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新しい文化基準＝新しい美術館 
シンポジウム 

「多様性の美術館づくりへ」 

 
ウィズコロナ・ニューノーマル、不確実性が増す、これからの時代に必要な 

新しい文化基準とは何か？ 
 

     その問いへの手掛かりとして、多様性や教育普及、地域と社会的包摂などの 

観点から、新しい美術館づくりをテーマにしたシンポジウムを開催します。 
 

私たちは、芸術を通して多様な文化や価値観、あるいは未知の感覚に遭遇す 

ることができます。そして、「表現する」ことにより個性や能力を発揮する 

機会を保障されます。 
 

私たちが暮らす岡山市に、そのような文化芸術を豊かに享受できる「場」と 

しての市立美術館や市民ギャラリーといった環境整備がないのはなぜか… 
 

そこで私たちは、これからの時代に即応した新たなスタンダード＝文化基準 

として、市民だれもが広くアートを通じて、様々に鑑賞・創作・参加・交流・ 

学習・発信できる拠点施設としての「アートセンター」の設立が、岡山市に 

は必要であると考え、そのことを行政に提案し、実現をめざしていきます。 

 

 

２０２０年１１月２３日（月・祝） 15:00～ 

旧内山下小学校体育館 

 

基調講演「美術館の変わったところ、変わらないところ」 

講師 秋元雄史 氏 

 

パネルディスカッション「多様性の美術館づくりへ」 

パネリスト 大月ヒロ子 氏 

       山下リール 氏 

      岩根宏行 氏 

        秋元雄史 氏 

司会    中村恵美 氏 

 

主催：New Cultural Standards. OKAYAMA（岡山市立美術館をつくろう会） 

令和２年度岡山市人権啓発活動補助金事業 
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秋元雄史氏基調講演 

「美術館の変わったところ、変わらないところ」           
 
  

こんにちは、ご紹介頂いた秋元です。紹介の経歴の中に岡山の話が

あったが、15 年間ぐらいいましたので、岡山は第二の故郷と思ってい

る。知った顔も多く、皆さんにお会いできてうれしい。岩根さんとは、

番組を持たれていたときに出させて頂いた時以来の付き合いがあり、

何としてもと思って今回日程を調整した。 

今回は、岡山を離れ、金沢でやったことの話を二通り持ってきたが、

皆さんの顔を見て話を決めたい。一つは美術館というのはこういうも

のですよ、という美術館運営の入門編。こちらはなにが美術館を運営

する上で肝になるのかの話。もう一つは、今、力を入れているまちづくりを目標としたアート活動の話

で、美術館だけでなく、そのまちにおける文化行政の在り方ともいえるものにも関わってくるもの。そ

のまちにどのような芸術文化活動が必要で、将来に向けての文化的なまちづくりとも関連する内容。

少し難しい話だが。金沢２１世紀美術館の運営の話よりも、美術館ができた後、金沢というまちでどん

な文化活動をしたか、その動きについて話したい。 

金沢２１世紀美術館は、美術館である一方で、一面では観光名所化し、年間 200 万人を越える人が

来場して、兼六園に迫るぐらいになっている。一方で、金沢市民の芸術活動の場、市民の広場としての

役割も担っている。こちらが基本。市民の文化活動の場所であり、賑わいを創出する場。そのうえで観

光がある。美術館の役割は、過去と比較すると幅広くなっていて、社会教育的な施設から観光的な施設

まで担っている。美術ファンだけでなく、多くの人魅力的な場所である必要がある。 

金沢２１世紀美術館は、2004 年に世界の現代アートを紹介する現代美術の専門の美術館としてオー

プンした。当初から年間 100 万人を超える集客をした。美術館運営はずっと続く訳なので、その後、

次のテーマがやってくる。金沢２１世紀美術館は、現代アートをテーマとする美術館だが、金沢は工芸

の一大産地でもあり、たくさんの工芸の有名な作家がおられる。またそれは重要な地場の産業でもあ

る。職人さんもたくさんいる。金沢の文化と経済も担っている面もある。当時の山出市長から、そこを

何とかして欲しいといわれた。美術館の活動を軸にしながら、まちづくり的な広がりも加えて工芸を

さらに活性化させてほしいということだった。そこで二つの柱を立てた。美術館は、現代アートを易し

く伝える、岩根さんも言っていたように、地域の未来を担う子どもたちに今のアートの楽しさを伝え

ていくことと同時に、地域の重要な文化であり産業である工芸を、更に発展させていくということ。そ

こでとかく古いイメージが強い工芸を時代に対応させ、現代化の試みをはじめた。現代アートの中で、

もしくは、最新のデザインの中で工芸を位置づける。この図はこれまで民間、金沢市、美術館がおこな

ってきた工芸の主な取り組みをまとめたもの。金沢２１世紀美術館は、現代アートの美術館ですが、そ

の中で工芸も扱った。 
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金沢２１世紀美術館は、開館当初から現代アートと工芸を作品収集の二本柱にしてきた。金沢２１

世紀美術館は、現代アートばかり有名だが、実は、工芸も当初は消極的ながら大切にしてきた。いまお

見せしている図の一番上の段はこれまで実施してきた展覧会の数々です。私が金沢へ来たのが 2007 年

ですから、そのずいぶん前から、1990 年代から、世界工芸都市宣言とか世界工芸都市会議とか工芸の

国際化、現代化をやっている。金沢２１世紀美術館では、開館時に工芸の収蔵品の紹介を行い、開館２

年目では工芸の企画展を開催、さらに私が行ってから美術館と工芸界との距離を縮めて活発化させた。

2010 年あたりから工芸の現代化した姿や国際的な動向を紹介する展覧会を実施。また、それらをニュ

ーヨーク、台湾にも巡回。海外の専門家の招聘や金沢の専門家の海外調査なども行い、国際的な活動へ

と変更していった。工芸の動きは当初、地元の工芸作家を中心に、経済界、NPO などの民間の団体な

どが行ってきた。そこに美術館がつながる形で進んだ。2010 年辺りからだ。そのひとつである「金沢

燈涼会」は、青年会議所が中心になって立ち上げたイベントで、主催や名称（現・金沢２１世紀工芸祭）

が変更となったが今に続く。工芸をメインにした一種のお祭りと思ってもらえばよいが、工芸と伝統

的町並み、食を組み合わせたアートイベントだ。これは直島時代からの「まちを舞台にしたアート」の

工芸展開である。工芸は「くらし」や「日常」との相性がいい。 

まち全体を工芸で染め上げることでこれまで気づかなかった場所や人に注目が集まる。飲食店や土

産物店へも人が回っていく。金沢のギャラリー20 軒程を口説いて、ギャラリーのネットワークを作っ

て、工芸祭に合わせて展覧会を同時開催したり、情報発信した。継続することで他のイベントも増えて

きた。今年はネットでやっているが、アートフェアやオークションを立ち上げている。 

ユネスコには、有名なところでは「世界遺産」といった登録制度があるが、そのひとつが「創造都

市・クリエイティブシティー」と言われているものがある。都市を人口や経済規模で図るのではなく、

文化度や歴史で測ろうというもので、文学、工芸、食などのカテゴリーがある。その一つの工芸部門に

金沢は日本で第一号認定を受けている。地域の文化資源を世界的な視点で評価してもらい、認知度を

高めていくためだ。 

いろいろ野望があって、金沢市だけでなく、エリアを更に広げていっている。魅力的な工芸の産地と

いう視点で見ていくと、北陸全体に様々なジャンルの産地があることに気がつく。そこまで視点を広

げて北陸三県にまたがる工芸の広域エリアをつくろうというのが、Go for kogei という取り組みだ。現

状でも石川県と、富山県、福井県の３県には、美術館や研修所、工房などがある。工芸にまつわる公募

展の数も多い。産地も、金沢、能美、小松、高岡、富山、鯖江、福井など。それぞれ陶磁、漆芸、木工、

ガラス、紙など 16 種類になる。それぞれで活動をしているが、それを連携する。リーディングプレイ

ヤーと書いているが、３０、４０代のまちづくりや工芸振興に携わるひとたちがいて、バリバリの働き

盛りの人たちが地域のアートイベントを動かしている。その人達と力を合わせる。金沢でやってきた

ことを北陸全体に広げていって、ネットワーク化して一つのプラットフォームにして、国際的な工芸

の振興活動につなげていくのが、このところの野望で、それを今、実際にやっているところ。 

「『北陸工芸プラットフォーム』形成事業“Go for kogei”」で日本博事業にも採択されている。小さ

い行政区分を越えて、北陸という大きな文化ゾーンを形成していくということを考えている。金沢だ
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けが一人勝ちという狭い考えはやめて、北陸全体でまちと工芸をブランド化していって、存在感を増

していこうと考えている。文化の再生と地域経済を回すという二つをおこなっていく。 

ちょうど北陸新幹線が金沢まで延伸して、年間 2,000 万人の観光客が来ている。新幹線が来る前と

比べたら、飛躍的な数となっている。その延伸が福井までされる。今、遅れるのではないかと話題にな

っているが、延伸にあわせて事業を進めている。新幹線だけでなく、港や空港なども整備されていて、

便利になるが、来てもらうためには魅力あるまちになっていないとダメだ。今までやってきたことに、

さらに磨きを掛けていく。魅力的だから、その場所が楽しいから人が来るのであって、便利だからと言

う理由だけでは人は来ない。個性的な文化ももつ場所は魅力的だ。他人が見て魅力的に見える場所と

いうには、そこに暮らす人にとって魅力的なのだと思う。まずはそこに暮らす人が楽しめる場をつく

るということだ。 

これは四方山話になるが、現代アートは時代によって移り変わる。だから現代アートなんですが、

固定的な美の歴史としてあるわけでない。時代が変化するように現代アートの流れも変化する。判断

する価値観が変わる。かつては、美術史の流れの中で美術の意味を見つけることができた。しかし、今

や、これまでの延長では解釈できないものや美術の流れの中からでは上手く説明しきれないものが現

れてきた。それはなぜかと言うと、造形上の問題ではないところで、美術ができあがってきているから

だ。例えばテクノロジーや政治的な言動との関係や

LGBT などの人権に関連して生まれた作品も多くなって

きているからだ。先ほどどなたかの質問を受けて現代ア

ートはよく分からないという話になったが、現代アート

と福祉、現代アートと子ども、現代アートと陶芸、現代

アートと政治とか、いろんなものとの掛け合わせで見て

いく必要がある。いろんな展開があるというのが、現代

アートの面白いところだ。さらに分散していく現代アー

トを好奇心をもって楽しむことが大切。 

話を金沢に戻すと、最近の出来事では、国立工芸館が東京から金沢へ移転したことが挙げられる。10

月にオープンした。誘致の段階で私も少し関わったが、自分が想像していたものとだいぶん異なった。

そのあたりの経緯は、『陶説』（2020 年 9 月号 開館 国立工芸館）に詳しい。私としては、いま必要

な工芸のための美術館は、金沢２１世紀美術館の工芸版のような美術館で、国際的なコンテキストの

中で工芸の発信活動を行うことだと考えた。東京の工芸館のそのままの移転でも悪くはないが、せっ

かくの機会であったので、期待した。それも勝手な期待であったが、先ほど言った北陸３県の「工芸の

プラットフォーム」事業などと併せていけば、さらに北陸の工芸のより発信力は高まるだろう。   

こういう新しいことに対して、おもしろがってくれる人もいれば、そうでない人もいる。伝統的なこ

とを大事にする人からすれば、何でも新しくたり、工芸でないものと混ぜ合わせたりする必要はない

という。でも、チャレンジすることは大事だ。新しいものと古いもの両方があることでまちは活性化し

ていく。 
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自分が今やっていることを優先して話してしまったので、岡山の皆さんが知りたいことではなかっ

たかもしれない。少々、反省している。アートの中身や方向が違っていても、今人々が求めているもの

は同じような方向を向いているのではないだろうか。自分たちの暮らしを豊かにするアートとはどの

ようなものか、ということ。それは単にアートの価値だけの話ではない。有名だとか、アートとして認

められているというだけではなく、求めているまちにとって十分に意味があるものなのかということ

を問わなければならない。 

どうやって自前で文化的な地域を作り上げるか。これは単体の文化施設の運営やひとつの美術展の

話ではない。それらがまちになにをもたらすものなのかを皆で考え、吟味する必要がある。大きいもの

だけでは回らない地域固有のものがある。「グローバリズム」はとにかく開け、垣根を無くせというこ

とだったが、それだけでは回らない世の中になりつつある。コロナ以降で、社会を動かす価値観が変わ

ってきている。あらためて足下を見直し、自分たちでくらしを作り上げる必要がある。開いているだけ

ではとんでもないことになるというのは、今回のコロナで体感として分かった。開きつつ閉じるとい

うのが一番の方法だと思う。自分たちが自分たちの手で守らなければいけない価値観や生活のサイク

ルがあるが、それを大事にしつつ、過度に閉じこもることなく、新たなコミュニティの形成に向かわな

ければならない。一方で自分と価値観を共有できる人たちと協働し、アライアンスを組んで、何とか生

き残れるような地場の強さを持たないといけない。 

こういうコロナのような出来事というのは繰り返しやって来るかも知れない。そのとき、どうやっ

て、安全・安心や心の満足を含め、自分たちのくらしを作っていくか。とても大切なテーマだ。文化も

その中にある。コミュニティは、昔のような地縁・血縁型のコミュニティだけではない。新しいテーマ

型、もしくは、趣味や価値観をベースにした、自分にとって合うようなものをベースにしたコミュニテ

ィもある。それらと多層化させてコミュニティの安定を図るということが、自分たちの暮らしを作っ

ていく上で大事であり、そういうものに文化も関わっていくことが大切だ。 
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パネルディスカッション「多様性の美術館づくりへ」 

 
出席者                         

岩根宏行氏   （パネリスト、NCS.OKAYAMA代表） 

  大月ヒロ子氏 （パネリスト、IDEA R LAB代表） 

  山下リール氏 （パネリスト、(一社)TOCOL代表） 

  秋元雄史氏   （パネリスト、基調講演講師） 

  中村恵美氏   （司会、フリーアナウンサー） 
 

中）自己紹介を兼ねて、普段の活動や美術館などとのか   

かわりを教えて下さい。 

 

岩〉内山下小学校、この前、ここの討論会があった。こ

こに住む人の母校はここが我が母校という感じ。

ここの前にある山陽放送に長く勤めた。その後大

学で社会学など。66 才からギャラリーを中山下で

始め、あっという間に８年目。いろんな人達が来て

くれる。自分の好きなことを次から次へするのは

大変楽しいこと。今日のお客さんは素晴らしい方が大勢、スペインから保田さんも来た、うれし

い。 

問題は自分のことではなくて、子どもたちのために大人は何ができるかということ。それが一番の

自分にとってのテーマ。秋元さんのおっしゃった金沢２１世紀美術館では、開館の時に、子どもた

ちが全部来た。そしてチケットを持って帰って、次にはファミリーで来た。それが最初の良いきっ

かけとなっていた。最初から盛り上がることはなかなかない。情熱とか愛することはものすごく大

事。皆さんが、やろう、ということであれば、必ず岡山市に届くと思う。 

岡山の美術館、もっと言えば、市役所が建替になるので、そこに美術館ができれば大きな美術館に

なる可能性があるが、でも、自分にとっては、旧内山下小学校がアートスペース、市民会館が美術

館に。ちょうどカルチャーゾーンの真ん中にある。市民会館は設計家に任せて先輩の作品をキープ

(収蔵)する美術館にできる可能性がある。内山下小学校にはキープするスペースがないのでアート

センターに。自分の中では、絵があり音楽があるというのがうれしい。どうしてもこの思い、皆さ

んの思いを代表して市長に伝えたい。 

 

中）20 年来の願いのバトンを岩根さんがパッとたぐって、どんな風に動いていくかというところ。 

岡山市だけでなく、県内の様々な場所、玉島を拠点に活動されている大月さん、普段、どういった

活動をされているのか教えて下さい。 

 

大）玉島のことを言ってくださったので、どういうことをしているか、からお話ししたい。玉島の「イ

デア アール ラボ」というのは、コミュニティから出た様々な物、いらなくなった物、端材とか廃

材とか、そういった物を分類整理して、物だけではなく、使わなくなった建物、場所も、新しい解

釈で活用し直すような、新しく創造し直すような活動をしている。そこで蓄えたノウハウを、日本

各地のプロジェクトとか、あるいは海外と繋いだりとか、外の活動もサポートしていくような、そ

ういったクリエイティブリユースという思想を持った活動をしている。 

私は、1979 年に板橋区立美術館の学芸員として活動をスタートした。ちょうど秋元さんが今いら

っしゃる練馬区の隣。そこは、40 年経っているが、区の直営でずっと運営している。今、指定管

理の運営をするところが増えてきているが、小さな所だが直営でやっている。その後、大阪府立の
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大型児童館「ビッグバン」というところの総合プロデューサーをしていたが、それが 2000 年あた

りだが、府が財団へ運営を委託した所で働いていた。ちょうどその前後、独立行政法人化した国立

美術館博物館部会の評価委員を 2001 年から 2006 年までやったが、アートスペースやミュージア

ムの運営は、とても難しいと思った。やっぱり、そこにきちんと予算を充てていくんだぞ、という

覚悟のようなものが必要で、どこかに“よろしく”みたいなことでは成り立って行かないということ

を、そこですごく感じた。  

今は、玉島の活動以外に、「岡山文化芸術アソシエイツ」の仕事もしている。ここの活動の大きな

柱は、分野横断。それまでの岡山県文化連盟には様々な分野があるが、プラス福祉とか、教育とか、

建築とか、食、そういったものも入れ込んだ交流の場、出会いの場をつくり、新たな動きが生まれ

てくれば良いとやってきた。ここに例として一冊の本がある。青島由佳さんという糸を紡いでいる

人が埼玉から岡山に移住してきて、いま活動をしているが、その方が本を作りたいと思っていた

が、岡山文化芸術アソシエイツの「交流実験室」という、もう 30 回くらいやっている、その一つ

の回で講師としてお願いした。本を作るには編集者が必要だが、東京でないと難しい。たまたま実

験室で、美術出版社をやめて岡山に来ている人と偶然出会って、じゃあ作ろうということになり、

２年後のこの本が生まれた。こういうふうに、岡山の中でも、普段知り合えない人が、そういう場

で、自分が求めていた人がいるとか、違う分野でも同じ興味のポイントがあるような人がお互いに

出会って、新しい活動が始められるような、そういった場が作れたらいいと思っている。 

先ほどの話にあった金沢アートスペースリンクはいいなと思った。既存のスペースの再活用、再解

釈をすごく素敵だと思った。新たにスペースを設けるというよりも、アートセンターというのは活

動体であるべきと思っていて、人の集まりだったりでもよい、既存のものを再解釈して再活用する

ことが、これからの世の中には必要なことではないか。 

 

中）新しい美術館にというところに繋がっていく話が出てきたが、様々な実験を交えて挑戦を続けて

いる大月さんですが、話の中に、新しい美術館は直営にするのか、指定管理にするのかは、皆さん

と一緒に議論を深めていければ。岡山には、本当に楽しい人材がいるという、その代表として山下

リールさん、普段の活動、こんなことに力を入れているということをお話しください。 

 

山）私は一般社団法人トーコルの代表理事をしている。15 年ほど活動しているが、去年一般社団法人

化して今までやってきたことを事業として推し進めている。私は岡山で生まれ育ち大学のため県

外に出てそこで就職したが、美術大学なので、一般的に美術館には足繁く通っていたが、今は教育

を軸に活動している。私自身は、就職したときに出版・編集にいたが、東京のワタリウム美術館の

「子どもたちの１００の言葉」という素晴らしい展覧会の図録を作ったのが初めての仕事。運営

側でなく、サポート側で美術館に関わってきた。  

久しぶりにこの会場に来たが、2014 年ぐらいに、内山下小学校と石山公園、岡山城とかに回遊性

という形で岡山市が社会実験をした。この廃校をどのように再生・利用していくかというプロジェ

クトに、責任者の一人として関わった。「ハイコーチャレンジ」という名前でここの再活用と模索

使用として市民活動の方と加わった。それ以来だが、ここの場はエネルギーがあって素敵だと思

う。美術館というものがどういうものかの定義付けがみなさんの中で違うかもしれないので、あく

まで私の中で、皆さんが表現をする場、表現をする人と鑑賞をする人の接点となる場だとすれば、

この小学校だったり石山公園だったりが、街中が空洞化している中で、新たな美術館となり得る要

素ができてくるのではないか。 

私はトーコルの中で、色と光というテーマでやってきている。私たちが、見る、視覚というのはど

ういうことなのか、それがどういうことを私たちにもたらしているのか、を産学連携で立命館大学

と研究をしている。その中で、どういう所に落としどころをもっていけば面白いかというところで

理科教材を作っている。目の前にあるのが天体望遠鏡、土星とか木星が見える、段ボールでできた

もの。私たちの目に仕組みを伝えるために、顕微鏡を作ったりとか、自分たちで作る天体望遠鏡を

開発して、今販売している。この後、岡山空港で観測会がある。約 50 名が参加。 

これからのアート、美術の何が求められるかと思った時、縦割りのいろんなものを、横軸で刺して
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くれるものが美術ではないか。ダンボールの天体望遠鏡を作るのに３時間くらいかかる。それを子

どもが一人で作りきる。学校では習わないこと、どう作ればよいかを考えることは、どの教科にも

当てはまらないいろんな要素がある。子どもたちは３時間休み無く集中して作業する。これからの

子どもたちに何ができるかを考えたとき、与えられた空間、与えられたものというよりも、試行錯

誤的なもの、大月さんの実験室的なものがどんどん求められる時代になっていくと思う。そういう

ことも、新しい美術館の中に含まれてくると思って、皆さんとお話ができるのを楽しみにしてい

る。 

 

中）望遠鏡は、クラウドファンディングで寄付を募って実現させた。新しい形で夢を実現させるという

のは、一つの方向性として参考になる。 

  秋元さん、岩根さんから岡山に新しい美術館をつくりたいと聞いて、率直にどう思ったのかを聞

かせて頂きたい。岡山は第二の故郷と言って頂いたので。 

 

秋）そのこと自体には、ほとんど想像を巡らせていない。私が何かを言うことでは無い。言われる方が

考えること。美術館というのは、基本的には所蔵庫なんですよ。古い文化財を後世に残していくと

いうのが一番の役割。その後、それを公開して皆さんにも見て頂く機会を作る。そして、もっと踏

み込んで、ただ見せるだけでは事態が進まないから、もろもろの教育普及のプログラムがあって

身近なものになってもらうということで、もともとの出発点は所蔵庫。美術館を作るというのは

結構重たいんですよ。ハードとしてもいろんなことをクリアーしていかないといけないし、目に

見えない収蔵庫まわりのこととか、ギャラリーまわりとか、いろんな基準があって、ハードとして

それを維持管理していくのが大変だし、中のプログラムを提供していくのも大変。岩根さんの言

う、次世代の子どもたちにいいアートの機会をつくりたいというのは、その部分だけを取り出し

て、プログラムとして作ればいいので、例えばいろんな文化イベントがあると思うが、その中にそ

ういう機会を作る。いろんな作家が展示会をしていても、近隣の子どもたちが理解できているか

と言えば、なかなかできていない。それを NPO とかで勝手隊みたいなものをつくればよい。美術

館にやれと言ってもなかなかやらないので、自分たちでやるから場所だけ貸して欲しいとやって

いる団体もある。美術館をつくるのは、ものすごい予算だし、毎年を考えると重たいので、自分た

ちでそういう活動の場を作ってやっていくのがまずやれること。 

                                 

岩）よく分かります。でも岡山市に任せるには条件がある。例えば 

芸大美術館の学芸員は何人いるのか。 

秋）専門の教授が４人、研究員の助手が８人くらいいる。 

岩）12 人ぐらいね。金沢は。 

秋）10 人ぐらい。 

岩）横浜は 20 人ぐらいいる。大体 10 人ぐらいはいるが、岡山は、 

シティミュージアムに１人、オリエント美術館に２人、政令指定

都市の中に３人しかいない。そうすると、学芸員の人達が知恵を

絞って何かをするといったって、ガラスの分野の人か、シティミュージアムはいろんな（報道の）

局が借りているような感じだが、本来あそこは博物館なので、絵の学芸員として力を発揮する人が

いない。市立美術館には、ちゃんとした館長と、学芸員が４人ぐらいは欲しい。基本的にどうやっ

てやるのかの話が一つ、できた後の話だが。金沢の話が出たが、金沢の画家とか工芸の人達は、金

沢は日本一と思っているかも知れないし、国立の工芸館もオープンした。そのような金沢の人口は

どれぐらいか。 

秋）45 万人。 

岩）岡山は 70 万人だよ。たぶん、そういう学芸とか、工芸や美術に対するプライドがちょっと少ない。

いい画家がいっぱいいる、その人達の展示を市立美術館でやれば良い。能勢さんなんかは倉敷で

やっている。岡山なのに関係ないんですよ。熊本には二つある。岡山のことを余り言ってはいけな

いが、岡山がちゃんとやれば、ある程度のことはできると思う。 
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秋）その辺の文化政策上の事情は分からない。そこまで少ない人数というには、ちょっと珍しい。美術

館というのは調査研究するところで、その専門家が学芸員。なかなか悩ましい。 

岩）逆のことを言えば、市に対して、ちゃんとした学芸員を雇って欲しい。岡山大学はあるが、学芸員

として教育する大学も岡山はちょっと少ないのかな。 

 

中）学芸員をされていた大月さんは、今、岡山に繋がっての実感というのはどうですか。 

 

大）文化に対するお金のかけ方、行政の中でのパーセンテージが結構問題になってくるのかなと思う。

役所の人にとっても、文化行政が自分事なのかどうかによるし、市民の方にとっても、公的なこと

で、文化行政にお金を使っちゃって、みたいなことを言うか言わないか。文化芸術が自分事なのか

どうか。そのあたりで、予算がどう使われるかが大きく問われる。私は岡山県の文化行政にどのく

らいお金が割かれているのか、数字的には分からないのだが、ひょっとすると秋元さんはご存じ

かも知れない。他の市とか、海外の事例とか比べてみてもかなりリアルに分かると思うので教え

て下さい。 

 

秋）2005 年から 2010 年の古いデータだがありますよ。一人あたりどれぐらい使っているかだが、岡

山市は年間 1,000 円～2,000 円の間ぐらい。ちなみに金沢市は 9,000 円、新潟市が 6,000 円、倉敷

が 3,000 円、一番たくさん使っているのは金沢市。大体６％、国家予算に対する文化の支出が３％

から６％で、６％はかなりの文化都市。金沢の場合は、文化でめしを食っているのでちょっと事情

が違う。 

岩）高松は、以前工藤哲巳の展覧会に行ったが、モダンアートをがんがんやっている。 

秋）高松は、文化が充実しているが 4,000 円ぐらい。高松の人口は 35 万くらいでは。 

岩）たくさん使えば良いという訳ではないが、当然ながら必要だと思っての額なのでちょっと残念。 

  倉敷は、坂田一男は、倉敷にアトリエがあったが、出身は岡山の船頭町なのに、倉敷に作品が行っ

てしまう。県立美術館には適当にあるが。岡山出身の作品を何とかここで見たいというのが基本

的にある。そのためには、学芸員が税金で作品を購入することも必要。 

 

中）どれぐらい意識を変えていくかということになるが、お金をどれぐらい注ぐかというと、教育にど

れだけお金を注ぐか、お金の額ではなく人材だからということもあるが、山下さんは実際に教育

教材、望遠鏡のようなものを使って子どもたちにアートとか芸術を伝えていくという活動をされ

ている中で、岡山市にもうちょっとこうなったらいいのに、とか、こういうものが足りないが欲し

いなとかがあれば。 

 

山）例えば、この天体望遠鏡を弊社の方で 1,800 台を寄付しますよ、クラウドファンディング皆さん

から頂いた金額でまかなって、全国にサポーターを募集した。要は私たちからエンドユーザーさ

んへあげるのではなく、そこの地域の子どもたちとか、震災以降大変な思いをされている所に、例

えば自分の母校の生徒でもいいので、寄付をしたい、子どもたちのために使いたいという人は手

を挙げて下さいという募集の仕方をした時に、残念ながら、岡山は手を挙げて下さる方がとても

少なかった。一番に手を挙げて下さったのは種子島の方。あと北海道とか、岩手ではこの子たちの

ために 50 台とか 100 台など。誰かのために何かをするという部分を比較するのではないが、岡山

は昔から教育県といわれるが、私は昔から実感として教育県という認識がない。何でだろうなと

思うが、原因は分からない。そういう違いがまず一つある。私たち TOCOL という団体で、寄田

真見乃さんという尺八奏者の女性の方のプロデュースをしているが、このコロナ禍で、表現する

方たちの表現の場が一気に無くなったと思う。ライブハウスがだめになったし、演劇をする場所、

映画館ですら閉鎖されたときに、助成金なり、補助金なりという形で、県や市が打ち出したやり方

として、岡山はとても弱いというのを見ていて思った。寄田さんは京都の方なので、京都の助成金

を色々調べたが、すごく面白いと思ったのが、京都市だったか、クラウドファンディングで自分た

ちでやって下さい。集まった金額の倍を行政が出します、なので、一団体あたり何十万円ですとい
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う問題でなく、とりあえず自分たちで新しい表現の方法を考えて下さい、たくさん自分たちで努

力をしてお金を集めて下さい。もちろん全部の団体には出せませんが、３団体か５団体だったか

行政がピックアップをして、集まったお金の倍を出すという助成の仕方をされていて、これが京

都だと思った。思いがある所にきちんとお金が届く仕組み。平等さ、公平さを求める余りに、なか

なか引っ張り上げられないところ、変えなければいけないところが変わらないジレンマがあるの

が露わになった。教育現場も一緒で、国が何年も前から、2020 年からタブレット化を推し進めま

すと言っていたが、結局現場は何も変わっていない、何もやっていなかった。で、コロナ禍になっ

てしまって、教育現場は大変だった。私たちは、2020 年を狙ってこれ（段ボール望遠鏡）を発売

した。これはタブレットで見られるのだが。民間の企業の動きすら止めてしまう。その辺は岡山だ

けの問題でなく日本全体の問題かも知れないが。新しいものを作り上げるとき、民間や行政だけ

がやっても難しいが、どこかでチャレンジするきっかけが必要と思う。 

 

中）サポーターの話が出たが、本来は行政が一番のサポーターになって欲しいが。今の話を聞いて、秋

元さん、コロナ禍で、ニューノーマル、不況になって新しいチャレンジをしたり、美術館も新しい

形態を取っている所もあると思うが、色々ごらんになって、こういう新しい話があるとかあれば。 

 

秋）新しく仕組みそのものを変えていかないと、思いだけでは動かないところがある。行政は仕組みを

作る場所なので、もっと柔軟になった方が良い。かつて、岡山は、ＮＰＯを全国に先駆けて立ち上

げた。非常に独立心の強い、市民意識の強い、そういう土地柄だった。今日、聞いていて、エッ、

と思った。外から見ていて結束心の強いエリアだったが、どうしたんだろう。 

 

中）ＮＰＯ活動は盛んではある。地道に頑張っている団体はたくさんある。私自身、ＮＰＯ岡山センタ

ーの理事だが、協働ということになると、とたんに難しい。市民活動とか、行政もいろんな所があ

りますよと言うが、一緒にやっていくとなると難しいという気がする。 

 

秋）市民の言っていることに付き合わないといけないのかな、でなく、イコールパートナー的に、一緒

にやっていければ良いが。 

 

中）行政のサガと言いますか、どうしても担当の方が何年かしたら変わってしまう。頼りにしていたや

る気のある人が、いつの間にかいなくなってしまうところがある。ある意味、文化の一つ窓口のよ

うな所があって、そこにコーディネーターのような方がいるとか、そういう仕組みを…。 

 

秋）どうしても、役所の課の仕組みは業務単位で縦割りになってしまうが、企画を練っていく企画部隊

のようなものは無いか。 

 

大）「岡山文化芸術アソシエイツ」で仕事をしていて、分野横断でいろいろリサーチをかけたりするが、

そういうときに、個人の資質にもよるが、県の職員だった方が、こういう分野の人を探していると

言うと、「じゃあ、ちょっと電話を掛けてあげるよ」とか、いろんなところでお仕事をされている

方は、様々な情報をお持ちで、顔も広いしすごい頼りになると思った。それは、文化芸術だけでは

ない。農村とか、観光とか、土木とか、あるいは教育とか、文化芸術という狭い範囲ではなくて、

そういう広い分野を繋いで下さる方がいるということが、とても発見も多いし、楽しいと思うし、

有り難いと思う。そういうことを繰り返すうちに、役所の組織自体の分野横断が必要なのではな

いかと思った。そうしたそれぞれの部署を繋ぐようなセクションがもし役所の中にあれば、もっ

と柔らかい、自分たちの範囲以外は関係ない、ではなく、こう繋いだらもっと面白いことができる

とか、どちらの仕事ということではなく、一緒にやろうよ、みたいな、中の人間関係も柔軟になっ

て、仕事自体も楽しくなるかも知れない。そうしたことがとても必要になってくる。これは会社と

かでも同じ。クリエイティブな仕事をする企業も、デザインの大手でもそうだが、縦割りがあった

りすると意外にそれぞれのやっていることが見えていない。この部署とこの部署が協力するとす
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ごく素敵なものが生まれるのに、毎日の業務の中では気付かない。大きなくくりで俯瞰して、もう

一度、組織の在り方を考え直す事も大切。 

コロナの時代に、どんどんバーチャルやオンライン化が進む中で、子どもたちの教育とか大人もそ

うだが、だんだん弱体化していくのが手を使って考えるということ。「手は突き出た脳である」と

いう言葉があるが、手と頭を行き来させながらものを考えたり作ってしてきているが、手が置き去

りになって、頭の中だけで妄想したり想像したりになっている。こういう時代だからこそ、更に手

を使って考える事が必要になってくる。そういう場とか、機会をたくさん作れるような、アートセ

ンターなのか、美術館なのか、そういうものができるといいなと思う。 

 

中）バーチャルはこれから必須。今日のシンポジウムも世界に発信しても   

良いし、そういうことが必要になってくるのではないかと思うが、秋    

元さん、どうですか。 

 

秋）もう普通になっている。こういうシンポジウムでも、もう今は、同時

発信する。だんだんそうなっていくし、むしろ、ネット社会だからこ

そ会える人もいて、仕組みそのものも良くなって、1,000 人単位ですぐ集まれる。ネット上で顔の

表情が見えると質問しやすいとか、逆にその方がしゃべりやすいとかの良さもあるので、併用し

ていくのでは。 

 

中）そう考えると岡山に居ながらにして世界に発信出来る訳だから、グローカルというか、作家が岡山

にいて全国に売り出せるということが、今後一般化されていくと思うが、岩根会長、アートセンタ

ーの話が出ていますが。 

 

岩）山下さんのやっているような望遠鏡は、もしアートセンターであれば、夜のグラウンドでやったり

キャンプをしたりということがあるかも知れない。今日はアーティスト方がたくさんお見えにな

っていて大変うれしいが、残念なことは、菅さんも安倍さんもそうだが、ドイツの文科省では、佐

藤(朋子)さんという画家がドイツにいて、週末に 60 万円がおりたという話があるように、日本の

アーティストはいくらおりるという話は無い。一律 10 万円。政府を批判しても意味はないが、本

当に大変だと思う。文化をどうするか、絵や、彫刻をどうするか、その人達には、芸術は不可欠で

あるということが一番大事なこと。市長には政令都市なのでどうしてもやって欲しいと言う一番

の気持ちがある。ドイツみたいに、お金が無い国もあろうが、出来れば日本もいい国であって欲し

い。芸術家を大事にして欲しい。アーティストの皆さんがこんなに来てくれるというのは、皆さん

もひょっとしたら小さくても岡山市立美術館を作れば良いと思ってくれていると思う。先頭に立

ってやっていますけど、その思いを込めて市長に言いに行きたい。 

秋）今、アートセンター的な役割をしているのはどこですか。かつて、県美の裏の…。 

岩）天神山文化プラザがもちろんあるんです。石川さんの芸術プログラム（が使った）。（石川さんは）

この前、新聞に出たが。もっと言えば、お金があるのだったら、美術館をつくれと言いたい。 

秋）埼玉の芸術祭が参考になる。１回目に、海外では有名な国際的な現代アーティストたちを招聘し

て、プロデューサーも有名な人にしてもらったが、議会からものすごい反発があった。あれは何だ

と。現代芸術だけどさっぱり分からないと。２回目からは、いろいろな意見をヒアリングしたりし

て、いろんな層のアートを同時にやっている。市民アートフェスティバルもあり、それをちゃんと

したキュレーターが立ってやっている。やっぱり地元と招聘組とが共存出来る形にしていった方

がいい。美術館はあった方がいいが、そこに至るプロセスとして、実際の活動実績をつくっていく

必要があるし、岡山芸術交流があり、市も予算をつけているのなら、それはそれでいいが、でも、

もう一つ地元のアーティストたちが活動出来るという場も設けたらどうかというのは、言っても

良い。 

岩）天神山文化プラザの方は、そのために２ヶ月間(展示室を)取られる訳です。そうすると、天神山そ
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のものは一杯使っているわけですよ。その間全部アウト。そのこともあるから、この市立美術館が

必要になるというのが基本的にある。それがあるから、岡山の作家は、なかなか自由がきかない。

最初に子どもたちが、パパ、こういうの(作品)が出来たよと言う話をするとか、表現の自由という

のはものすごく大事なこと。皆さんの表現の自由(の確保)をちゃんとしないとおかしいだろう、と

いうことが納得できないところ。 

 

中）私は福岡出身だが、小学生の時に作った半魚人のお面とかよく分からないものが美術館に展示さ

れて、それを家族で見に行って、すごく誇らしいというか感動体験をしたのをすごく覚えている。

岡山市だと、天満屋の下のギャラリースペースだとか、市役所の中も使ったりしていますが、そう

いう場が増えれば増えるほどそうした機会が増えて良い。 

  市民会館自体は、2022 年に新しいものが完成するということで、その後をどうするかという議論

も同時進行になると思うが、そのあたりの現状を教えて頂きたい。 

 

岩）市長さんは芝生にしましょうという気持ちもあった。２年間ぐらいで。具体的に市長から聞いてい

る訳ではないが。だから今いろんな企画がこの小学校にあることはある。だが、その前に、私たち

のちゃんとした美術館を作りたいと言えば、市民会館やこの内山下小学校が、美術館やアートス

ペースになる可能性もある。それが自分たちの望み。 

 

秋）一つは、美術を研究していく、深めていくはずの学芸職の数が少なすぎる。芸術活動には垣根が無

いから別にどこの出身でもかまわないし、地元だけを優先するというのはどうかなとは思うが、

地元の活動を研究もしていなければ、ないがしろにしすぎ。岡山の文化施設であれば、岡山の中で

培われてきた芸術活動というのはあるし、倉敷には芸術大学があるのだから、それを発表する機

会をつくるべき。情操的なプログラムでなくて、プロフェッショナルな岡山の作家たちの発表の

機会は作るべき。それに対する配慮が無いというのは、どういうことなのかわからない。ふつう

は、むしろ逆で、地元を優先しすぎるきらいがあり、レベルを担保できないということが問題にな

る。繰り返すが、岡山には独自のアート活動があるのだから、そこをないがしろにすることは出来

ないと思う。国民は権利として文化的な活動を行えるはずで、その拠点となるような場所をつく

るどころか取り上げているというのは、問題なんじゃないか。 

岩）そうです。 

秋）市民が気軽に使用できる文化センター的な施設は必要だし、天神

山文化プラザは、あれ自体、県民のための場所。それをどういう

方針で占有しているのか分からない。(芸術交流は)次回はリクリ

ットがアートディレクターではないかと思うが、アートの民主化

を行ってきた人だけに、市民を排除した変な権威化が進んでいて

妙な構図になっているなあ。 
 
 

＜質疑応答＞ 

中）ここで皆さんからの質疑応答の時間に移らせて頂く。きょうは県内外から、さまざまな方にお越し

いただいている。基調講演、パネルディスカッションの感想や、一言もの申すでも、皆さんから何

かあれば。 

 

能 能勢伊勢雄と言います。天神山文化プラザは、その前に、岡山県総合文化センターと言っていた。

つまり“センター”が付いていた。それで、天神山文化プラザの 50 周年記念展の時に、天神山文化

プラザから出た記念刊行物に、僕は、プラザでなくセンターに戻しなさい、という文章を書いた。

なぜそんなことを思ったかといったら、アーロン・ローズという、サンフランシスコから出発し

てニューヨークで、現代美術の若い作家たちを表に出すという、ササビーズでものすごい値段が

付くような若い作家を発掘してきたような人が、本当に小さいアレッジドギャラリーをつくって、

そこではほとんど作品展示が出来るスペースはないが、いろんな作家達の情報が得られるという
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“センター”をつくりあげていった。そして、ありとあらゆるジャンルの表現者の情報がアレッジド

ギャラリーに集まって、ニューヨークのアートシーンが根本的に活性化されていく訳です。 

本来は、岡山が焼け野原になって何も無くなったときに、岡山芸能懇話会という当時の文化人が、

文化で岡山を再興しようと。そうしてつくったのが岡山県総合文化センターだったのです。セン

ターだったんです!! そのセンターを、なぜプラザに変えたのか、元の戻した方が良いのではない

か。行政として付けた名前なので、戻せないのでしょうが、僕は文化プラザの中にセンター的な、

アレッジドギャラリーについては、「ビューティフル・ルーザーズ」という、アーロン・ローズの

活動をドキュメントした、残っていた実写を集めた映画があるが、あれがセンター。いろいろ話

があるが…。 

秋）こういう方の話を大切にした方がいいな。正論だよ。 

能 天神山文化プラザの３階にある県文化連盟は、大月さんが言われたような横断性をすごく意識し

ている。大学のセクションが違う先生と、子どもたちとか作家たちを、敢えてぶつけて何かをやっ

ていくというプログラム展開が、僕が知る限りでは３年続いている。大月さんが言われたような

ことは、県文化連盟は気付いている。それは、文化連盟に立ち寄ったときに話をしても実感した。 

 

秋）今、岡山にあるものを棚卸しした方が良いんじゃないの。今みたいな話を聞くと、文化センターの

発足当時の意義みたいなものを振り返ったほうがいい気がします。歴史的に見直して、改めて目

的を再確認して、そうだったんじゃないの、ということをちゃんと行政を含めて確認したほうが

いい。文化はある特定の人の趣味ではない。 

 

能 石川さんのやった、あれ(岡山芸術交流)、１回目をやった時、岩根さんがちょっと話したが、天神

山文化プラザの週単位でしか出来ないくらい使っている所を、トップからの圧力でもって、１ヶ

月半ぐらい。実は、１回目の時、岡部玄さんが僕なんかと一緒に岡山県に抗議に行った、どういう

ことかと。県議会でどう扱われたかまでは報告が無いが、とにかく提出した。 

岩）よく分かります。 

能 ですよね。同じ思いです。 

 

中）岡山県文化連盟の話が出たが、文化人材バンクというのがあって、様々な、水墨画だったり、合唱、

音楽だったり言語の方だったり、人材が登録されていて、子どもたちの学校に出前授業に行くと

いうこともしている。ですから、そういう橋渡しのセンターになっているが、ある意味、岡山市が

政令指定都市となって、その段階で、市として何かをするというのが機能したのかなという、県は

やっていました、そこを市としてどうだったのかはクエスチョンが付く。 

 

岩）大月さんの、人が大事というのは本当にそう思う。岡山市は、市長が話しやすければ一番良いが、

市議や職員、そういう人達が、芸術のこと、アートに対して胸襟を開くような人であれば、もっと

スムーズになるような感じ。そういう意味で，大月さん、岡山市に入ったらどう？だって、高梁に

行けば成羽町のすごい(美術館)、瀬戸内は岸本さんの瀬戸内市立美術館がこれまた野田(弘志)さん

をやっているし、津山は最近がんがんやっている。(井原は)児玉(知己)さんとか、そういう風に活

発にやっているときに、岡山は？という気持ちになる。ちょっと寂しい。 

秋）県の方が強いのか。 

山）市の方が強い。データベースが共有化されていない。ＮＰＯさん、(中村さんの)ＮＰＯセンター岡

山さん、私も一つのＮＰＯの理事をしているが、ＮＰＯセンターを通じて、そこが、さっき秋元さ

んのギャラリーのネットワーク、プラットホームをつくろうと言われたのと同じで、ＮＰＯセン

ターさんはＮＰＯのプラットホームをつくろうとしている訳で、西川は飲食店さんのプラットホ

ームをつくろうとしている。今そういうプラットホームをたくさんつくろうと計画しているが、

それに対して行政の方が余り知らない、むしろ行政の方から、リールさんこんな人知りませんか、

とか、こんな活動をしている人知りませんか、と相談を受けるという、逆になっている。外からの

コンサルに対しては、市とか行政のアプローチがあるが、中の人材、岡山には本当にすごい人がい
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るんですよ、と行政の人によく言うが、なかなかデータベース化されていない、市と県では共有さ

れていないというのが、いろんな事業をやっていく上で、思うところではある。 

中）となると、大月さんが岡山市役所に…。 

 

大）アーロン・ローズが、いろんな方達の情報を、発信というか、クロスする所にあって、アーカイブ

的な機能もされていたという、…。 

能 自然と記録にもなる。 

大）アソシエイツでも、いろんなジャンルをまたいで、すごく面白い活動をされている方のアーカイ

ブ、データベースをつくろうという動きがあって、やり始めてはいる。そういったものが、オープ

ンになったり、いろんな方と共有出来ると、活動の弾みにもなっていくのではないか。アートセン

ターをつくる時も、こんな人達がいるんだよとか、こんな風に文化に掛けるパーセントがすごく

低いんだよ、と数字的、データ的なものを…。 

能 アレッジドギャラリーもそうだけど、お金を持っていない人ばっかり。本当に。でも才能がある。

そういう人達のセンター。だから、一番大事なのは、否定的な場所、つまり、否定された人、最も

注目が集まっていない人、そういう人の中に生まれているものを収集して出さないかぎり、評価

が決まった人のものを集めて来ても、たいてい展覧会をやっても面白くない。否定的な場所、否定

的な存在、そこを繋げるかどうかというのは、次のアート史を書き換えるような力を持ち得ると

思う。 

秋）本当にその通りで、新しいものが生まれてくるのは、ほとんど見捨てられたものから出てくる。そ

れを許容出来るかどうかは、街の豊かさなので、分かりやすくて品行方正で、優等生的なものだけ

で全部出来てしまうのは、ある種の不健康ですけど。今の話、やっぱりいろいろ聞くべきだと思っ

たが、最近、金沢から離れて、「Go for kogei」じゃないけど、結構見捨てられた産地を歩いてい

た。そこで何かをやってくれと言う話があって、始めはアイデアを出すばっかりだった。ほとんど

上手く出来なかった。今年、コロナでイベントを何もやらなくなってしまったので、その埋め合わ

せでインタビューをした。ひたすらいろんな人にインタビューをしていったが、これが、面白かっ

た。今みたいな状態で、あっ、なるほど！と。次のネタは、ほとんどそこで仕込んだくらいに、い

かに自分たちが見落としているか、こちらが勝手に見落としているが、そこにあるものを、人も含

めて、どう見直していくかはすごく大事なこと。卵が先か、鶏が先か，じゃないけど、機会をつく

らなければ育つものも育たない。どうやって中で、人を含めて、今みたいな隠れている情報も含め

て、地域の財産を集められるかだと思う。そこがすごく大事だね。 

 

中）多様性という美術館の話をしているが、いろんなところにスポットを当て、いろんな人に話を聞け

ば、必ずそこから得られるものがある。このアートセンター、新しい美術館をつくるという中で、

そうしたやり方を岩根さんがされていくのでは。 

  時間が迫っているので、最後の質問になるかも知れませんが。 

 

西 西村(光郎)と言います。大変貴重なお話をありがとうございました。ちょっと技術的なことでお尋

ねしたいが、(岡山市立美術館を)つくろう会ではこれまで議会とか行政とかに働きかけてこられた

と思うが、そのあたりの感触がどうだったか、今後どういう働きかけをされるのかお聞きしたい。 

 

岩）当初、自民党の議員 15～6 人いらっしゃって、そこで必要なことをパワーポイントで紹介した。

もっと言えば、青森あたりは、５番目の美術館がオープンする訳で、そうすると、それぞれの美術

館が映像ですごいとなり、それが一つの美術館のネットワークで紹介する。そういう事を含めて、

自民党の市議の皆さんは感動していた。それから、公明党の皆さんにも、もちろん紹介に行きまし

た。これも同じように感動してもらって、色々あって目一杯になり、大変好評でした。そして、今

日、秋元さんの話を記録にとって、映像に撮って、こういう資料でもって、私たちはどうしても美

術館が欲しいと、市長に対して言うこと。12 月の中下旬になると思うが、余り時間を空けず早い

内に行きたい。また、こういうイベントは、能勢さんのような人、いろんな人達を呼んで、一つの
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テーマで話しをしていただくとかを、中の方では考えている。市長に対しては、早く申請したいと

は思っている。 

 

中）今日は、秋元さんのお話の中にヒントはたくさんあって、シンポジウムなど活動をやって、ハード

が先なのか、ソフトが先なのかという所も一緒に、市民の皆さんと進めていけるのが一番だと感

じました。また、北陸３県でという話があったが、瀬戸内でとか、県北津山も盛んですし、奈義も

美術館があり、そういった大きなものを巻き込んでソースをつくっていくのも、何となく構想の

中に入っていくのかなと思った。最後の質問と言うことで…。 

 

石 ※石原敏弘さんが、東区の西大寺地区に美術館を、という趣旨の話をされたが、マイクを通され

ていないので記録できませんでした。 

 

中）岡山市は広くなりましたので、東西南北それぞれの文化を取り込んだアートセンターに、会長、よ

ろしくお願いいたします。最後に一言ずつ、今日の感想をお願いいたします。 

 

山）私は、教育というのが軸にあるので、そちらがメインになってしまったが、大月さんが言われたよ

うな、縦割りから横軸を通すような形がこれから求められていて、多分どの分野においても同じ

ようなことが言えるのではないか。今日は、アーティストの方も多いと聞きましたので、自分たち

は地元で頑張って、ものを作っている、表現しているというのを、それこそデータベースにアーカ

イブ出来て、それが行政に届くと、今ある既存の建物とか、空き家の問題とか、そういう所で表現

出来る場が増えていけば、何年後かにアートセンター的なものがイメージ出来たら良いと、皆さ

んの話を聞いて思った。 

 

大）今日、能勢さんの話を伺って、ちょっと歴史をさかのぼって、なぜサッと行かないのかを研究して

みたいと思い始めた。ここにいらっしゃる方も、とてもたくさんの方が、それぞれの立場でこれま

での経緯をご存じだと思うので、また色々話を聞かせていただけたらうれしい。 

 

岩）画家は、絵が、自分を表現する一番の言葉だと思いますから、画家であれば、えらそうな事を言い

ますが、絵があれば良いと思っている。だが、人という話になったとき、それは行政がもちろんや

ることが肝心だが、この場にアーティスト、画家の皆さんがいらっしゃるというのはすごいと思

う。絵はあなたの世界だが、それを子どもたちとか中学生とか、いろんな人達に見せたい。その思

いがあるので、私は絵を描くだけで良いということもあるかも知れないが、今日来ていただいた

気持ちを含め、私たちは何としても美術館を作りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

秋）足下を見直すというか、改めて、岡山でやってきたこともたくさんあると思うので、どういう風な

可能性があるのかを県や市や関係者と共有していくというのが必要と思う。自分たちの足下に価

値あるものが眠っていて、それは大事な歴史だということを伝えていく。案外地元がわかってい

るようでいて気付いていなかったりする。私はここで生まれ育ったから分かっているみたいなこ

とを言うけど、意外とわかんないものだ。 

岩）やっぱり、子どもたちに対して、うちには良い作家、画家がいる、おまえも成れという、画家で無

くても良いですよ、違う自分の道を歩めば良いですけど。それが大人の責任。頑張ります。 

 

中）岡山市立美術館、アートセンターを実現

していかなくてはいけません。自分達

の手で。 

  今日は活発な議論、パネルディスカッシ

ョンが出来たと思います。ありがとう

ございました。 
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基調講演講師 

秋元雄史 AKIMOTO  Yuji 
東京藝術大学大学美術館館長／教授、練馬区立美術館館長、日本の現代美術や工芸の評論家、キュ

レーター。1955 年東京都生まれ。東京芸術大学美術学部絵画科卒業。 

1991 年から 2006 年まで、ベネッセアートサイト直島のアートプロジェクトに 15 年間関わり、直

島のアートプロジェクトに関わる。「直島・家プロジェクト」、「地中美術館」ほか、屋内外のサイ

トスペシフィク・ワークなど。また展覧会は、「直島スタンダード」展、「直島スタンダード 2」展

など、街中の民家、空家、路上など直島全体を会場とした屋外型美術展を企画。  

2007 年から 2017 年まで金沢 21 世紀美術館館長。主な仕事は「金沢アートプラットホーム 2008」

で金沢の街を舞台にプロジェクト型展覧会の開催ほか、ルーブル美術館やポンピドーセンターとの

共同企画や金沢や日本の工芸をフューチャーする「工芸未来派展」、工芸の国際展 「金沢・世界工

芸トリエンナーレ」などを企画。またニューヨーク、台湾、韓国でも展覧会などを通じて日本の工

芸の紹介。また現代アートの一領域として前衛書や現代書の展覧会を企画。井上有一展、柿沼康二

展を紹介した。 

2015 年より東京藝術大学大学美術館館長・教授。2018 年に、日本とフランスの両国が連携する文

化芸術イベント「ジャポニズム 2018：響き合う魂」の中で「井上有一」展。2020 年には「あるが

ままのアートー人知れず表現し続ける者たちー」を開催。主な著書に『アート思考 ビジネスと芸

術で人々の幸福を高める方法』、『武器にある知的教養 西洋美術館賞』、『一目置かれる知的教養 

日本美術鑑賞』、『直島誕生』、『アート思考』、『おどろきの金沢』など。 

 

パネルディスカッション 

パネリスト 

大月ヒロ子 OTSUKI  Hiroko 
板橋区立美術館学芸員を経て独立。ミュージアムづくり、展覧会監修、空間デザインを行う有限会

社イデア設立し、数多くの公立ミュージアムの設立準備や運営に関わる。主に大阪府立大型児童館

ビッグバン総合プロデューサー・東京国立近代美術館客員研究員・国立歴史民俗博物館客員准教授

など。2013 年に倉敷市玉島に自宅を改修した IDEA R LAB を開設し、クリエイティブリユースを

キーコンセプトにしたモノ作りやエリアイノベーションの実験を行っている。現在、この実験を元

に、国内外で廃材や端材を創造的に活用する公的プロジェクトを複数展開中。  

 

パネリスト 

山下リール YAMASHITA  Lille 
女子美術大学芸術学部洋画専攻卒業後、書籍装丁、企業・学校の採用プロモーションツールの企画・

編集・制作を行う。2003 年光と色彩の能力テスト TOCOL を創立。『難しいを簡単に！簡単を深く！

深くを楽しく！』をコンセプトに教育教材を開発。文化芸術活動支援を開始。2019 年一般社団法人

化。 

 
パネリスト 

岩根宏行 IWANE  Hiroyuki 
関西大学商学部卒業。岡山市立美術館をつくろう会会長、アンクル岩根のギャラリー主宰。1971

年ＲＳＫ山陽放送入社 45 歳から 60 歳まで「アンクル岩根のギャラリー情報」を担当、数多くのア

ーティストと交友。山陽学園大学客員教授として 6 年間勤務。65 歳から「アンクル岩根のギャラ

リー」を開設以来 8 年を迎える。 

 

司会 

中村恵美 NAKAMURA  Emi 
福岡県出身。1997 年、ＲＳＫ山陽放送入社アナウンス部配属後、テレビ・ラジオのワイド番組、

ニュース等担当。2000 年結婚退社。現在は、フリーアナウンサーとして主に、ＲＳＫラジオの番

組を担当する傍ら講師業も精力的に行なっている。アンガーマネジメント研修講師、話し方・絵本

講座講師など。岡山県玉野市在住。 

 


