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「被爆柿の木」
（樹齢170〜180年）
が落葉し、
冬から春に向かい、
やがて枝の
梢に新芽1枚、
2枚と吹き始めた光景の
「木版画」
に不屈の精神と、
また次世
代への希望を見出しました。
その
「木版画」
の隣に海外の幼児らの絵を並べま
すと、
より平和な想いが重なり、
未来に繋がって行くようです。
（RING ART）

長崎県美術館
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特別寄稿

総ての前提を見直す必要が生じている

RING ART ８+９シンポジウムに参加して
リード、
ボイスの芸術教育論へのアプローチから
菅

宮田 徹也 ｜ 嵯峨美術大学客員教授

章 |

大分市美術館館長/国際美術評論家連盟会員

これまでも、長崎のRING ARTの活動を折に触れ見る機会があった。毎年のように繰り返される彼らの活動

は、
コロナ禍においてもほとんど中断されることなく続けられた。それは平和のための行動や美術の制作活動
が不要不急ではないことを実践の中で証明することでもある。

今回のシンポジウムテーマは「平和と美術教育」。
この普遍的で重いテーマに対し、思い浮かんだ二人の人

物がいた。ハーバート・リードとヨーゼフ・ボイスであった。

リードは美術教育にとって大きな指標となる人で、
『平和のための教育』
という著作など、
まさに今回のテー

マの中枢を占めている。詩人にして美術評論家、思想家であるリードは同時にアナキストでもあった。詩や芸
術が「形式、パターン、秩序」に縛られることなく、創造のための破壊をすることで、生命力をもった芸術が可能

になると考えた。その過激な思想が「平和」に結びつくにはかなりの思想的抵抗を経なければ辿り着かない
が、自身の戦争体験を経て、
「天使にも悪魔にもなりうる人間性」を「創造的労働、協働的な作業」によって
「本

質的に人間的なもの」へと変化させ、
「平和で民主的な社会」を目指すのである。そのために「芸術を教育の基
礎とする」
ことや「芸術の作用を教育全体に組み入れること」の必要性を説いている。

一方ボイスは20世紀後半を代表する旧西ドイツの現代アーティストで、その影響力はマルセル・デュシャン

に匹敵するといわれる。ボイスは誰もが社会という芸術品をつくる芸術家であるという前提から
「すべての人
間は芸術家である」
と主張する。緑の党での政治活動の実践や社会彫刻の活動を通して、ボイスは社会の変革

を目指した。既存の政治経済システムの限界からオルタナティブという第3の道を示したのだ。個人を変えるこ

とで、個人のリアリティが変化し、その集合体である社会が変わることが重要だと指摘する。そのためには「永
遠の討論と寛容の精神」によって、個人を挑発し、変えていくことこそが芸術の役割だという。

RING ARTの活動は、決してイデオロギーの枠組みで、展開されるわけではない。
しかし、平和―美術教育と

いう理念や国際交流―プロジェクト展開―市民参加といった手段はリードやボイスの思想や活動理念と重な

る部分がある。

そして今回、会場で出会った作品の自由で多様な表現は、ゆるやかな共同体の中に芯のとおった精神が感

じられた。それは芸術の持つ大きな力を信じる人々が、平和への祈りと愛を感じながら進もうとする姿なので
はないだろうか。

「平和と美術教育」について、今、思うことを記す。私は「美術」
と
「教育」を分けて考えた。自著『芸術を愛し、

求める人々へ』
（論創社）は、パンデミック前に書いたが、本書で主題となっているのは「前提の見直し」
と
「考え

る意欲」である。現在、私は高校で対面、予備校でZOOM、大学でメールによる授業を行っている。
どれであっ
ても重要なのは、意思の疎通を前提とした会話である。その努力を、絶対に怠ってはならないと肝に銘じてい

る。

新井紀子『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』
（東洋経済新報社｜2018年）によると、AIに莫大な学習をさ

せると、ある程度できるようになるが、決して考える力は生まれないという。人間の「高校生の半数以上が、教

科書の記述の意味が全く理解できていません」
（228頁）。高校生はドリルと暗記は得意でも、考える力が不足

しているため「AIに似ています。AIに似ているということは、AIに代替されやすい能力だということです」
（230
頁）。

それを食い止めるためには読解力が必要だとするが、その答えを新井は出さない。読解力に不可欠なのは

読書量ではなく、意思の疎通を前提にした会話だ。私はコンビニで、お会計後に必ず「ありがとうございまし
た」
と言う。するとマニュアル通り動き何も言わなかった若い店員が、次に行ったら別の客に「ありがとうござ

いました」
と挨拶をしていた。
または、
自分で言ったことを他者に反芻されて気づくことがある。会話は、
メール

でも出来るのだ。

教育にAIが入り込んでいるのと同様、私達の生活の中にAI、STEM、ITといった理系の新しい価値観が入り込

み、瞬く間に「当たり前」
となり、旧来の価値観は消滅するであろう。
「美術」
もまたその一つで、既に多くの国立
大学から
「美術教育」は消え失せ、
「地域創造」などに押し込められている。画廊や美術館ではまだ旧来の美術

は見られるが、国際展やネット上のニュースで認識されている
「美術」は旧来のそれとは全く異なる様相を呈

している。

「平和」も、同様である。それぞれの見識の違いから戦争は起こってきたが、もし世界が一つになると、戦争

は行われなくなる。近代国家の歴史など、300年程度だ。
これから国家が崩壊し、GAFAやBATHといった民間
の一企業が我々の生活を保障するようになるのかも知れない。それを、我々は「平和」
と呼ぶことが出来るの

だろうか。
「教育」
「美術」
「平和」
という当たり前だと思う事項だけではなく、総ての前提を見直す必要が生じて
いる。

その中で、
リングアートの活動は重要である。元生徒だけではなく地域の者達と繋がって、展覧会を形成し、

コロナ禍でも十分に配慮して行い、
これからに向かって継続し、一切の権威にならず、
またはどのような権力
にも縋ることなく続ける。
この姿勢は、作品群を見れば如実に明らかになっている。当たり前のような美術活

動を維持している団体が、国内でどれだけあるか。
これは旧来の姿ではない。本来のそれなのだ。私はこれか

らも、見続ける。

講師

講師

菅

章

主な企画展覧会：ネオダダJAPAN
1958-1998・アート循環系サイト
著書：
「美術観賞宣言」
（日本文教出
版社）
「成田克彦」
（東京造形大学現
代造形研究センター）
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宮田 徹也
日本近代美術思想史研究。岡倉覚
三、宮川寅雄、針生一郎を経て敗戦
後日本前衛美術に到達。
ダンス、舞
踏、音楽、デザイン、映像、文学、哲
学、批評、研究、思想を交錯しなが
ら文化の【現在】を探る。2020年9
月、
『 芸術を愛し、求める人々へ』を
論創社から刊行。
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西園
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永田 典子（東京）

関

三木 祥子（東京）

松尾 美希（東京）

淳一（東京）

木嶋 正吾（東京）

佐竹 美咲（東京）

尾形 勝義（東京）

メッセージアート
「人の世」
と
「人の心」
シンポジウム&鑑賞会

井川 惺亮 | 司会

講師の菅章氏と宮田徹也氏のお二人から、シンポジウムで語ったものをまとめられたレジュメの原稿が届きまし
た。
この貴重なコメントは、私たちRING ARTのみならず、長崎アートの推進力や、ひいては全国に向けてのアートの
メッセージとしての発進力ともなります。
ところで司会者が思うに、子どもは知識（イメージ、モチーフ）など関係なく、ひたすら腕を動かして線描き
（ドロー
イング）を始めます。それから表現者となるには、
ものを写し取る力としてデッサンが課せられます。
ドローイング（英語）
とデッサン（仏語）
とは、本来は同義語ですが、幼児の美術教育では、
この両者をどう考えるか
重要な気がします。前者は勢いがあり、感情的、あるいは即興的で、現代美術的技法に近い。それと関連つけられる人
類の曙の古代人のアート表現は、英知がバックボーンにあり、その感性の閃きと形態のシンプルさには職人技さえも
感じます。後者は時間をかけて、対峙するものを構造的に掴み取ることですが、ジャンルは古典画です。そういえば、
歴史的なアーティスト
（巨匠）
らの系譜にもデッサン力は繋がります。
美を愛する者と作り手は、
ドローイングとデッサンの考察とその教育的配慮があることで、いろんな美の新たな表
現を見出すことでしょう。
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早見 堯 |

美術評論家

新型コロナ（COVID-19）感染は小康状態になったかと思うとすぐに大きな流行の波がおこる。その度に緊急事態
宣言が繰り返される。国家的な衛生を維持するために、個人の「不要不急」の外出はやめろという。国家的イベントの
「安全安心」のために個人の権利と自由が制限されている。
夏目漱石の「三四郎」にこんな場面がある。熊本から上京する汽車の中の三四郎に広田先生が語りかける。
「日露戦
争に勝って一等国になっても駄目ですね」。
日本は「滅びるね」。
「熊本より東京は広い。東京より日本は広い」。
「日本よ
り頭の中の方が広いでしょう」
。
「囚われちゃ駄目だ。いくら日本の為を思ったって贔屓の引き倒しになるばかりだ」。
個人よりも国家だとする明治日本の到達点が日清・日露戦争での勝利だが、国家よりも個人（頭の中）が優先すること
が重要だと漱石は考えている。
日露戦争と東京オリンピック2020やそのための緊急事態宣言とがわたしの目にはダブって映る。
他方、漱石は「草枕」で書いている。
「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角人
の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安いところへ引っ越したくなる。
どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩
が生まれて、画が出来る」。人の世を作ったのは人なので、人は人のいない国へ行くわけにはいかない。そこで「あら
ゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊い」。
国家の反対の極にあるのが「人の世」や「人の心」
。後者に加担するのが芸術だと主張している。
「三四郎」にでてくるstray sheep（迷羊）もこの文脈で理解できる。迷う、考えるなどは「人=個人」の営み。stray
sheep（迷羊）
とは「人の世」
と
「人の心」を変えることができる芸術家を指している。
コロナ禍が示唆したのはこうした「人=個人」の営みのかけがえのなさではないだろうか。
5
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メッセージアート
持続可能な地球社会のために

渡部 幹雄 |

和歌山大学名誉教授

昨年から急速にコロナウイルス感染が拡大して、世界中の人々が自らの生存の危機を感じている。
また北米やドイ
ツでは地球温暖化に起因すると推定される自然災害によって今年7月にも、多数の命が失われており、人類の生存環
境は確実に悪化していると思わざるを得ない。加えて中東やアジアを始めとるす世界の各地で紛争の勃発は珍しいこ
とではなく、無数の尊い命が奪われている。
こうした事態を前に、人類は自らの存在が危機的な状況にあることに気付き、いま自らの命をまもる実践をしない
と、人類の未来は無いのではないかと思い始めている。温暖化、台風、洪水等の自然界の不調和によりもたらされる災
害と民族間の不調和や社会の格差等から生まれる多様な人災。それらが克服されて、地球と人類の未来が確保されて
いる社会。そうした持続可能な平和な世界の構築につながる生き方が、今地球に暮らす一人一人に求められている。
近江商人の哲学に、
「売り手よし、買い手よし、世間よし」
という
「三方よし」
というものがある。
これは特定の誰かに
とって良い商いをするのではなく、売る人にとっても、買う人にとっても、そして世間（社会）にとっても良い商いをすべ
しという商いの道を謳う言葉である。
この哲学は私たちの生き方においても範とすべきものである。人類と地球の平
和な未来は、人類にとっても良い、世界にとっても良い私たちの日々のあり方によってもたらされるものではないか。
視野の広い利他的な生き方が今私たちには必要である。
芸術活動は精神的な営みである。芸術に携わる方々にも平和な世界の構築への大いなる寄与が期待されている。
毎年長崎で開催されるアートによる平和活動は2021年も開催された。その信念と行動力に敬意を覚えざるを得ない。
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熊本信愛女学院中・高等学校（熊本）

井ノ上 理恵（昌原）

重野 裕美（オランタﾞ）

中田 寛昭（福岡）

メッセージアート
誰もが持っている、
平和とアート

長野 ヒデ子 |

絵本作家

「平和」
も
「アート」
も特別なものでなく、誰もがチャーンと持っているものです。そうです。
どこにでもあるものです。そして、
どこにで
もあるから、私たちは気が付かずに、見落しているのです。
そして平和はどこ？アートはどこ？
どこ？どこ？どこ？どこ？どこ？どこ？
と探しているうちに「平和」も
「アート」も壊し続けていることに気が付かず、そのことの恐ろしさこそ、いましっかり知ろう！いや知る
べきです。
そしてそれを受け止めていくことが、
「平和」
と
「アート」が何なのかしっかり考えるきっかけになると思うのです。
「おぎゃ！」
と元気な赤ちゃんが産まれる。
「命が生まれる」
という、
もうそれだけでこれ以上の平和があろうか！
そして
「おぎゃあ！」
と
「命が生まれる」
というこれ以上のアートがあろうか！
それは当たり前の事でありながら、当たり前のことが当たり前に、
しかも自然に当たり前として堂々と
「命が生まれる」
という、その底
知れぬ力とエネルギーこそが、
「平和」
であり
「アート」
であるのだと思わずにはいられない！
アフガニスタンで銃撃された中村哲医師は講演会で「人道支援すると何が得られますか？」
という若者の質問に「何もないが、男が
上がる」
とひと言。
そして自然に対しても同じだ。水路工事も福岡の山田関を参考にし
「川だって意思も、人権もある。それに逆らわない」
と体で受け
止め、体を通して語られる。
「平和とアート」
も体で受け止め、体を通して生みだす。
そうした中で生まれてこそ、人の心に届く
「平和とアート」
であるのです。
そうです！
誰でもが「平和」
も
「アート」を生み出すことができるのです！
そうです！
「何もないが、男が、
そして、女が上がる」のです！
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日々の営みの中で

小畑 郁男 |

作曲家

長崎県美術館

出品作品

メッセージアート

01

2018年、初めて広島を訪れることになった。

原爆ドームへは行きたいと思った。写真や映像などを通して見知ってはいるが、実際にドームを見れば、原爆に対する新た

な思いが湧いてくるに違いないと考えた。

しかしながら、予想とは異なり、きれいに整備された公園の中に建つドームは、私にとっては原爆を想起させるアイコンでは

なく、何か、美しい芸術作品であるかのように見えた。

フランシスコ・ラランジョ(ポルト）

それから3年が経ち、今の私は次のようなことを考える。

烏 鳴蕾（内蒙古）

JR浦上駅で乗降する折には、
「国鉄原爆死没者慰霊碑」が目に入る。
この碑は、瞬時にして、原爆によって焼け野原になった

浦上を思い出させる。大きな犠牲を乗り越えて、現在の国鉄-JRは再建された。線路の高架化に伴い、旧浦上駅では、物陰に隠
れがちだったこの碑もまた、常に人の目に触れるようになった。

姜 バレム（昌原）

城山小学校には被爆遺構が残されている。被爆校舎の側で、小学生たちは学んでいる。
この小学生たちは未来への希望で

ある。
このような環境の中で、被爆遺構は平和の尊さを強く語りかけてくる。

現在の浦上天主堂は、被爆後、新しく建てられたものである。破壊されたままの天主堂を残すべきではなかったのかと思う

烏 鳴鳴（内蒙古）

時期もあったが、今は異なっている。天主堂の再建によって、信仰の場は復活した。
この未来への希望と対比されることによっ

て、天主堂の周囲に散乱する旧天主堂の残骸は、原爆投下がもたらした惨状を雄弁に語り続けている。

駅の裏側の浦上川沿いの道路を通ると、西部ガスの丸いタンクが見える、
このタンクは故川口和男氏が描いた、被爆直後の

タンクと同じものなのだろうか。川口氏の作品は今回の「8+9 2021」展でも展示されている。

氏の作品は、
ご自身が書いたキャプションとともに、被爆直後の長崎と現在の長崎とを結んでくれる。我々の営みの下層に

洪 東植（釜山）

被爆の惨状が透視されるとき、守らなければならないものも理解できる。

希望に対置することによって、被爆の記憶は風化せず、生き続けていくのだと思う。

朴 然婌（大邱）

申 京愛（大邱）

メッセージアート

隣邦のことを知る

山下 良夫 |

画家

私ごとであるが、父は一等水兵として戦艦「足柄」
で世界各地を巡航している。父の兄の家族、母親と子ども５人が８月９日、

川田

姜 善英（昌原）

剛（大邱）

李 男美（大邱）

そして数日後に相次いで原爆で命を落としている。母はこの家族の安否を尋ね、被爆直後に爆心地近くに行って入市被爆して

李 星陸（昌原）

いる。父の弟は1939年８月19日ノモンハン事件で戦死、享年22歳であった。以上、先の大戦における肉親の私の記憶である。
とりわけ父の兄の家族と父の弟の戦死については山下家の墓石に刻まれており、直接彼らを知らないものの私の心に深く

呂 閠暻（昌原）

刻み込まれている。従って私自身は幸いというべきか、戦争の直接の体験は無いものの、戦争がいくらかは具体性をもって感

じられるものとなっている。
しかし敗戦から７６年近くたつと、戦争や原爆の記憶も世代を重なるにつれ忘れられていくのは

仕方のないことかもしれない。一方で、あの未曾有の悲惨な体験を語り継ぎ、記録に残そうと絶えざる努力がなされてきたの

も事実だ。

故川口和男氏や故一瀬比郎氏の被爆体験に基づく絵画による記録や表現もそのひとつだ。
こうした真摯な取り組みは、
日本

が曲がりなりにも平和を維持できたひとつの要因となっているように思う。それでも今後の日本を取り巻く国際情勢次第では、

李 抒厚（昌原）

戦争が起こらないという保証はない。それでは、
日本が戦争を起こさないために私たちができることは何だろう。

李 正喜（昌原）

ひとつは被害、加害を問わず、過去の日本の戦争の歴史を知り、直視すること。
また、
「秀吉の対外戦争」
という本を読んでい

南 孝眞（昌原）

たら、次の一文が目にとまった。“戦争というものは、特定の集団にとっては利益をもたらす場合すらある。外国のことに偏見の
入り混じったレッテルを付けて相手国を敵に仕立て、
自国の市民を団結させ、戦争へと突進させることもある。
「旧約聖書」に

も、
〈隣邦のことを知るなかれ〉の一言を見出せるし、孔子の〈攻平異端、斯害也己〉
（異端を深く知ると害あるのみ）
という言葉

も、
このような立場を主張として理解され得る側面がある。相手のことを知ろうとすると、相手が人間に見えてくる。相手を人間

と見てしまうと、相手と戦い難くなる“

「8+9」展は、我らの隣邦すなわち隣の国の人々の作品を身近に見せてくれる絶好の機会となっているのが嬉しい。

8

許 智虎（昌原）

朴 道鉉（昌原）

姜 昌浩（昌原）

辛 美花（昌原）

田 秀敏（昌原）
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長崎県美術館

出品作品

守屋
黃 賢朱（昌原）

聡（長崎）

宋 南奎（昌原）
李 忠優（清州）

前田 真希（長崎）

盧 淳天（昌原）

波多野 慎二（長崎）

佐藤 千代子（長崎）

廣岩 裕香（長崎）
金 福洙（清州）

野坂 知布（長崎）

浦川 亜津子（清州）

松尾 愛徳（長崎）
林 銀洙（清州）

井川 惺亮（長崎）

RING ARTに関する
詳しい情報はこちらから
ご覧ください。

崔 民建（清州）

メッセージアート

知的ロープウェイに乗って、長崎へ
山口 亮（長崎）
岩永 晃典（長崎）

三和幼稚園（長崎）

降田 達季（長崎）

小栗栖 まり子（長崎）

岩田 桂子（長崎）

徳永 玲子（長崎）

松尾 桂子（長崎）

吉岡 宣孝（長崎）
吉田形 勧（長崎）

川口 和男（長崎）

高橋 眞司 |

哲学者

わたしは「知的ロープウェイに乗って、長崎へ」赴任した、
と言う。そこには次のような事情があった。

今から半世紀も前のことである。1969年１月、わたしは熊本で開催された日教組全国教研集会で、家永三郎先生の「国家と教育」
（注1）
とい
う講演を１万1000人の教師たちとともに聞いた。家永先生は戦時中、知識人や文化人が時の権力に迎合して、あるいは強制されて、戦争に
協力させられてゆくのを見ていた。家永先生は、今日の時点から振り返っても、権力に屈服したり迎合したりすることはなかった。
しかし、
これ
と真っ向から対決してたたかうことはできなかった。その反省もあって、戦後は「日本史」の教科書検定にさいして、裁判を起こして、国家権力
の教育介入に抗して戦ってきた（注２）。
この講演を聞いて、私は親元での教職を辞して、大学院にもどって学び直したいとつよく願った。そしてその翌年、1970年の春、ふたたび
上京した。一橋大学大学院の博士課程では、ベイコン、デカルト、ホッブズなど近代の哲学をより深く学び、20世紀イギリスの哲学者、バート
ランド・ラッセルの社会哲学やR.G.コリングウッドの歴史哲学の研究をつづけた。
と同時に、
日本における原水爆禁止運動、発祥の地、杉並区にある都立西高等学校で「政治経済」の非常勤講師をつとめた。その２年目の
学年末、すなわち、1972年2月、わたしは「原爆と平和に関するアンケート調査」を実施した。
アンケートを集計してみると、
「政治経済」に関す
る知識があり関心が高いほど、原爆と平和についての知識と関心もまた高いという相関関係が明らかになった。
わたしは都立西高の社会科準備室でアンケート調査の結果をガリ版刷り、B4版、横書き40枚（注3）にまとめた。
ラジオが「浅間山山荘事件」
の実況放送を流していた時も鉄筆を握っていた。そして、その二つ折りの報告書を、(私の指導教官、鈴木秀勇教授のお隣)社会調査室を訪
ねて、石田忠教授に差し上げた。石田先生は「ほう！」
と嘆声を発して、その分厚い報告書を受け取った。それが石田忠先生との初対面であっ
た。石田先生は、1965年、戦後20年目にはじめて実施された「厚生省原子爆弾被爆者実態調査」に専門委員として参加した三人の社会科学
者の一人として、長崎を担当していた。
石田先生は、当時たずさわっていた「長崎被爆者の生活史」調査の最終段階の現地調査に、大学院生の濱谷正晴氏（のち、教授）
と助手の
栗原淑江氏に加えて、わたしを参加させて下さった。さらに、石田忠編著『反原爆―長崎被爆者の生活史』(未來社、正続、1973，1974年)の
最終検討にも加わった。
その石田忠先生のもとに、1973年の早春、
「長崎の証言」編集長、鎌田定夫氏から哲学とドイツ語の教師を求めている、
との求人の手紙が
届いた。私の第二外国語はフランス語であったが、
ドイツ語は大畑末吉教授から学んで、ゲーテの詩「銀杏の葉(Gingo Biloba)」ほかは私
の鍾愛の詩となっていたから、石田忠先生の打診にわたしは喜んで応じた。
こうして、1973年春３月、わたしは長崎市の東のはずれ、丘の上
の長崎造船大学（現・長崎総合科学大学）のキャンパスから網場の海をながめ、遠く雲仙岳を望んでいた。
こうした事情を背景に、わたしは一橋大学の石田忠研究室と長崎の鎌田定夫研究室の間に結ばれていた「知的ロープウェイに乗って」長
崎に赴任した、
と言うのである（注4）。
（注１） 日本教職員組合編『日本の教育18』一橋書房、1969年、27-54ページ所収。
（注２） 家永三郎著『検定不合格 日本史』
（三一書房、1974年）は、著者の厖大な知識と気迫のこもった名著であり、わたしの座右の書である。
（注３） このガリ版刷りの報告書は、のち、一橋大学大学院生自治会発行の研究誌に４回にわけて掲載した。
『一橋研究』第24号-第27号、1972年12月-1974
年7月所収。なお４回に分けて掲載した論稿の総ページ数は65ページに達した。長崎原爆資料館所蔵
（注４） なお、長崎に赴任して以降、今日に至るまでのほゞ半世紀にわたる事績については、今夏出版される
『長崎の証言2021』に寄稿する予定でいる。

岸川 優子（長崎）
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林田 和子（長崎）

浜谷 信彦（長崎）

松尾 雄志（長崎）

中村 安次郎（長崎）
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レクイエムから未来へ

アーティスト有志展 7/20（火）〜8/1（日）

0２
ミュージアム
ナガサキピース

ミュージアム
長ガ崎
館
ナ
サ県
キ美
ピ術
ース

県民ギャラリーC室 7/20（火）〜7/25（日）

｜出品者｜ 伊藤 昭博（大分）① 大木 道雄（埼玉）② 木嶋 正吾（東京）③ 近藤 昌美（埼玉）④ 柴 清文（奈良）⑤
関 淳一（東京）⑥ 田中 睦治（沖縄）⑦ 坪田 政雄（茨城）⑧ 永田 典子（東京）⑨ 長谷 光城（福井）⑩
古本 元治（福岡）⑪ 増田 和剛（高知）⑫ 三木 祥子（東京）⑬ 山本 伸樹（福島） ⑭ 吉川 信雄（神奈川）⑮
中村 安次郎（長崎）⑯

②
①
①

③

②
③

⑤

④

④

⑥

⑧
⑦

⑤

⑨

「レクイエムから未来へ」
（写真・上）右端から

①広島被爆作家（故 犬飼 千澄氏）
②長崎被爆作家（故 川口 和男氏）
③長崎の現代美術家（故 吉岡 宣孝氏)
④木版画の被爆「柿の木」
（岸川 優子）
⑤国際子ども展（写真・左）

⑫
⑫

⑩
⑬

寄稿

今夏、
「8+9」展に参加して

近藤 昌美 | 東京造形大学教授

今回の長崎訪問は昨年に続き2回目だった。つまりRING ART展参加も2回目ということだ。展覧会の総合的な印象は昨年感じた
ことと同様いわゆる現代アートの作品だけではなく、物故作家、子供たち、海外アーティスト作品も含め多種多様な作品たちで会
場が溢れるようでそれはまさに長崎という地を象徴しているようにも感じた。長崎の歴史が大陸や西洋から多くの文化をしなや
かに受け入れ続けて来たようにRING ARTもまさに長崎であるからこそ成立しまた強度も維持出来ているのかもしれない。
また今年も短い滞在期間だったが昨年回らなかった東山手地区を中心に歩いてみた。大浦天主堂からオランダ坂、西洋建築群、
いくつかのミッション系の高校や大学など。幕末以降多くの宣教師たちも来訪し、オペラの題材になった逸話などがそこかしこに
想起される風景はそのままRING ARTにも投影されているようで美術館の内と外が時空を超えて円環状に繋がるようで歩いてい
る視点と展示風景も私の中で繋がり出すようだった。
1泊2日の初日に空港から美術館ギャラリーに直行し自作の展示を確認したら横並びの2点組作品が縦に設置されていたのには
驚いたが、井川先生の発案だとお聞きして、その作者本人の展示指定も覆す自由さに思わず笑い出すようだった。
こうした井川先
生のアーティストとしての自由度が長崎という日本でここだけの文化を持つ風土と良い意味で交錯してこのRING ARTを作り上げ
てるのだなと今回も実感した次第だ。
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⑪

長崎新聞

2021年7月23日

⑭

⑮

⑯

ナガサキピースミュージアムから発信する
「平和と美術」

RING ARTは、今夏あらたな試みとして、
「アーティスト有志展」を
特別に設けました。RING ARTの展覧会に長年に渡ってご参加いた
だいた作家の方や、特別出品・講師としてご貢献いただいた方を一
堂に会した企画展です。
テーマは「平和と美術」。平和を発信するピースミュージアムから、
各作家の作品を通して
「アートの力」を発揮していただこうとするも
のです。
この趣旨に賛同いただいた全国各地の16名のアーティスト
の作品が展示されました。長崎においては見る機会が少ないレベ
ルの高い作家たちの作品を一同に会し、RING ARTメンバーや市民
の方にとって大変貴重な美の研鑽の場となりました。
（野坂 知布/ RING ART）
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ミュージアム
ナガサキピース

0２

井川 惺亮 展〈誓いの火と共に〉
ナガサキピースミュージアム 7/6（火）〜7/18（日）

新古の基底材は絵画に関わる

井川 惺亮 | RING ART

平和の館（ピースミュージアム）に廃材でこさえた“誓いの火”灯火台の模型を、
また今夏も登場させ、延期のオリンピックが

再開されたので、長崎にあるオリンピアの火を想起する上でも金屏風の前に添えた。金屏風との出会いは３度ある。３度目の
正直ではないが、古くなった金屏風にお金をかけて金ぴかの屏風に仕立てたから緊張した。だから新品金屏風の世界に入り込

むと、いつしか室町時代の大和絵師になったような不思議さを味わった。
この煌びやかな屏風がギャラリー内に「ところ狭まし」

と陣取った。それとは対照的にボロ化したかつて新潟の潟で野菜など運ぶために使用した「田舟」
（廃材）に着彩した作品を、
ギャラリー外の天井高い回廊（註1）の脇にあるベンチに設営し、野外に見える池に浮かばせるよう見立てた。
こうして新古（時
代性と材質性を含む）
としてのオブジェが、その両極でヤジロベーのように揺れる。

もう１つ、室内に登場するのがキャンバスだ。かつてキャンバスから離脱してから久しいが、元の木阿弥の如くキャンバスが

復活したのだ。その復活理由を改めて問うてみる。着彩行為で浮かび上がったのは、先の伝統的な新古の基底材（時代性と材

質的）のヤジロベーの支点だ。その支点は、今制作しているキャンバスに他ならないと閃いた。それは、かつてのヨーロッパ発
祥の伝統的なキャンバスではないか、同時にその基底材（布）はニュートラルな印象も加わるから尚更だ。キャンバス上にマル

セイユ時代の「白い幾何学」が再現する。そして全体的なインスタレーションも、作品の「表層と背景」の論理で室内外の現実空
間や風景にリフレインさせる。

平和の館は既存の展示場のような造りでない。それ故に自在の空間となり、
とりわけ金屏風のシンプルな色彩群が光に反射

しながら、天井高く舞い上がり、音楽のように響き、平和な時空の思いで一杯となった。

（註1）
この崇高な天井高くて細長い回廊は入口入ってコンクリート造りの左壁面に柱なく、浮いている。その下方から採光が流れ、外でも内で
もないニュートラルな縁側空間を感じさせる。

写真・下/キャンバス作品（部分拡大）

ギャラリートーク / 2021年７月17日

ナガサキピースミュージアム・井川 惺亮展に寄せて

自由自在にコミュニティをつくる色彩

早見 堯 | 美術評論家

今年4月、東京、
トキ・アートスペースの「長崎の作家たち2021」展で、久しぶりに井川惺亮夫妻に会った。
コロナ禍で友人と

会えない日々に春風が運んでくれた再会だった。

「長崎の作家たち2021」展は、10名の長崎のアーティストの作品が画廊空間で交通し反発しあっていた。井川さんの作品、

画廊空間に張り渡された「紐」は10名の多様な作品を「錦」の色彩でつなぎあわせていた。壁に掛けられた「掛け軸」作品で

は、
「錦」の色彩で描かれた紐が絡みあう。あるいは複数の短いストロークが束ねられた不定形の色彩の矩形が四方八方に
散在している。
「錦」の色彩は、
「紐」
では画廊空間に支えられている。
「掛け軸」の場合には画面のフレームと窓状のグリッドに

よって支えられて、
自由闊達に飛び回っていた。

その展覧会の井川さんのコメントは興味深い。子どもの頃、故郷、瀬戸内海の石灰岩の島々や海面が、夕陽で「錦」色に染

めあげられていたのを見た、いわば色彩の原体験について語っている。様々なものが相互に照らしあう色彩の原体験は、そ
の後、地中海を臨むマルセイユに留学し、恩師クロード・ヴィアラという触媒をえて
「絵画」
として花ひらいたのだ。

実際、井川さんの作品は、石灰岩の島々や潮流の海といった支持体と夕陽の色彩が着地する支持体の表面との関係のよう

に、支持体と支持体の表面に着地する色彩は自由自在に組みあわせを変えることができる。そして着地した色彩は色彩同士

で、あるいは色彩と支持体と表面とが交通し照らしあってコミュニティをつくる。

だから、
「錦」の色彩は支持体を見つけたらその表面に飛び移ることができる。逆に、
「錦」の色彩が着地した支持体は、それ

が、
どんなに小さかろうと、時代遅れだろうと、あるいは忘れられていようとも、支持体として再び輝きをとり戻す。井川さんの
優しくて自由で快活な「錦」の色彩は置かれた場所をもう一度耕し直して花を咲かせる。

今回の個展では六曲の金屏風に「錦」の色彩が舞っている作品もあるという。雲仙ビードロ美術館の良寛禅師の書を張っ

た「良寛貼交屏風」が制作の触媒になっている。良寛禅師は、弱者へ優しい眼差しを注ぎながら、旅と清貧のなかで何ものに

も束縛されることなく自由に暮らすことを望んだようだ。良寛禅師の達筆の痕跡と井川さんの置かれた場所を輝かせる
「錦」
の色彩の痕跡は、たとえ一双として並べられなくても見る者の眼差しのなかで重なりあってもう一度花ひらくに違いない。
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RING ART 展 8/3（火）〜8/15（日）

尾形勝義 ＋ RING ART展
7/29（木）〜8/20（金）

①

03

長崎歴史文化博物館

ミュージアム
ナガサキピース

0２

②

①
③

②

④

④

③

⑤

｜出品者｜
波多野 慎二① 井川 惺亮② 中田 寛昭③
佐藤 千代子④ 野坂 知布⑤ 前田 真希⑥
廣岩 裕香⑦

⑥

⑦

個々の作品でありながらも、
リングアートとして、空間にこれまでも展示してきた。お互い
の色や線や素材の相乗効果で、新たな空間として認識される瞬間が好きだ。井川先生は
研ぎ澄まされた感性で、私たちの作品を巧みに操る。今回の８＋９展では、昨年に引き続
きピースミュージアムに展示させていただいた。色鮮やかで力強い野坂作品の奥の壁に
無造作に掛けられた前田作品の存在感。光に照らし出される中田作品と佐藤作品。白壁
に長崎の景色の様な波多野作品。風にゆらめく私の作品。エントランスに導くかのように
軽やかに浮遊する井川先生の作品。ピースミュージアムの穏やかな空間の中で、互いに
関わりながら存在できる関係そのものが平和なのだと感じた。
（廣岩裕香/RING ART)

メッセージアート
７６年目の夏

竹下 芙美 | 長崎の被爆遺構を保存する会

戦後76年目を迎えた。
あの戦争末期、
日々空襲も激しくなってくる。そんな中にも人々の暮らしは色々不自由な生活ではあっても、子どもたちの元気に
遊び回る声があり、いつもと変わらない朝を迎えた。
1941年8月9日、11時2分。晴れ渡った暑い８月の上空500mから原子爆弾が米軍によって投下された。
場所は長崎の松山町。商店が立ち並ぶ賑やかな住宅街だった。
ものすごい高熱、爆風、放射線。8月6日、広島に続く2発目の原爆。当時私たちは原子爆弾というものの知識を全く知らなかった。
長崎では7万人余の人々が亡くなり、幸いにも生き残った人々も体中に無数のガラス片などが突き刺さったり、高熱による火傷の
16

⑤

⑥

本展の会場の一つであった長崎歴史文化博物館。展示の場所は、敷地内にある
半屋外の長い回廊だった。風が吹き抜け、地元の人の憩いの場所にもなっている
心地よい場所だ。回廊での展示はこれまでにも行ってきているが、近年は強さを
増す台風や長雨にも見舞われ、作品によっては大きく影響を受けてしまう過酷な
展示会場となった。
しかし、破損・汚損に見舞われる作品が出る一方で、自然に逆
らわず、その状況を味方にしてしまうような作品があり、過酷な環境の中だからこ
そ際立つ表現が見えた。自然の力に振り回される一方で、作品はより自然な姿を
私たちに見せてくれた。
（前田真希/RING ART）

⑦

⑧

｜出品者｜
尾形 勝義① 廣岩 裕香② 中田 寛昭③
波多野 慎二④ 野坂 知布⑤ 井川 惺亮⑥
前田 真希⑦ 佐藤 千代子⑧

跡の傷跡が残ったりした。いつも体がだるく、仕事も長く続かない。人々からは原爆ブラブラ病と非難され、顔や体に残ったケ
ロイドや、被爆者には体に障害をもった子どもが生まれるなどの噂話の為、結婚もなかなかままならなく、病苦と貧困に堪え
て生きてきた。
そういう私もいまだに病苦と闘っている。
2021年1月28日、核兵器禁止条約が発効された。50か国余りの国で採択されたが、一番に声を上げるべき日本は入ってい
ない。
日米安保、
アメリカの顔色を窺ってのことだろう。
放射能のことでいうなら、10年前、福島原発事故による放射能漏れ。いまだに愛する生まれ育った故郷に帰れない。
広島・長崎の被爆者の声は、
この国の人々にとって何の教訓にもなっていなかった。私たち被爆者はもっと声を大にして原爆
の恐怖を伝えていかねばならないと強く思う。
この一年、
また多くの被爆者が他界した。
原爆を語り伝える人が少なくなり、若い人々にバトンを渡し、語りつないでいきましょう。
17

04
延命寺

中庭会場 9/26（日）〜10/2（土）トーク 10/2（土）
｜出品者｜
波多野 慎二① 廣岩 裕香② 前田 真希③ 野坂 知布④

寄稿

またたきの風

堤

祐敬 | 医王山 延命寺住職

当山を舞台として頂く中で、おそらく中庭池の周囲や往来される境内のあちこちで生命(いのち)の鼓動が響き合っている
様をご覧になられたのではと拝察いたしております。
制作時に巻き起こられた熱情の地盤にさらに会場でのインスピレーションが加わりセッティングに反映されたのでは、
と
勝手に思っているしだいでございます。
今回は昨夏に増して、空間を縦横に使われ作家の皆様それぞれの自由闊達な作風が鮮やかにブレンドされた、
と感じて
おります。

②

①

ゆく夏の忘れ形見とつくほうし
彩りの行方明日(あす)明後日(あさって)も
美しき術(すべ)の風のこれからのお放ちにお祈りさせていただきます。

合掌

④
③

写真・左右下 : トーク風景（2021.10.2)

展示にあたって、参加者４名の作品をどう配置するのか、１カ
月前から展示方法が投げかけられた。メンバー同士でも展示の
場所や配置の計画がその場でなんとなるという過信があった。
メンバーが展示当日に思い思いの場所に展示をしようとしたと
きに、井川の助言が入った。まずは正面の池に注目し、池に突き
出た木の枝に風に揺れる布作品（廣岩）を展示、背景になる場所
には正面に向かい大きく布作品を広げ、張りのある作品（前田・
廣岩）を展示に、正面右側奥の石垣に立体作品（野坂）を下げ、正
面の石垣に市松模様に作品（波多野）を展示した。
野外のインスタレーションの展示は自然を損なわないことが
基本である。そして、キャンバスに絵を描くことに似ている。白い
キャンバスに絵を描きながら、絵画性を探りながら、直観で加筆
していく感覚に似ている。
（波多野 慎二/RING ART）

メッセージアート
みないものをみる

藤松 綾子 |

十八親和銀行アートギャラリー学芸員

「８＋９」展は毎年７月から８月にかけて、長崎市内の複数の会場で開催される展示プログラム、講演会、パフォーマンスなどを
行ってきた。県内外と海外からの参加アーティストたちが異なる時と場所で制作した個々の作品は、それぞれが完結したひとつの
作品でありながら、展示会場では、隣り合う個々の作品が相互に関係しているように感じることが多々ある。それは、一つの大きな
作品をアーティストたちが作り上げ、来場者がその大きな作品の中を巡る、
または同化するような感覚に近いのかもしれない。
個が集まって一つの形を象るのは、爆心地公園での＜誓いの火、灯火台モニュメント＞で実施されてきた「折り鶴パフォーマン
ス」にも通底している。
このパフォーマンスに参加する多くは、その時、その場を通りがかった市民や旅行者などで、参加者には初
めて鶴を折る人もいるという。それぞれが平和への思いを込めて折り、色付けした折り鶴は、空へと向かって伸びる＜誓いの火、灯
火台モニュメント＞に一つずつ飾られていく。不特定多数の人たちによるいくつもの折り鶴がモニュメントを彩っていく様子は、ひ
とり一人の祈りのかたちを目に見える形象として浮かび上がらせていく。
昨年からつづくコロナ禍は、目に見えないウイルスが日々の暮らしのかたちを変えてしまった。そのような中、長い年月をかけて
活動を継続する井川先生をはじめとするアーティストの仕事は、見えないものと向き合い象りつづけることかもしれない。
「８＋９」展を通して、
アーティストが作品と向き合う日々を憶う。
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庫裏広間 会場

9/30（木）
・10/2
（土） トーク 9/30
（木）
・10/2
（土）

延命寺

庫裏広間、
24畳の間
（空間）
にインスタレーション

⑤

井川 惺亮 | RING ART

この広間をギャラリーに仕立てたのは昨夏に続いて2度目だ。RAにとってお寺を会場にするのは初めての試みだった。
しか

も江戸時代に疫病退治で建立されたといわれるお寺でもあったから、心身も清らかにして臨んだ。最初の昨夏展は、かつてお

寺は大陸からの文化交流の場であったことから、
この広間のただ広い畳の間を海にして、広間のポケットのような床の間を出

島に見立てた。床の間のみだったから、実に大胆なインスタレーションだった。２度目の今夏展も長崎とゆかりのあるポルト

ガルと韓国の作家に床の間を当てて、更にこの海だった広間の24畳には作品を一杯にインスタレーションを繰り広げた。

早速お寺ならでのモチーフとして
「絵巻」
（鳥獣戯画の模写）、
「金屏風」
（彩着色）、
「浮世絵版画」
（北斎版画の「富獄36景」の

「神奈川沖裏波図」をペン画で模写）の日本的美術作品３点が出揃った。ロール状の絵巻の模写３巻（１巻10ｍ）を畳に転が

せて一杯に広げた様は実に爽快だった。
こうすることで自ずと畳に坐りながらの鑑賞は、左右前後と自由自在に等しく作品に

触れ合う美術展となった。
より作品と向き合い親しめたインスタレーションは、
これまで経験したことの新たな鑑賞を高めた。

白描画の「絵巻」は描かれた情景が躍動に溢れ出し、
より詳細に、それこそ手にとって見られ、周辺の大なり小なりの全ての作

品にも目が届く。
もっと言えば、イーゼルに並んだサムホール小品のキャンバスや、
また窓辺には教会のようにステンドクラス

⑦

風に仕立てたトレーシングペーパー作（ドロイング）
とクラフト紙（カッティング）も、一様に等しい鑑賞をもたらせた。なお庫

裏広間への誘導として廊下には流木作、
クラフト作が道標となる。最後の締めは、最初に「金屏風」は床の間辺りの正面に持っ

てくれば、その存在効果がてきめんに出る。それを抑えながら入口すぐ左の窓辺の逆光に設営して、全体への配慮を促した。
先の坐ることの鑑賞にさりげなく繋がった。

⑧

今夏展のサブタイトルが「ナガサキを最後の被爆地とする“誓いの火”灯火台モニュメントから寺町へ」
もこの広間にリフレ

インするように、
「“誓いの火”灯火台模型」
と
「被爆柿の木の木版画」を運び込み、平和の象徴であるオリンピアの火と被爆風

化の歯止めとを想起させた。更にRING ARTのレガシーと関連させながら、
「街中プロムナード」
（ｐ22-23参照）を盛り込み、参
加者らに「平和とアート」の素晴らしさを深めてもらったのも、今後の長崎らしさの新たなアートと平和への課題が膨んだ。

こうして庫裏広間のインスタレーションの余韻が、
とりわけ床の間の太陽のような作品と金属の錆び作品から、対峙し合う

襖に立てかけた等身大の「裸婦画」
と
「金屏風」へと、室内に緊張と安らぎの空間を醸し出し、残照のように静かに輝いていた。

⑦

①

⑥
④

②

⑨

⑤
③
｜出品者｜

フランシスコ・ラランジョ①
姜 バレム②
守屋 聡③
松尾 雄志④
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松尾 桂子⑤
林田 和子⑥
中田 寛昭⑦
佐藤 千代子⑧

岸川 優子⑨
井川 惺亮⑩

⑩
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街中プロムナード観賞会

7/9（金）・7/23（金）・10/1（金）

街 中 プロムナード

街中プロムナードによるRING ARTのレガシーの意義と発展性
RING ART（RAという）の新たな試みとして、
「街中プロムナード」を立ち上げた。長崎大学･井川研究室とRAのアート活動の
積み重ねとその実績のレガシーを辿りながら、現在進行形のRA展開催と連動することで、
「アートと平和」の意義を構築し、そ
れを高めて行こうと思い立つ。繰り返して言えば、
これまで地元でのRA関係のアートの場としての壁画や被爆に関するモニュ
メントなどを巡りながら、今夏展会場まで誘導することで、人と人とのコミュニケーションの輪を広げ、結果的にはRAのアート
活動をより理解してもらい、RAの本来的な目的、使命を再確認することになった。
キーワードとして「国際交流」、
「平和」、
「地域の活性化」の３つを挙げてきたが、更には「アートと国際」、
「アートと平和」、
「アートと地域（歴史）」、
「アートと子ども」などと挙げられ、そして
「アートと被爆」
となれば、
「オリンピアの火」
まで辿れるし、更
に「アートと科学」
で、
レオナルド･ダ･ヴィンチの目指した「絵画と科学」
まで行き着くことにもなった。
それらを街中でのRAのレガシーとして今回の道順を記すと、長崎大学（下村脩名誉博士顕彰記念館、学生会館の回廊壁画
及び階段ギャラリー）→ 岸川邸（被爆柿ノ木） →井川邸（壁画）→ 爆心地（三角柱、被爆の地層、“誓いの火”灯火台モニュメン
ト ）→ナガサキピースミュージアム（井川展）→長崎県美術館県民ギャラリー（８＋９ 2021展）→ 寺町（延命寺のRA展）
となる。
それらの成果を参加者らに次のように語ってもらおう。
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RING ART

参加者のコメント
林田 和子
まず長崎大学の下村博士ノーベル賞記念館は井川惺亮作品により博士を讃える未来に向かって希望的空間になっていた。同
学内の学生会館の壁画から、当時学生だった作者らの現在の作品との変化が見られた。次に岸川家が代々守ってきた“被爆柿の
木”を見学。
これからもその木が平和の中で見守れることを望み、それを題材にした今夏展出品の被爆柿の木の版画が被爆の風
化を考えるきっかけにもなっている。爆心地では灯火台モニュメントの「折り鶴パフォーマンス」
で人々が灯火台に貼った折り鶴
が、その後の風雨で落下した鶴を今回の見学者らで拾らっていると、
「平和だなあ」
と感じた。最後に延命寺へ訪れた。そこの広
間での絵巻物は畳に展示した事により、床の間の作品や屏風、他の作品の事も“膝を交えて”対話ができた。更に中庭に目をやる
と、
自然と共に在るアートを発見した。
以上、何気ない日常の幸せ”平和”を意識できたし、そしてアートは平和に貢献できることを実感した街中プロムナードでした。
岸川 優子
「8＋9 2021」長崎よりアートを考える。今夏展は「レクイエムから未来へ」の企画で「被爆柿の木」木版画も展示。それと連動す
るような「街中プロムナード」のコースとなり、延命寺へと繋がった。
スタートは、長崎大学下村記念会館。 博士の研究業績と井川アート作品とのコラボに驚いた。次に、学生会館壁画。先生と
RAメンバーの卒業時の壁画と体面した。車で「被爆柿の木」へと移動し、その老木は、枝と葉を広げ、柿が実り歴史と生命力を感
じた。更に灯火台モニュメントへ向かう。8月9日、オリンピアの火が灯り、
「折り鶴パフォーマンス」
で飾られた折り鶴が美しかった
事を思い出された。最後に「延命寺」へ、中庭の野外アート展示は、
自然との共存であり、大広間では、様々なアート作品が見事に
調和し、見応えある空間となっていた。
８月の夏を思い、
アートと被爆遺構を通して、その街中にあるRAのレガシーを散策して
「平和」を感じる１日だった。
松尾 雄志
街角プロムナードは、何よりもテーマ性のコロナ禍にある被爆地長崎のRAのレガシーや被爆遺構や数百年来疫病に対峙して
きた延命寺を巡り、過去から現代に至る人間の平和・平安を願う気持ちを感じることができた。実際に現地を訪れることで、つま
り身体を動かすことにより五感が活発になり、
より良い状態で鑑賞できた。温度や風、匂いなど周りの環境も一緒に取り込んで印
象が明確になった。
また印刷や画像等情報化されたものを見るのとは違う本当の「アートと平和」の体験ができた。
山村 知宏
埼玉からはるばる車で往復4000kmの旅をされている作家の西園さんも同伴となった。
この街中プロムナード観賞会を振り返
ると、被爆地長崎の歴史を再認識できる場を訪れ、
この長崎という地でのアートがどのように貢献し、現在の存在価値を、そして
それらの背景を含めて直接井川先生からお話を聞く事ができる類稀な貴重な機会だった。
また新たな気持ちで8月9日を迎える
ことができた。
下村脩名誉博士顕彰記念館の館内に展示してある井川作品がそこに至った背景や下村先生の研究内容とRING ARTの命名の
由来などの繋がりを知った。爆心地公園の三角柱（原爆落下中心牌）〜緑川〜”誓いの火”灯火台へと移動する途中で、被爆当時
の地層からそこで普通に暮らしていた人々を想起させられた。三角柱に関する奇跡的なエピソードとして、90年後半の三角柱撤
去反対運動から、
またその三角柱制作者の松雪さんとの出会いと”、三角柱の断面の角度30度の意味について井川先生から解
説があった。西園さんからの印象深い話では、井川先生が芸大で教鞭を執った頃の、当時の学生から見た先生評が、
「最後の絵
描きで、最初の絵描きだ」
と話題となり、なるほどと納得した。
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①~⑤ 下村記念館 銘板、三部作、作品説明、名誉博士賞状、遠心機（長崎大学）
⑥⑦ 被爆柿の木（岸川邸･音無町）
⑧⑨ 学生会館壁画、階段ギャラリー（長崎大学）
⑩~⑬ ナガサキを最後の被爆地とする“誓いの火”灯火台モニュメント

オリンピアの火、タイムカプセル、“誓い火”モニュメント、分火タイル（爆心地公園）

⑭⑮ 長崎原爆落下中心碑（三角柱）背面から見た拡大図、被爆当時の地層（爆心地公園）
⑯~⑳ 延命寺門前, 庫裏広間の外観、中庭、木版画(被爆柿の木)、模型（”誓いの火”灯火台)
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折り鶴パフォーマンス 8/9（月）
「折り鶴パフォーマンス」は、今夏は延期となっていたオリンピック・パラリンピッックが開催されるため、
「ナガサキを最後の

被爆地とする“誓いの火”灯火台モニュメント」の燃えるオリンピアの火を、
とりわけ強く意識させられながら実施した。
ここに集

まって来た人々はそれを知っていただろうか、燃える火の下で「折り鶴」を折ることに夢中となっていた。彼らの姿こそ、平和の

姿そのものだった。
また中学生らがコロナ禍や遠距離で直接参加が叶わないため、事前に「折り鶴」を用意したものも次々に
灯火台に飾っていった。

今夏は、平和式典に訪れる観光客が減り、平和資料館への石段の昇降者も極端に減っていた。灯火台にも海外からの観光

客は殆どなかったが、それにもかかわらず飾られる
「折り鶴」の数がみるみるうちに増える。そんな光景にNHKが平和式典の中

継放映時に合わせた、
この「折り鶴パフォーマンス」の実況が流れた。県外からも
「灯火台と折り鶴を、TVを見たよ！」
との連絡を
多くの方から頂いた。思えば、灯火台建立後、初めてのNHKの実況放映であった。

RING ART
NHK全国中継
「長崎平和記念式典」
（2021年８月９日）

NHK長崎放送局
「長崎原爆の日
〜被爆76年 描く」
（2021年８月９日）

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。(RING ART)

メッセージアート
「ナガサキ誓いの火」灯火台―未来へ向かう希望の色
平野 妙子 |

ナガサキを最後の被爆地とする”誓いの火”灯火台維持会

武力での闘いをやめた歴史が、
この地球上にはあるのです。それは古代ギリシャのお話。
私がそのことを知ったのは、1983年、
アメリカのパーシングⅡミサイルのヨーロッパ配備に反対して、
ヨーロッパ中で巻き
起こった一大反核運動に参加した時でした。
神々を崇め、最高神ゼウスに人間の肉体美を捧げた古代オリンピック。当時、ポリス（都市国家）間では絶えなく戦闘が
続いていました。ギリシャ全土からアスリートが安全に競技場まで来るためには、戦闘をやめる必要があったのです。古
代ギリシャの人々が自ら決定し、実行したという話に感動を覚えました。
2001年、長崎で開かれた第５回世界平和市長会議に、ギリシャのアギ・アナールギリ市から参加したニコス・タバキ
ディス市長は、次のような言葉を残しています。
「オリンピックという平和的な闘いでは、勝利者には、それが敵であろうと喝采を送りました。そして、オリンピック休戦は、
敵に対して“再考のチャンス”を与えるものでもありました。敵意や憎悪や暴力のない人生がいかに美しいものであるか
を思い起こさせるものでもありました。オリンピック休戦は、戦争の平和的解決へ向けたスタートにもなったのです。」
1983年のヨーロッパ反核運動に参加した長崎の車椅子の被爆者、渡辺千恵子さんは、
この時、オリンピックの聖火を
長崎の反核のシンボルとしていただけないかと、ギリシャの反核団体を通し、政府に依頼しました。ギリシャ人にとって、
聖火はオリンピック以外には国の外に出せない貴重なものです。当時の文化科学大臣メリナ・メリクーリさん（元女優）は
紛糾する議会を抑え、長崎に贈ることを特別に許可しました。
毎年、
この灯火台を訪れた人々は、その歴史に触れ、感動を共有しています。感動は心を強くし、自らの行動や、周りの
人々に伝わっていくでしょう。
「長崎を最後の被爆地に！核兵器も戦争もない世界を！」
という私たちの願いを込めた「誓いの火」。その火を抱く、井川
惺亮氏デザインの9色に彩られた灯火台は、希望を湛えた明るい未来を予感させているように思います。
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