談の記憶と、それに基づき事後に考えた事柄を
頼りに記す。記録ではなく記憶としたのは、約90分に及
んだ対談の内容に派生して、ある一つのキーワードが
自身の脳裏に強く印象付けられたゆえだ。それは「空間
性」である。対談では、この空間性を示唆する言葉とし
て、絵画空間の伝統的な比喩である「窓」や「イリュー
ジョン」といった語句とそれらに関する井川自身の見解
が述べられた。また、各作品の結びつきの場たる展示
空間についても、そのインスタレーション的側面を確認
する話がなされたのだった。ただし、より一層強く心に
残ったのは、各作品や展示空間にとどまらない、より広
い視野での空間性を作家が意識しているということで
ある。
　展示タイトルにある「誓いの火」とは、言うまでもな
く、井川がデザインを務め、長崎・爆心地公園に建てら
れた《長崎を最後の被爆地とする“誓いの火”灯火台モ
ニュメント》に灯る火を指す̶̶本展にはその模型も
出品された。
　遥か古代ギリシアに起源を持つ「平和の象徴」として
のオリンピック聖火より採火された、その「火」。これに
鑑みても、井川が本展に、展示開催館と爆心地公園と
いう二つの地点（空間）を精神的に架橋する役割を与え
たことは明らかだ。この意味で、展示自体も一つの「窓」
としての機能を持っており、展示空間のさらなる奥行き
が示唆される。ここに訪れた人々は皆、平和希求の場た
るピースミュージアムから爆心地公園へと思いを馳せ
る。そして、その思いの往還のなかで改めて平和の精神
が浮かび上がるように感じたのだ。
　さらに、展示空間を起点として、会場外部にも有機的
な連関をつくり出すという作家の姿勢を示すかのごと
く、ミュージアムの半屋外の空間にロープによるインス
タレーションが設置されていたことを忘れてはならな
い。ロープのごとく場と場を繋いでいくという意識は井
川の制作活動の大きな特徴のように感じられる。そして
それは時間的制約を持たない。事実、この対談の5日後
には上記モニュメントの塗り替えを行い、その後には、
「誓いの火」の長崎招致に尽力された故・渡辺千恵子氏
の御霊の眠る延命寺で展覧会を開催したのだった。
　こうした作家の制作活動はそのままロープに喩えら
れるのではないか、と思う。日々の制作に加え、様々な
人をめぐる記憶、長崎など身を寄せた場所に対する想
い、平和への願い、これら様々なものを結んで形作られ
るロープは決して解けることなく繋がり、来たる空間に
おいてその姿を現すだろう。
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10
RING ART
ナガサキピース
ミュージアム展 11

井川 惺亮
〈誓いの火と共に〉
ナガサキピース
ミュージアム

寄 稿
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11
井川 惺亮
〈誓いの火と共に〉
ナガサキピース
ミュージアム 12

F.LARANJO
  ＆ S.IKAWA
延命寺

照応する絵画　早見 堯
井川惺亮は絵画を支えるものと支えられているものとの関係として考えることから出発した。色と形
は相互に支えあい、色と形はカンバスに支えられ、カンバスは木枠に支えられている。こうした支える
ものと支えられているものとの関係をまずバラバラに解体し解放する。具体的には、形から色を解放
し、カンバスや木枠は矩形から解放する。次にそれらの要素を相互に呼応・共鳴する照応関係で組
み立て直す。これまで三つの時期、あるいは三種類の照応関係で作品をつくっている。一つ目は、色、
形、木枠、カンバスなどを照応させて矩形の画面にとらわれない色彩空間をつくる。二つ目は主とし
て色を事物や展示空間と照応させて連想を揺さぶり記憶を問い直す。三つ目は色や形、線などを自
分自身と照応させて自分と社会を問い直す。いずれも、見ているわたしたちと作品を照応させてわた
したちの心を震わせずにはおかない。

（上）井川惺亮〈誓いの火と共に〉 DM 宛名面　（下） DM 表面 

展覧会DMコメントより

オープニング演奏  2020.7.14
ヴァイオリン：中原 大幾
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平和！ 平和！
                                                                                                                                                         山口   響｜長崎の証言の会

　被爆者であり、長崎原爆に関する表現者でもあった福田須磨子は65年前、有名な詩「ひとりごと」の中で、「平和！ 平和！ も
うききあきました」と綴っている。
　それとはまた違った意味であろうが、私自身もまた、平和という言葉にやや食傷している。
　言うまでもなく、平和の意味合いは多義的だ。「あなたにとっての平和は？」などという問いかけをいろいろな場面で目に
するが、こういう質問は思考を大して刺激しないことが少なくない。なぜなら、たいていの場合、各人が平和という言葉の中
に読み込むものが多様であるという、ある意味ではあらかじめわかっていることの再確認に終始するからである。何しろ、平
和という言葉は、正の価値を帯びたものとして誰でも使っている。かの政権ですら、海外での自衛隊の活用などを念頭に、
「積極的平和主義」を一時期は喧伝していたぐらいだ。
　ところが、私が長崎においてあらゆる局面で現在求められていることは、この平和について発言し行動することである。活
水高校で受け持っている授業が「長崎平和学」であることを筆頭として、各大学で担当している講義には「平和」の一語が冠
されているケースが少なくない。長崎新聞で時々書いている「ながさき時評」は数人の客員論説委員でローテーションを組ん
でいるが、私は「平和」問題担当だという触れ込みになっている。
　冷戦期には、「平和運動＝アカ」だとする不動のフレームがあった。数十年を経て、今やそれは完全に反転し、少なくとも長
崎においては、「平和」に関する活動をしていると言えば、内容の良し悪しを問わず、何でも褒めそやされる傾向にある。とり
わけ、若い人たちが平和について語ることには、無条件に善のレッテルが貼られる。
　しかし、平和について語ることが、それほどまでに人畜無害であってよいものだろうか。「平和にもいろいろありますね、み
んなの意見を尊重していきましょう、平和について考え続けることが大事ですね」てな感じの予定調和が長崎にはびこってい
る、ということはないだろうか。
　おそらくアートが、こういう状況を食い破るひとつのよすがになる。
　今回初めて寄せる「メッセージアート」で、アートについて何事かを語ってよいのかどうか、自信は持てていない。ただ何と
なく、せめてアートだけは、平和について何かを考えたつもりになっている人たちに対して、忖度なしの自己主張を突きつけ
てほしいと願っているだけである。

「平和マンキンタン」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野 ヒデ子｜ 絵本作家

　52年前長崎に転勤し長男を産んだ。幼子を抱き母となった私はこの地で平和を祈った。
今、鎌倉に住んでいるがコロナ騒動で佐賀のSさんが「♪お腰に付けたキンカンで～コロナ征伐～」とキンカン100袋持って
突然やってきた。ええ！友人や編集者にプレゼントし「買って！」と迫ると瞬く間に完売。ほっとしたとたん、紙芝居文化推進協議
会20周年記念手拭いを創ったがイベント中止！今度は手拭い売りになった。
　昔は戦争をあおる国策紙芝居が出た。その愚かさを２度と繰り返さないと根底から紙芝居が変わり、紙芝居の楽しさ、ゆっ
たりした時間の流れ、生身の声の心地よさが見直されて紙芝居は世界に広まっている。
そこへ徳之島から今度は「トレぺたすけて！」ときた。それは徳之島や奄美の貴重動植物をトレぺに印刷し、世界自然遺産登録
のキャンペーンで上京したがコロナで人が集まらずトレぺを徳之島に持って帰るのは大変！と。
「キンカン。手拭い、今度はトレぺ？同じ紙なら絵本を売ってください」と編集者が叱る。だが自然遺産保護運動の取りくみが半
端でないことを知った。コロナ騒動で信じられぬことが次々起った。「今度売るなら平和だね。平和を願う平和萬金丹じゃ！」と
誰かが言う。なんじゃそれ！
　平和は売ることも、買うこともできない。平和はみんなで築き上げるそのもの。
「子どもとともに、笑い声を聞きながら絵本を読み、歌い、アートで感じ、集いあうこと。」その当たり前のことをしっかり確認す
ることこそ平和なのだ。
だのに
「いや平和は買うのです」と美しい海を埋め立てて、もにゃもにゃ艦隊を配置し、巨額のもにゃ、もにゃ戦闘機を買うことは「平
和のためなのです。」という愚かなこの国。コロナよりも怖い！
♪鼻くそ丸めて萬金丹～それを売るのはアンポンタン～それを買うのもアンポンタン～

「 8+ 9  2 0 2 0 」によせて　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       近藤 昌美 |  東京造形大学教授
　
　長崎県美術館県民ギャラリーでの「8+9｠2020」に出展したので長崎に行って来た。初の長崎訪問。
　この展覧会は元長崎大学教育学部教授の井川惺亮先生が教え子たちと長崎の地でアートを考えて来た形
で毎年長く続いて来た。
　僕は今回の原爆投下75年という年にやっと参加出来た。展示作品は旧作のドローイング2点だが、会場は
一線で活躍しているアーティストばかりではなく特別支援学校を卒業した後もずっと描き続けている方や子
供達のもの、長崎の原爆投下直後を描いて来た物故作家の方々なども展示されていていわゆる現代美術だ
けの展覧会ではない。こうした方向性こそ井川さんが模索して来たひとつの形で地誌学的に至近の韓国の
アーティストたちも多数作品を出していた。
　コロナの感染に気を付けながらの足掛け4日間だったが長崎に行くのが遅すぎたと反省。カトリックの歴
史、出島貿易、中国との繋がり、原爆と他の地域にはない複雑な文化を含有する地域なのは短い滞在でもあ
りありと感じられた。またこの地で何か展覧会が出来ないか模索していきたい。

今こそ、地域や日常に根差した活動の継続を―RING ARTによせて―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        菅 　章｜大分市美術館 館長　
　
　RING｠ARTの活動は10年以上になる。その間、＜子ども教育＞＜国際交流＞＜平和活動＞をキーワード
に、現代アートの展覧会、ワークショップなどの取り組みを続けてきた。長崎市の被爆75周年にあたる今年
（2020年）は、これまでの成果を引き継ぎながら大きなエポックとするべく、戦略的試みとなった。
　まず展示では、例年の長崎県美術館ギャラリーに加え、ナガサキピースミュージアム、長崎歴史文化博物
館、延命寺の庫裡広間と中庭といった、さまざまな場所、空間で展開し、出品者も例年の2倍の120名を超える
など、規模、手法、多様性に注目すべきものがあった。関連事業も充実し、ギャラリートーク、シンポジウム、パ
フォーマンス、ワークショップ、演奏会など冒頭で挙げた3つのキーワードを軸にした総合芸術祭の様相すら
感じさせる。
　しかし、今年がさらに特別なのは、新型コロナウイルスのパンデミックによって、世界中で国境封鎖、都市封
鎖、外出禁止（日本の場合は自粛）が起こり、あらゆる活動が停止したことだ。この記念事業も、開催の危機に
瀕し、会期や会場の変更を重ね、ぎりぎりの調整によって、何とか実施にこぎつけたと聞く。「コロナ騒動に揺
れておりますが、そもそもアートの力はこのような疫病退治の祈願にも関わっていると信じております。」とい
う企画書の冒頭の文面からも、疫病に負けないメンバー各位の気概や意気込みが伝わってくる。
　今回筆者が実見できたのはナガサキピースミュージアムでのメンバーによるRING｠ART展と長崎歴史文化
博物館のエントランスホール吹き抜けに吊るされた折り鶴ワークショップのインスタレーション作品だけで
あったが、そこには逆境に負けないメンバーの強い思いや参加者の平和への祈り、さらには表現する喜びが
伝わってきた。
　コロナ後の世界は、経済の大恐慌や社会の大混乱、米中の覇権争いといった戦争の火種などが遍在してい
る。この不安や恐怖は、民主主義よりも強い指導者の登場と管理を待ち望みデジタル独裁へと突き進む危険
性をはらみつつ、コロナ禍を継続させるのであろうか。そのような時代に「アートの役割とは何か」を問うこと
は、そのまま「未来に生きる子どもさんらにアートで平和の大切さや美しさを伝えること」、「長崎の被爆の風
化する状況をアートの力で食い止め、そして平和の発信をすること」というRING ARTのミッションとも通底す
る。
　平和や反戦運動が、世界のパワーバランスの中で一見無力な活動にしか感じられない今こそ、逆説的に地
域や日常に根差した活動を継続し、派手でなくても輝くものをつくりだす喜びを感じながら、平和の大切さや
美しさを伝えることが、ウイズコロナ時代の表現活動であり、RING｠ARTの存在(レゾン)証明(デートル)でもあ
る。皆様のさらなる活躍と粘り強い活動の継続を期待してやまない。

特 別 寄 稿

寄 稿

長野 ヒデ子 中村 安次郎

メッセージアート
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被爆75年とR ING  ARTの「現代美術」の意味するもの
　
　本書は「近代オリンピック」の精神、すなわち勝ち負けでなく参加することの大切さに基づいています。つまり
出品者や執筆者、出演者やボランティアらの皆さんの協力の真心の結晶となっています。そしてアートの役割を
果す被爆75年の節目において、RING ART(以降RAと言う) が新たな「現代美術」の進展とRAの能動的なアートの
プロセスの記録集ともなるように努めました。近年、温暖化による地球環境が急速に変動し、自然災害が多発
し、今春からコロナ禍騒動の一色となり、オリンピック開催も延期となり、展覧会も自粛ムードに染まりました。こ
のような状勢にありながらも、RAは今夏の炎天下に１ヵ月半にも亘り、６会場の展覧会を前進させました。それ
が即コロナ対策としてのアートの活動化の反映と成果にもなりました。

　本展終了直後、RAスタッフに「本展の感想は？｣と問うと、彼らの職場の生徒（長大附属特別支援学校、佐世保
市立宇久中学校、大村特別支援学校）らが事前に「折り鶴」を作成し、８月９日の爆心地の“誓いの火”灯火台（故
渡辺千恵子氏のご尽力により83年、長崎にもたらせました）に届けたこと、活水高校の生徒が灯火台の着彩や
ワークショップに参加したことなど、「折り鶴パフォーマンス」によって生徒と教職員が連携したアートによる平和
教育となったとのことでした。つまりコロナ禍にあっても新たな「平和な歓び」につながったと異口同音で語りま
した。「折り鶴パフォーマンス」の来客は少なめでしたが、灯火台に取り付けた「折り鶴群の光景」は、インスタグ
ラムでも近年話題となり、平和の広がりを実感したとの感想が出されました。

　本展の最終を飾る寺町の、1616年建立の延命寺（故渡辺千恵子氏の眠る地でもある）には、疫病退治の薬師
如来さまがおられます。中庭の生命の池のロープ（紐）のインスタレーションは人と人が、環境（宇宙、世界、紐）と
仏様が、更に紐（作品）と昆虫（赤とんぼが紐に沢山寄ってきた）がつながる、つまり紐で「結ぶ」空間風景となり、
「疫病退治」と「平和」、そして「自然環境の大切さ」を表現、表出しました。
　繰り返しますが、RAはアートの未来を切り開く手法を常に試みます。被爆75年にも新たな「現代美術」を仕立
て上げ、長崎の街に漂わせました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月10日 2020　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RING ART｠運営委員会

P.S.　こうしたRAの創意と演出は井川がマルセイユ美術学校で学んだクロード･ヴィアラ先生やフランソワ･ブ
レ先生らのアートの指針と教えが根底にあることは言うまでもありません。
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