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　　　　　　　　　アートの力、平和への祈り　RING ARTに寄せて
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　昨年、一昨年と大分市のまちなかで展開したアートプロジェクト「回遊劇場」への参加を井川惺亮氏に依頼し、
展示や壁画制作のため何度も大分市にご足労いただいた。また昨年の３月は、私が長崎にうかがい、ブリック
ホールの『春風ながさきよりXXI 2019・日葡韓中伯美術交流彩』展でギャラリートークをする機会をいただいた。
長崎と大分は意外と距離があり、移動も大変だが、こうした制作・作品発表、イベントなど通して両市の芸術文
化交流が果たせたことは喜ばしい限りである。
　近年「創造県おおいた」のビジョンを掲げている大分県では大分市、別府市、竹田市、豊後高田市、国東市な
どの街中や自然環境を活かしたアートプロジェクトが推進されている。これまで経済活動や都市の発展に寄与
してきた重厚長大な産業に陰りが見え始めた前世紀末以来、まちの再生、地域の活性化にアートの創造性を活
かす重要性が語られ始めた。美術館やギャラリーを飛び出したサイトスペシフィックなアートプロジェクトが都
市に新たな活力を与え、地域社会のクリエイティブな課題解決の方策として注目されている。
 このようなアートの取り組みは「地域アート」と呼ばれ、全国でトリエンナーレ形式での芸術祭が開催されてい
る。大分でも2009年の別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」を皮切りに、2014年の「国東半島芸術祭」、
2015年の「おおいたトイレンナーレ」、一昨年の国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭など県都大分市だけで
なく、各地域でも大きな盛り上がりを見せた。

　ところで、長崎市ではこうした「地域アート」の試みを35年前から続けている。その活動は井川惺亮氏が長崎
大学に赴任してすぐ始まった。85年の長与町ペーロン資料館の外壁画制作に始まり、JR長崎本線の大村湾沿
いの各駅停車の9つの駅の駅舎を美術館に仕立てて展覧会を実施したり、五島列島福江島三井楽町の地元住
民3000人と防波堤に1000メートルの巨大壁画を制作したり、市場をギャラリーに仕立てたりと、地域アート全
盛の現在でも思いも及ばぬ発想とスケールで展開されてきた。しかも、そこには学生や地域との協働・連携が
織り込まれている。井川氏の先駆的な地域でのアート活動は、単に行政や経済界の要請ではなく、地域で何が
できるか、社会の中で学生をいかにアートとかかわらせるか、といったミッションを認識し、主体的に取り組ん
だことによって達成された。　
 こうした活動に加え、井川氏は韓国、中国、ポルトガルといった国 と々の国際交流や被爆地長崎ならではの平
和展も継続的に開催してきた。「平和」という一見抽象的で、とらえどころのない単語が、長崎の人々にとってど
れほど重要で、能動的な命がけの行為なのかを井川氏は被爆を想う若き学生らに教えられたという。それ以来
「平和」はアートの大きなテーマとなった。大学退任後の2010年からは長崎大学井川研究室のOB有志でつくる
美術グループ「RING｠ART」を結成し、＜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いる。それらの活動はアートプロジェクトのプロフェッション
が、依頼を受けて実施する、地域の問題解決型のプロジェクトとは一線を画した、非効率な営為かもしれない。
そもそも、まちおこしにアートが利用されることを快しとしなかった井川氏だが、これら地道な活動が、「平和へ
の願い」と接続することによって長崎独自でありながら普遍的なメッセージとなって人々を突き動かしていくの
だろう。
　被爆75周年を迎えるこの夏、長崎でRING｠ARTによる「8＋9｠2020｠被爆75年を迎えて～ナガサキの地でアー
トを考えるⅡ～」が開催される。私は平和への祈りが込められた地域アートの力とは何かをしっかりと見つめて
みたいと思っている。
　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　（すが  あきら／大分市美術館長・国際美術評論家連盟会員）
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特別寄稿 ⑤「川南香焼造船所から見たきのこ雲」
　1945年8月9日。私は16歳で学徒動員先の川南香焼造船所で作業していた。午前
11時2分、青白い光とともに轟音が聞こえた。至近距離に爆弾が投下されたと思
い、外に出て長崎方面の空を見上げると、紙片やチリなどをまき上げながら巨大な
雲が立ち上がっていた。

⑧「爆心地で立ったままの屍体」
　８月10日朝。爆心地の松山町では防火用水の周りに白骨化した黒焦げの屍体が
たくさん寄りかかっていた。立ったまま息絶えていた兵隊さんは、上半身は頭まで
黒焦げになり、腰から下は皮膚がむけて真っ赤になっていた。真上から閃光と圧力
を受けたらしく、倒れる間もなく亡くなったと思われる。

④「戦時中の我が家の食卓」
　食料不足のためイワシや乾パン（保存食）と味噌汁が主な食事だった。食料はす
べて配給で、白米を食べることは数ヶ月に一度あるかないかだった。空襲で狙われ
ないように灯火管制が敷かれ、電球は一家に一つだけ。情報源はラジオだけだっ
た。

③「材木を積み重ねて屍体を焼く」
　被爆後の長崎市内各地では、空き地や学校の校庭などでたくさんの遺体を荼毘
に付した。私がいた銭座町でも、焼け残った廃材を利用し、その上に屍体を並べて
焼く光景が、戦争が終わってもしばらく続いていた。名前も分からない屍体も多く、
拾い手のない多くの骨は、無縁仏として納められた。

②「長崎市上空に飛来した米軍機」
　長崎市は原爆投下前に５回に及ぶ空襲を受けた。米軍のB29や艦載機が編隊
を組んで飛来し、市街地や造船所などを爆撃した。私が体験した第３次空襲（1945
年7月29日）は、A６爆撃機32機が爆弾51トンと破片爆弾6トンを三菱造船所や市
北部、南部に投下した。死者22人、重軽傷者41人、行方不明者3人。このときの地響
きはひどく、衝撃で家の窓ガラスが割れるほどだった。米軍機は機銃掃射もおこな
い、御船蔵町の我が家の天井にも大きな穴があいた。

⑦「松山町で見た家族と思われる屍体の山」
　８月10日の朝。井樋の口から先は道が分からないほど瓦礫が積み重なり、あちこ
ちに黒焦げの屍体がばらばらに転がっていた。現在の西洋館のあたりを通り過ぎ
る途中、左手の方に黒く白骨化した8～9人ほどの屍体の塊があった。大きな骨、小
さな骨がお互いに寄り添うような形でそのまま骨になっていた。逃げ場もなく、家
とともに燃えてしまったことを思うと胸が痛んだ。

⑥「御船蔵町の山から見た長崎市内の惨状」
　８月９日の夜。防空壕は満員で入れず、私たち家族は着の身着のままで自宅の
裏山にある畑で野宿した。一日中燃え続けた長崎市内は、残り火がちょろちょろと、
まるでネオンのように廃墟の町を赤く染めていた。中央の炎は西部ガスのガスタ
ンク。奥の炎はタンカーの重油タンクが燃えていたと思われる。住み慣れた町が全
滅したことの悲しさと、これがたった一発の爆弾によるものだという噂に半信半疑
の思いを抱きつつ、その光景をスケッチした。

①「記念碑の下に座り込んでいた屍体」
　８月10日。松山町にあった昭和天皇即位の「御大典記念碑」（当時は現在の平和
公園のエスカレーター付近にあった）に座ったまま死んでいた男性の体は、やけど
で皮膚がむけて肉がむき出しになっていた。このあたりでは原爆の風圧で目玉が
飛び出した屍体もあった。

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

本展のシンポジウムにご参加予定だった川口 和男氏が2019年6月15日にご逝去されました。RING ARTでは、「川口 和男 特別展」として氏の画業を讃え、本展の会場に
コーナーを設け作品を展示しました。　また、同時に開催したシンポジウムでは、川口氏の作品を囲みながら風化する被爆について語り合いました。

川口 和男氏が記録した作品コメント（写真一番下）

３長崎県美術館 県民ギャラリーC室

「川口 和男 特別展」 7/30-8/4 2019 長崎県美術館　県民ギャラリーC室

山下 良夫（長崎）一瀬 比郎（長崎） 「折り鶴ワークショップ」　長崎県美術館 県民ギャラリーC室（2019.8.4） 



　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)
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　今、一触即発の危うい状態が世界各地で生まれている。「イラン核合意」を巡るイラ
ンとアメリカもその一つ。イランに核兵器をもたせないための取り決めである「イラン
核合意」。トランプ大統領が「致命的な欠陥がある」と不信感を抱き、昨年5月に「合意」
から離脱してしまった。反発したイランは、ミサイルに搭載可能な核兵器の原料になる
ウラン235の濃縮度を「合意」の3.67%から5％程度に引きあげた。アメリカに逆不信を
つきつけたのだ。濃縮度が90%になれば原爆ができる。アメリカはイランが濃縮度を
高めて核兵器製造をめざしていると疑心暗鬼。両国で相互不信が増殖されている。
　家族や友人から国家同士にいたるまで信用がなければ「つながり」、すなわちコミュ
ニティは成立しない。貨幣がわかりやすい例だ。貨幣を使っている者全員が貨幣として
信用しているから貨幣使用のコミュニティが成り立つ。
　信用が生まれる前提が二つある。一つは「共有」だ。朝日新聞7月10日のエッセイ
「ローラからアンそしてヘレン」で伊藤亜紗はボストン郊外のパーキンス・スクールに
ついて書いている。ヘレン・ケラーが通った学校だ。この学校ではヘレンを教育したア
ン・サリヴァンが学び、アンは触覚以外の感覚を失ったローラ・ブリッジマンと親しかっ
た。ヘレンが育ったのはこうした知恵や情報が持続的に「共有」された、つまり「わかり
あった」コミュニティがあったからだ。もう一つは「共感」。ビル・ビオラの映像作品「追
憶の五重奏」はスローな身振りで五人が動く。五人がなにに反応しているのか確証は
ないが、嘆き悲しんでいることは伝わる。感情を「共有」、つまり「共感しあう」ことでつな
がっている。
　「わかりあう」、「共感しあう」。アートが得意とする分野だ。わかりあい、共感しあうと
き、「信用」にもとづいたコミュニティが生まれる。家族でも国家間でも同じ。わたしは
そう信じている。

わかりあう、共感しあう
Message Art

早見   堯   Hayami Takashi  
美術評論家

Workshop
　　折り鶴ワークショップ　　長崎県美術館 県民ギャラリーC室（2019.8.4） 
　長崎県美術館会場では、子どもから大人まで皆で平和の思いを込めて、画用紙で折った折り鶴を着彩し、
会場に設置しました。この折り鶴は、８月９日原爆の日に長崎を最後の被爆地とする”誓いの火”灯火台に飾
られました。

4 5

　　折り鶴パフォーマンス
Performance

長崎を最後の被爆地とする
”誓いの火”灯火台（2019.8.9） 



　人間は、愚かである。今日、世界を一国が支配し、その一国は世界の軍事力の50％を握り、戦争を繰り返さなけれ
ば経済が回らない。第二次大戦の反省など微塵もなく、その後も世界のどこかで戦闘は続いている。歴史を紐解け
ば、人間は戦争を繰り返している。
　「平和」という語彙を、簡素な辞書で引けば「戦争がない穏やかな状態」と出てくる。しかし、戦争と平和が常に対
語でいいのだろうか。何処と何処の国が戦争をしているとして、戦争をしていない国が平和であると定義していいの
だろうか。
　今日では、最早「国との戦争」という定義が崩れている。思想集団は、国ではない。テロとは、ゲリラとは何かを明確
に規定することは未だ誰も出来ていない。何処までが戦争協力で、何が正義か分からない時代になってしまった。
　戦時中でも平和を、平和の中にも戦争を見出さなければならない。つまりどのような状態の中にでも平和を見つ
け、保たなければならない。平和がなければ人類が滅ぶわけではない。強者の主張では、強者だけが生き残ればい
いことになる。
　強者にとって見れば、戦争をしていることが平和であることになる。確かにこれまで人類は強者のみが勝ち残って
きた。第二次世界大戦中、宗教、芸術、哲学は平和を守るどころか戦争に加担した。これはどう考えるべきであろう。
　厳しい修行を経る、誰も見たことがない作品を創る、常人では届かないところに思いを深める。戦時中でなくと
も、このような宗教、芸術、哲学が優れているとされるし、実際に生半可な修行、制作、思索では硬固な思想は実現し
ない。
　宗教、芸術、哲学は人間の根底にある、最も強力な慈しみであると共に、暴力であることを忘れてはならない。暴
力という破壊は、時には創造に結び付くことがある。日本がもし敗戦しなかったら、現在の姿はないだろう。戦勝国の
アメリカは逆に苦しんでいる。
　強者と戦争も、振り分けなければなるまい。強者が必ずしも戦争をするとは限らない。戦争が悪で、平和が善であ
るという発想も、上記のように危険となる。平和でいるだけでは人間は退廃する。かといって、それを防ぐ為に戦争を
するのではいけない。
　愚かであることと、賢明であることの線引きはどこにあるのだろうか。賢ければいいのか。戦争が起こる。目の前で
家族が殺されそうになる。家族の代わりに自己を捧げる。家族を見捨てて逃げる。どのような行為が「賢明」となるの
だろうか。
　今一度、戦争と平和を、破壊と創造という語彙に入れ替えてみよう。すると、創造なくしての破壊という破壊のみの
状態は絶滅を意味する。破壊なくしての創造という創造のみの場合は、僅かな継続があるのではないか。
　僅かな継続があれば、いいのか。言葉の挿げ替えは、良くない。やはり、戦争と平和についてもっと深く考えなけれ
ばならない。単に反対するのではなく、戦争支持者の声にも耳を傾けなければならない。
　無論、流暢なことを言っている暇はない。その上で、真の平和を考え続けていきたい。絶望してはならない。希望を
見いだすのだ。今できることは、これだけだ。                        
                                                                                                         

今、出来ること
Message Art

宮田 徹也   Miyata Tetsuya 
嵯峨美術大学客員教授

講演会&作品鑑賞会　
 「アートと平和（現代アートの視点から）」　講師：宮田 徹也
2019.8.3 長崎県美術館 県民ギャラリーC室

7

Message Art

　　　　　　  高橋 眞司  Takahashi  shinj i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 哲学者

　わたしが「戦争と平和―九段階接合理論」と、そこから導き出された「戦前責任」、「平和責任」という概念を抱くに
至った背景には、さまざまな出会いがあった。
　まず、1）世紀とミレニアム（千年紀）の転換点という「時代との遭遇」があり、2）宇井純という、時代に先駆けて反公
害に立ち上がった稀有の「人との出会い」があった。そして、3）南京、アウシュヴィッツ、オキナワ、ヒロシマ、ナガサキ
など、戦争とホロコーストの現場にわが身を晒して、現代史における「ホロコーストとの出会い」があった。それは「出
会い」(encounter)というより、平和学の言葉で「エクスポージャ」（exposure, 現地踏査、現場の風に吹かれて）と呼ぶ
べきであろう。しかも、そこから、4）「戦争とホロコーストのない世界」という大きな「テーマとの出会い」があった。
　そのテーマを図式化するにあたっては、 5) 1982年の長崎大水害をきっかけとする 、J. D. バナール『戦争のない世
界(World Without War, 1958)』という先駆的な「モデルとの出会い」があり、その上に、6）宇井純氏から大きな期待と
信頼と励ましがあった。これらさまざまな出会いと信頼と励ましのうち、そのどれ一つが欠けても、わたしは「戦争と
平和―九段階接合理論」、ならびに「戦前責任」、「平和責任」という新しい概念を抱くには至らなかったであろう。
　このように述べてくると、人格と同じく、思想もまた出会いによって芳醇の度合いを高めるものと思われる。

　私は長崎の美術団体、RING｠ARTに招かれて、長崎県美術
館・県民ギャラリーで2019年8月4日、講演会を行った。
　与えられたテーマは「アートと平和（現代アートの視点か
ら）」であった。これに先立ち、メッセージアートをパネル展示
するというので原稿を考えていた。私はここで、平和とは戦争
の間であるという定義を変えていかなければならないと発
想した。しかし私はどこかで迷いや躊躇があり、中途半端な
文章になってしまった。多忙で、４日のレジュメも前々日に書
き上げてメールで送った。
　３日、長崎に到着し、リングアートの井川さん、野坂さんと
話し、夜は一人で街に繰り出し、カウンターのみの飲み屋で
地元の人々とお話し、寝て、朝起きて自分が世間にビビッて
いたことをやっと理解し、講演会の一時間前に次のフレーズ
が浮かんだ。
　「金を稼ぐだけに追い立てられる人生で、終活はやがて生
まれたての新生児が行うようになる「死の時代」。新しい作品
を創ろう、それを見に行こう、美味しい料理を作ろう、みんな
で食べよう。試行錯誤と思索を繰り返し精一杯過ごす「生の
時代」に転換しよう」。一つの答えが出た。（宮田徹也）

「戦争と平和ー九段階接合論」をめぐってー出会いによる思想の思想の芳醇化ー

写真下（左から）宮田徹也氏、
高橋眞司氏

６

（講演に関するコメントをご本人から寄せていただきました。）



丸山 常生  Maruyama Tokio
美術家／パフォーマンスアーティスト

　造形的制作（もの作り・ installation）と身体的
行為（こと作り・action）を併用・統合させた、「イ
ンスタラクション」（install-action）と称するアー
トワークを続ける。身体、居住域、都市などを包
摂する広義の「環境」を、自然やヒトの営為の相
互作用が生み出す、膨大な情報やエネルギー
が流れる通過場としてとらえ、そこに折りたたま
れている様々な「痕跡・現象」の断片をあぶり出
し（またはすくい取り）、それらを脱構築的に再
編成するサイトスペシフィックな作品やパ
フォーマンスをつくる。(作家ウェブサイトから引用）
http://maruyamatokio.com/

 丸山常生パフォーマンス
  2019.7.30 長崎県美術館 県民ギャラリーC室

 Performance
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　私が小学生だった昭和30年代後半は、戦争からの復興も進み、戦争を知らない私は、戦争を意識する
こともなく過ごしていたのだが、戦争を体験した世代にとって、戦争はまだ生 し々い記憶であったに違い
ないと、今にして思う。
　小学5、6年生の時の担任の先生は、ご主人を戦争で亡くされていた。「戦争は二度とあってはならない」
という訴えは、真実の叫びであった。
　体験の積み重ねは抽象化され、理論となる。理論は主義・主張を産み、イデオロギー（理念の体系）とな
る。様々なイデオロギーはそれぞれの正義を主張する。原水爆禁止の運動が分裂をしたのは、その証左で
あろう。
　イデオロギーは往々にして、信仰の対象である。信仰が純粋であればある程、信仰が深ければ深い程、
その正義を実現するためには、異教徒を殲滅（せんめつ）するために戦うことになる。生き残るべきは自ら
が信じる唯一の神であるのだから。かつて、そのような実例の典型を、わたしたちは連合赤軍の一連の事
件（1971～1972年）の中に見た。
　正義の希求が戦いを産む。その意味において「平和」の対極にあるのは「正義」である。究極の正義であ
る「平等」の実現をめざす共産主義の国家はまだ実現されてはいない。現在、共産主義の名のもとにある
国家は、正義の戦いに勝ち抜いた独裁者が統治する国家である。独裁者は自らの正義に従うことを強制
する。
　「正義を主調する言葉」は、「戦争を語る言葉」ともなる。平和運動は大丈夫か？「戦争を語る言葉で平和
を語る」ことへの違和感を山本七平氏は述べていた。
　人は忘れやすい。「戦争が起これば、どのようなことになるのか」ということを常に反芻する必要がある。
長崎においては、被爆者の証言を伝えていくことが、その中心となる。そのことが、すぐに想起される記憶
として、すべての人に定着すれば、私たちは、争いを抑止する強い力を持つことになる。

「リング・ 2019」 （即興演奏）
作曲・演奏・映像：小畑 郁男
2019.7.30  長崎県美術館　県民ギャラリーC室

2019年の夏に
Message Art

小畑 郁男   Kobata Ikuo 
作曲家

 Performance
大木 道雄パフォーマンス
   2019.8.4  長崎県美術館 運河劇場 大木 道雄　Oki Michio

（彫刻家・パフォーマンスアーティスト）

大木氏は被爆体験の語り部、羽田麗子氏
（左写真・中央）を主人公にしたドキュメン
タリー映画を現在制作中。
本展では、「精神のリレー」と題し、羽田氏も
加わったパフォーマンスユニット「稲妻」に
よるパフォーマンスを披露した。

パフォーマンスユニット「稲妻」
演者：大木 道雄
群読：羽田 麗子、大木 幸子
撮影：田川 禎彦
音楽：伴 太陽

８

　古代オリンピックの故事によれば、４年に一度のオリンピックが開かれ聖火が灯されている期間は、全
ての戦いが中止されたといいます。このことから、聖火は「平和の象徴」とされてきました。
　1983年8月、ギリシャ政府の特別の許可により、人類最後の被爆地長崎へ送るための聖火が、オリンピ
アの丘で採火されました。オリンピック以外の目的で、聖火がギリシャ国外へ持ち出されるのはきわめて
例外的なことです。
　聖火は、ギリシャ文化科学省の特使たる名高い女優、アスパシア・パパナナシュによって長崎へ運ば
れ、平和公園に集まった2000人の人々の見つめる中、本島等長崎市長へと手渡されました。
　平和の象徴であるこの火は大切に保存され、まもなくこの火を灯し続けようという市民の手により「灯
火台建設運動」が開始されました。
　日本の各地から、そして海外から、さまざまの団体から、個人から、平和への願いをこめた寄付金が建
設委員会に寄せられ、1987年、灯火台は完成しました。
　この火は、「世界中から全ての核兵器が廃絶されるまで」灯し続けられます。
　平和の象徴としてこの火が灯されている限り、日本と世界のどこにも決して核戦争を起こさせない──
すなわち長崎が世界で最後の被爆地であり続けようとする誓いが、この火にはこめられているのです。
　世界122か国の賛成で採択された「核兵器禁止条約」が、批准国50を超えるのは時間の問題、間もなく
発効するのは間違いありません。核兵器を持つ一部の国々による世界支配ではなく、核兵器を無力化さ
せようと発議した無数の国々の連帯の力による世界秩序の構築が現実のものとなろうとしています。
　長崎を最後の被爆地とする願いが実現するその日を、一日も早く迎えられるよう願うばかりです。
　　　                              　　　　　　　　　

Message Art
　「長崎を最後の被爆地とする誓いの火」の願い  ～「８+９ 2019」に寄せて～

里　正善  Sato Masayoshi
長崎を最後の被爆地とする“誓いの火”灯火台建設委員会



Gallery
長崎県美術館
        県民ギャラリーC室

田中  睦治（沖縄）

古本 元治（福岡）

木嶋 正吾（東京）

坪田 政雄（茨城）

和地 一則（兵庫）

吉川 信雄（神奈川）

大塩 博美（神奈川）

吉田 晴夫（京都）

山本 伸樹（福島）

関　淳一（東京）

姜　バレム（昌原・韓国） フランシスコ・ラランジョ
（ポルト・ポルトガル）

中村 安次郎（埼玉）
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柴　清文（奈良）

    　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      竹下 芙美 Takeshita fumi

長崎の被爆遺構を保存する会      　　
                                      
　私がうまれた１９４１年１０月７日、長崎は“くんち”のお下りの日。
　街中はくんちに沸き、にぎやかで、シャギリのお囃子の音の中で生まれた私は、祭り好きなお転婆な女の子で
した。しかし、その年の１２月８日、日本は戦争へと突入。敗戦までは食べるものも楽しいことも無い日々でした。
幸い私たちは時津村（当時）の農家の納屋を借り、疎開していたので、可愛い（？！）盛りの私は、大家さんにとても
可愛がっていただき、食事をさせてもらっていたので、納屋に戻ると皆の食事を見て、「何にもなかねえ」などと
言っていたそうです。
　８月９日、ものすごい光が窓から飛び込み、翌日私たちを心配して来た父から、浦上一帯は火の海で、多くの死
者を出したということを知ります。５日後、爆心地より約２キロの西坂町に戻り、自宅庭の野菜を食べ、井戸水を
飲み、暮らした。下痢が１ヶ月位続いたが、１７～１８歳頃から、ガン、手術、病気入院が続いている。
　戦争がもたらした原爆は本当に恐ろしい。即死の人々、幸い生き残った人々も長年ガンに苦しんでいる。各国
で核実験が行われると、抗議の座り込みをし、また毎月９日には反核９の日の座り込みをする。核兵器廃絶を願
う市民たちのこの抗議行動に反し、国、県、市は海外に向けては非核を訴えるが、いざ足元の被爆者援護には冷
たい。国はというと、安全保障条約を米国との二国間で結んでおり、「核兵器を含むあらゆる手段で日本を防衛す
る」という、いわゆる核の傘の下で、全く前向きの反核とは言えない。
　核の安全利用という「もしもは考えられない」という原発も、福島では大事故を起こし、いまだにその後処理に
追われている。
　本当にこれで、このままで良いのか。世界では現在も内戦等で老人、子どもが血の涙を流している。私たちに何
ができるのか。色々考えるとキリなく、不安で胸がイタい。只、唯一の希望は「高校生平和大使」。２１年という永
年に渡って毎年国連を訪問し、核廃絶と平和な世界の実現を求めた署名を届けている。戦争を知る大人たちが
少なくなる中、高校生たちの活躍はほんとうに頼もしいかぎり。
　被爆７４年を迎えて、後ろを向けば、多くの被爆者の他界が続く。今年も９日、爆心地で亡くなった女の子の遺
骨を掘り出した場所で、冷たい水をあげ、心から追悼する。　 
                              

　私はこれまで博物館、図書館、大学で仕事をさせて戴いた。この三つ機関の根底にあるのは物事の本質を
追究する真理の追究である。真理の追究は多様な価値を認めることを前提とする。芸術は多様な価値が認め
られる世界から生まれる。多様な価値を認めない不寛容な社会には真の平和も存在しない。人間の能力は無
限の可能性を秘めているが、不寛容な社会では特定の価値観による評価のみが許される。
　フランスの哲学者ミシェル・フーコーは一望監視体制という視点で一つの型にはめられた社会を比喩し
た。一つの鋳型が作られれば、それぞれの個は否定されて、工場の大量生産のように人間が作られる。その対
極にあるのが芸術である。換言すれば一人ひとりの持つ価値を引き出す装置が芸術である。
　もし、この世に芸術というものが無かったら、殺伐とした風景や無慈悲な光景が広がるであろう。芸術は社
会に潤いを与えて生きる力となって社会に貢献している。「芸壽を育むのが博物館、図書館、大学である。」と
言っても過言ではない。ところが本来の博物館、図書館、大学の姿が忘れられている側面があり、それは芸術
にとって不幸な事態である。そもそも博物館の博物は総てを意味する。また、図書館の役割は人間に依って生
産された記憶や事実の図と書を保管し、提供することである。大学は英語ではユニバーシティであり、総ての
ジャンルを扱う場である。三つの機関のいずれにおいても多様性が命である。多様性が欠落すれば本来の使
命から遠ざかり、そうした世界では芸術の創造も困難である。あるのは工場のように大量生産された人々によ
る潤いのない社会の広がりである。
　一方で様々な真理の追究の場は普遍的な価値によって多様なものを生み出す。普遍的な価値は国境、人
種、性別、宗教等々の壁を越えて真の平和をもたらす。博物館、図書館、大学は本来ならば平和を築く社会の基
盤装置である。博物館、図書館、大学が本来の役割から遠ざかった時は平和が危ういということになる。         
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７４年目の夏
Message Art

Message Art

   真理追究の道とその装置   渡部 幹雄  Watanabe Mikio
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和歌山大学名誉教授



渡辺  節夫（岡山）

Gallery
長崎県美術館
        県民ギャラリーC室

さとう しのぶ（千葉）

三木 祥子（東京）

尾形 勝義（東京）

永田 典子（東京）

伊藤 昭博（大分）

平井 真人（沖縄）

大木 道雄（埼玉）

戸山   灰（神奈川）

国松　実（長崎）

浜谷 信彦（長崎） 宮部 真知子（長崎） 木本 和幸（長崎）

ウエダ 清人（長崎）

金子 　衛（長崎）

松尾 愛徳（長崎） 岩田 桂子（長崎）

倉橋 えり奈（長崎）

降田 達季（長崎）

山口 吟子（長崎）

徳永 玲子（長崎）

増田 和剛（高知）吉田形 勧（長崎）

浅浦 恒敏（長崎）

貞包 智美（長崎）

藤上　慶（山口）園田 洋子（長崎）
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上田 貞子（長崎）

榎 和子（長崎）



Gallery
長崎県美術館
        県民ギャラリーC室

三和幼稚園（長崎）

岸川 優子（長崎）

松尾 桂子（長崎）

深江 嵯成枝（長崎）

原口 幸三（長崎）

松尾 雄志（長崎）

朴　然婌（大邱）

林　銀洙（清州）

申　京愛（大邱）

川田　剛（大邱）

李　賢珍（昌原）

洪　東植（釡山）

李　星陸（昌原）

朴　誾津（ソウル）

南　孝眞（昌原）

姜　昌浩（昌原）

浦川 亜津子（清州）

井ノ上 理恵（昌原）

宋　南奎（昌原）

田　秀敏（昌原）

許　智虎（昌原）

呂　閠暻（昌原） 辛  美花（昌原） 姜　善英（昌原） 盧　淳天（昌原）
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山口　亮（長崎）

李　正喜（昌原）
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前田 真希（長崎）

川田 泰子（鹿児島）

松尾 美希（東京）

山村 みき（福岡）

山村 知宏（福岡）

森永 昌樹（佐賀）
井川 惺亮（長崎）

佐藤 千代子（長崎）
廣岩 裕香（長崎）

守屋   聡（長崎） 中田 寛昭（福岡）野坂 知布（長崎）波多野 慎二（長崎）小栗栖 まり子（長崎）
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山口 直起（長崎）

烏　鳴鳴（内蒙古）

烏　鳴蕾（内蒙古）

　人類の歴史は幾多の戦争の歴史でもあった。現在、世界は大きな緊張関係にあり、世界中のどこかで人
と人が殺し合う武力による争いは日々起きている。宗教、民族の紛争、領土問題、政治的対立など数多くの
摩擦、課題が日常的に解決されないまま紛争やテロは収まることがない。
　冷戦構造の終焉によって我々は新たなポストモダンな混沌が世界を覆ったことを知る。それはマルキシ
ズムの無効性が喧伝されたのと軌を一にする。そこに割って入ったのはアメリカのグローバル資本主義で
ある。共産主義が衰退し、世界は自由で民主的なグローバルという新たな秩序を獲得するかに見えた。しか
し2000年代のボーダレスなグローバリズムは南北問題や民族問題、さらにはそれに反応する原理主義な
ど新たな火種を生み、2001年の同時多発テロ、イラク戦争へと泥沼化した。その後世界の警察として君臨し
てきたアメリカが自国第一主義を唱え、イギリスがEUから離脱するなど、グローバリズムの軋みが顕在化
し、もはや我々はどこに向かおうとしているもわからない状況である。
　政治、経済をはじめとするさまざまな国際的な社会問題において世界は混迷を極め、もはやどのような
思想、哲学、理念によっても解決の糸口を見出すのが困難な時代になったといえる。
　しかし、このような時こそアートの力が必要だと考える。なぜならアート作品は論理やメッセージを含意し
つつも、そこに両義性、多義性、多様性、曖昧性などを常に有しているからだ。そして美術の最大の美点は答
えが一つでないゆえに、不正解を排除したり、拒絶したりしないことである。この寛容性こそが美術の可能
性を広げ、国際的な場面で力を発揮できる特性となっている。
　RING ARTは、平和と地域、国際をキーワードに被爆都市長崎で35年続けられてきた現代美術を主体とし
た活動である。地域の歴史や人々の思いをアートというメディアだからこそ有効な表現として、平和への祈
りを込め世界に発信し続けていくことを大いに期待している。

アートの力、平和への祈り　RING ARTに寄せて
Message Art

菅　　章   Suga Akira 
大分市美術館長・国際美術評論家連盟会員

　形のないものをかたどり、色彩を与えること。見過ごされているものに意識を向け、意識下にあるものを浮か
び上がらせること。そうしたことを可能にし、人々に伝える力がアートにはある。
　毎年、RING ARTが主催する「８＋９展」では、国内外のアーティストによる作品展示やパフォーマンスに加え、
哲学者、美術評論家らによるシンポジウムや作品鑑賞会など様々な企画が実施されてきた。本展は、多種多様
な現代アートの表現を複合的に捉える機会になるとともに、アーティストの作品と、鑑賞者を含めたその場に集
う人々によって形づくられた場そのものが、国籍、人種、言語、年齢といった境界を越えてつながる平和のメッ
セージとなることを示している。
　そして、不特定多数の人が参加することで成立する「折り鶴パフォーマンス」は、その場に居合わせた人々の手
によって、一枚の紙が色とりどりの折り鶴へと生まれ変わり、完成したいくつもの折り鶴とともに展示されること
で平和を祈念する。毎年、８月９日に「長崎を最後の被爆地とする”誓いの火”灯火台」に舞う折り鶴の群れは、現
代アートによる平和活動の形を提示するとともに、様々な人に宿る平和への思いや願いを可視化しつづける。
年が巡る度に新たな出会いによって継承される活動は、回を重ねていくことで静かで強いメッセージを内包し
ていく。アートによって平和を考え、願い、思いを形にして伝えるRING ARTの活動は、継続することで浮かび上が
る平和のかたちを象ってみせる。

藤松  綾子 Fujimatsu Ayako 
親和アートギャラリー学芸員

RING ARTが象る平和のかたち
Message Art
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（上）DM表面（下）DM裏面長崎新聞　2019年8月2日（金）

広  報
　Public  Relat ions

後記　平和への思い〈継承と発信〉Ⅰ

　まずはじめに、本展のパンフレット作成が年を越してしまいましたことをお詫び申し上げます。
　RING ARTは、子どもたちの願う未来の平和を目指していますが、昨年の夏に開催した「８＋９ 2019～ナガサキの地でアートを
考えるI ～」では、新たな企画として、地元で平和を願いながら制作されている川口和男氏らとシンポジウム “アートと平和”につい
て共に語り合う計画でした。ところが川口氏が開催を待たずにご逝去されたため、「川口和男特別展」を同時開催し、平和への鎮
魂としました。更に、同シンポジウムにご参加された一瀬比郎氏が昨晩秋にご逝去されました。被爆を継承される画家らの相次ぐ
訃報に接し、被爆風化の一途を辿る現状を痛感します。 
　本誌では、昨夏「8+9｠2019」展の100名を越える国内外のご参加アーティストたち、そして“メッセージアート”をご寄稿いただい
た方々の、熱い平和への願いをまとめました。こうした皆様のお力によって、私たちは、アートの力で平和への思いや願いを継承
し、発信することができます。それが私たちRING ARTが活動するための活力となっております。
　今夏、被爆75年では、昨夏の継続として「パートII」を計画し、被爆とアートによる美の根源的な役割を問いかけます。 そして最大
のイベントとなる「折り鶴パフォーマンス」を、長崎原爆の日、８月９日に実施します。被爆者・故渡辺千恵子氏のご尽力により、ギ
リシャ・オリンピアで採火された聖火が長崎へ運ばれました。その火が灯される「”誓いの火”灯火台モニュメント」の下で、多くの
方々に平和を願いながら折り鶴を折っていただきます。
　私たちは、未来に生きる子どもたちに、アートによって平和の大切さやその美しさを伝えることを最大の使命としています。同時
に、被爆が風化する状況をアートの力で食止めるためにも、皆様と共に作品発表をご一緒にし、その成果を発信していかなけれ
ばなりません。
　最後に、今夏の「8+9｠2020」展は被爆75年の節目となる企画ですが、今夏がオリンピックイヤーということもあったため、計画
が思うように運ばず、改めて会場探しに奮闘するなど、準備に労を要してしまいました。そのため本誌発行が大幅に遅れ、ご迷惑
をおかけしましたことを、重ねてお詫びいたします。
　世は新型コロナ騒動で、奇怪なウィルスと闘いながら苦労しますが、それらを吹き飛ばして下さるように、本誌の作成に当たっ
て菅章氏にお世話になりました。昨夏展にご参加ご支援いただいた皆様、関係機関の皆様のご協力によって、本誌を完成させる
ことができました。重ねて厚く感謝申し上げます。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年３月14日　RING ART運営委員会一同

（写真右）故・一瀬比郎氏と自作「傷壁シリーズ」

　　　親子記者事業（日本非核宣言自治体協議会主催）で、沖縄県石垣市
　　　から「折り鶴パフォーマンス」の取材に訪れた花城琉聖君（写真中央）

長崎県美術館 県民ギャラリー展示作業の様子

Collaboration
　　世界の平和を願うブラジルの子どもたちとの交流

Symposium
　　シンポジウム「ナガサキの地でアートを考えるⅠ」　長崎県美術館 県民ギャラリーC室（2019.8.4） 

　私たちRING｠ARTは、長崎の地で「被爆の風化」にアートがどう関わるかの試みとして、シンポジウムとして標題”そ
の１”を開催しました。
　平和哲学者の高橋眞司先生をコーディネーターとして、パネリストには地元画家の一瀬比郎氏と山下良夫氏にご
参加いただきました。
　まず一瀬氏からは、被爆浦上天主堂を描きながら、被爆の肌のリアリティを語っていただきました。続いて山下氏
からは、原爆落下中心碑（三角柱）をモチーフとして描かれたことを語っていただきました。続いて川口和男氏と繋
がっていく予定でしたが、氏はシンポジウムをとても楽しみにされながら、その機会を待たず直前にお亡くなりにな
りました。そこで急遽、シンポジウム演壇前の正面壁に「川口和男特別展」のコーナーを設置しました。（p3に川口氏
の被爆体験の作品コメントを記載）
　元々のシンポジウムの狙いは、被爆体験された川口氏を中心に、特に「被爆のイメージ」を語っていただきなが
ら、アートの使命やアートすることの勇気などをお聞きし、展開していく予定でした。しかしながら、今回はそれがま
まならず、追悼展という形での鎮魂を深めました。次回は被爆75年の節目として、被爆の継承をどうアートで取り組
んでいくか、”その２”を考えてみたいと思います。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RING ART運営委員一同

写真（左から）　
山下 良夫（画家）
一瀬 比郎（画家）　
高橋 眞司（哲学者）
井川 惺亮（RING ART運営責任者）

　RING ARTによるアート活動の要は、子どもらがアートを通して、平和への願いをつないでいくことにあります。その
試みとして、ブラジルの子どもたちとの作品交流があります。
　ブラジルに在住する美術教師・イヴォネッチ･カヴァルカンチさんから、ご自身の作品と共に、サンパウロの子ども
たちの作品をRING｠ART展に送っていただいています。
 彼女は、2000年に教員交換留学生として長崎大学井川研究室で美術教育を学びました。帰国後、子どもアートの講
師として、またRING｠ARTメンバーの一員としても活躍しています。
　本展においても、ブラジルの子どもたちの作品は鑑賞者からとても好評でした。今回は、サンパウロ市の公立学
校”EMEF｠Professora｠Maria｠Aparecida Magnanelli Fernandes”の子どもたちの作品です。


