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廂神の深部にある円を憲識 しないで生
きていくことは 、おそらく容易なことだ
ろう.出 来れば明るく、怪やかに、毎 日
を過 ごしていきた い、という想 いは誰に
もあろう。
綸の農覧会に私たちが求めるものは、
一体何だろうか。もちろん輩■に咲き乱

キ ミツ憲議セヌコノ蘭ヲ知 ツテイルカ.

円がそのまま姿を現 したような、プ
1綸面
的な黒なのではあるまいか
先般の旧層では、 「
水辺のきょじんシ
リーズ」と名づけられた作品が4点 出品
されていた。自身の精神の最深部にまで
下降してゆき、そこからの苦 しい滉場II
告を送 つてくる山城は、いま限の31の巨

19世紀のフランスでいえば、黒はきわ
めてお洒落な色彩であつた。それはポー
ドレールのダンデイズムの色であり、ま
た絶炒 の色彩画家マネが使 いこな した俎
めく色彩、つややかに、なまめか しぃ、女
の肌 のように実質をもつた色であ つた.

れるカ トレアや口の花々を愛
でるように、詢爛たる色彩の
シンフォニーを肉眼で味わう

大な間に対峠 している。田
のなかで、全身の感覚を最
大限に発揮 して、必死にな
つて 自己の立つべ き場所 を

類の感覚の書びは、私たちの
求めて止まぬものである。だ
が、ときには、そうした‖和

定めようとしている.
山城はときどき、ほ とん

的な造形の切れ 日に落ち込ん
でしまうことがある。そのと
きに、私たちは、今まで自分
が見たことのなかった世界の

ど時の レヴェルに違 してい
る散文を走 り■きす るよう
だ。個展会場で会 つた彼は
それ らのひ とつを私に見せ

水際に立つていることに気づ
いて、戸感 う。これは一体何なの
か.こ こに描きとめられ、あるい
は暗示されている世界とは何か。
先般(19923/16〜 28)、面廊沖縄 (ギャ
ラリー ヮークΠ)で開かれた個展によつ
て、私は初めて山城見償の作品を見た.
というよりも、自身の精神の内部をのぞ
きこみ、その奥底にある不定形の円を見
てしまった人の長れおののくような近況
報告を、私もまた、自身の精神の内部か
らのささやきの如 くして、関くという経
験を得た.さ さやきは、画椰におかれた
作品という外部からと、また私 自身の精
神の内部からと同時に、幻聰のように、
この世ならぬ人のつぶやきのように聞こ
えてきた。キミハコノ闘 ヲ知 ッテイルカ.
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によつて、 自然 と人間 とを珈

岨
この黒が印攣派によつてり1除されていく
経積 について、ここで述べ るゆとりはな
い。私がいいたいのは、山城が先般 の個
展で用 いていた黒は、こうした美術史上
の文派 を大きく途脱 した色彩だというこ
とである.彼 の作品には、夜の間のなか
に砕け散 つた717111の
明減のように、夕の
なかに揺曳する宇宙線のように、私たち
の視覚にたいして外部か ら訪れる光線の
輝きの描写 といえるビンクや青、オ レン
ジ色の姿 が定着されている。それ らはい
わば描写されたタト
部 の色彩である。だが、
黒はちがう。それは人間の心の底に潜 む
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てくれた。そこには、綸に
描かれたのと同 じ世界が、言葉
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する汎心論的なリズムのうちに
"フ 捉えられていて、私を感動させた。その
散文の最後の方に、彼は 「
木曜 日、私は
・
別人になる。空間恐怖症になる。私は私
の敵になるJと 書 いている.
心の間を見鮨めるのは困難なせだ.だ
が、山城はその■を選んだ。
間のなかに身体 をすつぱり捉えられて
しまつては、もはや何物も見ることはで
きない。日を直視すること、出を対象化
すること、そのときこそ水辺に立つ巨人
の姿を私たちははつきりと見ることがで
きるにち力ヽヽ
ない。
(あさのはるお l■
A県 立芸大助教授)
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つたんでしょうか.
森(千)最 初の展示会では、神奈川県民

去 る 7 月 3 日 〜 5 日 まで、玉城村 :

ホール珈 理に当たって多少インフォメ
ーションもしたんです。でも、なかなか
観にきてくれないんですね.多 少地の利
が思い所もあつたんですが,■ 実問題 と

の所原 ピーチで沖縄側 7人 、東京側
7人 、オース トラ リア 1人 の計15人
￨の若 い芸術宗違 (26才〜33才)が屋タト
1美術交流展 を開 いた。今回は、その
1作家達にインタビューを試みた。

開催
ュェ 今回の展示会のきっかけ、ねらい
を開かせて下さい.
森(千)前 回のグループ展は神奈川県民

◎西沢 むぅ
◎森
英之
◎与那覇大智
◎メリ
サ・
ラ
列ック

ら、いる所へ行けばいいということで災
天下の海にしました。

,カ
ロ
を

して我々全員、名前だけで観客の動員を
できるほどのネームパリューがない。そ

旦ェ 展示会が終わつて今の気持ちを聞

れでも観てもらいたいと考えたときに、
■にきてくれないのなら無理やり観せて
しまおうということです.田 われた占有
のビーチではなくて、一般のビーチでや
つてしまおうしゃないかということにし
ました。

直旦 自分がなぜ作品をつくつているか
というと、自分相 たいものをつくりた
いわけです.つ まり自分の好きな作品と
海があるということですね。沖縄で世界
史上初、泳ぎながら●●る晨示会が出来
たんで、うれしかつたです。

かせ て下 さい。

ホールでや りました.1コ 、既成の空間
でやつたんで、今度は野外展をやろうし
ゃないかということです。メンバーの高
村が沖縄に地●があつて、多少作家も知
つているということもあつたんです.
ねらいについてはグループ展 として続
けるり合、一番や つたくなかったのは、
毎年ただのイベ ン トで同じことの繰 り返
しの団体展的なノリですね.ほ とんど個
展の経験もないような人違が集まつてと
いう、ゼロの所からいきなり5や 6の 上
がりをキープしていきたいと.常 に発展
していきたいというのがあるんです。も
ともと、メンバーが集まる基になったの

それと社会との交流ですね.慶 く仰々
しく聞 こえるんですが.私 違も、勿論美
術で,べ ている人間はいません。つまり
美術家としての面は社会の中では隠れち
ゃつているのです。もう少し社会と自分
のやつている美術の仕事というのをリン
クさせないと、いけないとおもうわけで
す。
現代の人々と心
現代美術 という以上、

が牛窓国際芸tFf祭
です。しかし、その展
示会に参加した側は言いたいこともたく
さんあつて、身内でグシグジと文句を首
つているのは作蒙 としてはネガティブな
行動 と思つたわけです.そ れを批判する
というのではなくて、それ じやあ展示会
をどう改善 していけるのか、ということ
を自分違で実際にやつてみようかという
のが、今回の野外展なわけです。
ビーチでやることの、ねらいもあ
GV

の
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がつながつてないと現代の美術 とは言わ
ない。
だから社会に訴えかけて行きたい。
その方法の0と つとして人が来ないのな

が出来る、それが実感できてうれしかつ
たですね。
多和国 僕もこういうのに参,1するのは
初めてです。たまたまこの話がきて、参
加していい経験 をしたとおもいます。海
でやったことにもメ
F常に詢足です。作品
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旦基 僕はグループ展は初めて.一 番、
日立とうと結構ケンカ腰で作品をつくり
ました。今おもうと、もつと出来たな、
と。大きい作品をつくつたら凄 くおもし
ろい.面 倒臭 いこともやつたら、いいの
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も自分のなかでは、 ぃいものが出来たな
とおもつてます。今回の展示は、海 をあ

僕もふだんタプローをやつてまして、今
回まつた く男Jの方向でやつたんで自分に

まり意識 していません。

とつて本 当に作品なのか というのは、ま

沢田 正直言つて、始める前は凄 くブ レ
ッシヤーがあ りました。
するのは家
"作
のなかですか ら大きさにも限度がありま

だ 自分で理解は出来てません.

す。 これだけ広 い海で展示す るのですか
ら目立たないだろうと焦 つてました。そ

とやれて、良かつたとおもいます。沖縄
の人たちの気持ちのやさしさに、ずいぶ

のうち、大 きさしゃなくて雰囲気を出し

ん助けても らつて、展示会もできたんだ

富城 私は広報の仕事でお手伝いしまし
た。今回、沖縄の景色のなかでのびのび

をめざす美術のオーツドックスな教育 と
いう部分に浸 つているわけです.そ れを
自分でどう消化 していくかということを
考えています。
彫刻を勉強 しているものの原点に帰 つ
て一番シンプルな展示をして、それが溶
け込めるかということを、初めて行く土
地で見てみたぃなとおもつていました.
作品が風景におだててもらつて、よく見
えた気7ulし
ています。いい経験をさせて
もらいました。
図旦 ビーチというと、凄く健康的なイ
メージがあるからスポーツをモチーフと
して取り入れてみようか と。そ こで、な
ぜ野球がでたか と言われると困るんです
が。 自分は石 のなかを通 して物 を見れる
作品 というのを今までつ くつてきたんで
す。やつぱ り、スポーツの視線 には鋭 い
ものがあるとおもいます。特 にIF球です
ね.
周 りが風景だか ら、石を通 して見る風
景と、自分が実際にいて見る風景との違
いはどんなもんだろうか、そういうこと

て しまおうとおもつたら、後は迷 いがな

なと、感 しています .

くな りました.

亘豊 昔、海に行 つて、,い 光の道みた
いなの を見た ことがありました.水 平綸
と空の とこか ら 「スーッ」 と自分の 日の

与那扁 今回初めて、イ ンスタレーショ
ンというのをや りました。鶴引に平面で
も懸 くなかった筈なんですが.僕 自身に
とつてのタプローは、天丼があつて白い

前に透明なんだけどエ メラル ドグリーン

壁に田まれたなかに綸がぼつんとあるの

の前に延びてきて、それをうまく説明は

力電 想.屋 外 となるとその前提が崩れて

出来ないんですけど、自分にとっては意

しまうことがある。この展示会の話があ

味があるんですね。

つた最初か ら平面を出すのはやめようと

そのことをしばらく忘れて いたんです
が、今回、沖縄 に行 くと決めた時、それ
をおもい出 してみようと。こつちにきて

おもっていました。
アイデアそのものは非常 に早 く決 まっ
て、そういった意味では発想から制作ま
では一直■ にいけた。ただタプローだと

に近い0が 見えました。それが 自分の 日

つなんです。

時 とのギャ ップがいつもある。必ずそこ
で格ち込んでというリアクションが初め

メリサ 今回、パフ ォーマンスが海の前
でできると聞 いてき く嬉 しかつた。表現

にあつて、それを頼 りに次の制作に進む

については、 いろいろ迷 つたんだけど、
いい勉強にな つた.今回の新 しい情報 を、

うギャップというのがよく分からないま
ま展覧会が終わつてしまった。 というの
は最■日まで設置とか制作をコチ ョコチ
ヨやつてしまつて、作品を客観的に観る
まで行かないままに終わつてしまつたこ
とをブ
1常に悔やんでいます。
森(実)制 作自体は作業的に衝単にして
しまつたんで 3時 間位で終わつてしまつ
た。それでよじとしてしまったんです.

■里 現代美術 というのは、現在生きて
いる人違の社会性をどういう風に自分で
見つめているのか、間い直すのか、とい
うのをひとつの作品にしていくという活
動なんですね.
そのことに関連して、パイプに対する

それ を匂いとして体感出来ました.作 品
で表現できたか と言うと、よく分からな
い。でも、それが しか つたことのひ と

フ トリエで完成 して、撮入、飾 り付けに
なるんですが、そ こで必ず田作 していた

ということがあるんです。今回はそうい

を考えて今回、作品 をつ くりました.

身体の中にもつて帰 ります。

近菫 自分の作品は、やつばりまだ主観
的な部分が凄く強いんですね.口 下手で
なかなか人 とうまくコミュニケーション
できな くて、その部分を助けてくれる手
段 になればというおもいもあ ります。な
るべ く自分 をス トレー トに出 して しまえ
るようなものにしたいとおもつてつ くり
ました。まだ学生で、与えられた彫刻家

西空嗣設備株式会社
ID南
〒900那 口市泉崎223●
(098)834 78310 FAX098)8345348
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自分のコンセプ トをもつていました。現
地で視察 して、下調べをして、■る人に

l L 元のビールが 1 断然うまt ヽ
最 も新鮮

万リオンビール

どの位のインパ クトを与えられるかとい
うのも、かなり意識しました。素材につ
いて、人それぞれが 自分を問い直す機会
になればと。ただ作品を■るんじゃなく
て、自分の生活を振 り返つてみるのにい
い機会になればとおもいました。

荒木 今回、沖縄で晨示するということ
でちょつと因つたんですが、初めはその
なかでももつような作品をつくりたいな

新里 沖縄には、御激という所がありま
す。まるつきり自然の状書の広島で日印
に石などがこ いてあるだけで。その場所
の持つている力をうまく利用していると
ころがある。それで自分の作品の場の雰

てます
森 (千)や

囲気を画田空￨￨などで、ィンスタレーシ
ョンしてつくりだせたらということをず
つと考えています。
社会との関わりで言うと、都会のス ト
リー トで物をつくつてアピールした方が
いろいろできたんじゃないかという印象
も持ちました。

二塗 今回、派流物を使つた作品をやり
ました。海での展示会なので凛流物を使

うんですけど、そ う考えた時に芸術 とい
うのは何も意味がないものなのか 、お腹
力鬱 れないから要 らないのかと考 えると

と。結局はどれだけ溶け込めるか、自然に
できるか というのを凛題 にしました.そ
ういう点では結構やれたと嬉 しくおもつ
は り行き当た りばつた りでは
なにも出来な い。最初、新原 ビーチの他に
候補地 として瀬底島 ビーチがあつて そ
こを見て しまつたから、どうしてもその
イメー ジが拭いされなかつた.東 京近郊
に住んで いる人間 としてつ くられた沖縄
のイメージにとでも近かつた。それが新
原に移 つた時に自分の頭 をシフ ト出来な
かつた。いわゆる真つ平らな自い砂が遠
浅に いつている場所 ということで しか作

口馴

品を考えられなかつたということです。
失敗の原因は最大そこにあつたん じゃな

そうではないんですね.
芸術 というのがあつて、人間生活や ご

1ヽ
かと

はんがおいしく感 じるという風になる と

うのはイヤだつたんだけども、表現 した
いことはそれなんだからいいかなとおも
つて。それから今回、金網で空間を使 つ

社会 と作家

たんだけど、自分の周りを囲つていると
いうのは小さい頃から意識 してるんです
ね。

社会 とl T 品、成いは社会と作蒙個
人という関r ・
L が 、はつきり自分はどう

直接結びつくかどうかは分からないん

だということを言つてない気力 ます。
'し

おもうんですね.で も芸術 というのはほ
つといて進歩するものではな いか ら、そ
れを専門的に作品 をつ くっていく人が必
要だとおもうんです。そうするとそれを

GV

支える人 というのが必要になって くるわ
けです.お 腹が膨れないものにはお金が
贅えないのであ つては芸術 をやる人がい
なくなつてしまうということを考えてる
とスポ ンサーが出て来て、それに支えら
れてやつてられる、社会から受け入れら
れるものは受け入れてしまつて 社会の
方からはある意味では受け人れ られたこ
とになるわけです.そ う考えると、それ
が社会の為になる芸術 じゃな くてはいけ
ないと個人的にはおもつています.す る
と、 どうやつて社会に出 していくか とい
うと、●lた人が盛動する作品にす るとい
うことが一番ですね.そ う考えると限 ら
れた人 しか観ないんでは、社会には出せ

油絣椰

ない。だか らこれだけ沢山のスポンサー
ですが、沖縄 は米軍の基地があつて、金

かちよつとものた りな い気がしてます
1可

カ取 れたというのは、それだけ沢山の人

網 を通 して見える緑の芝生の向 こうの世
界が美 しいな とおもつて、そういう所で

が. 先 程、森 さんが社会 と自分のや つて
いる美術の仕事とい うのをリンクさせて

す。いい作品をつ くつていくという恩返

事らしたいなという願望があ りました。
ち よつと前に タイムスホーソ
レでインス

社会に訴えかけていきたいというね らい
があつたということですが、そこら辺 を

口原

タレーションをやつた時に、 リサイクフレ
アーテイス トという名前がついたんで、

聞きた いですが.

ちょつとイヤだなとおも つたんですね。
ただ展開 としてはゴム草履だけにこだわ
らな いで、いろんな形で表現 したいな と

はないから非社会的なものであるという

きで作品をつ くつて いるんだから支えが
な くてもつ くっていくl■
Lの 気機がなかつ

部分があるとおもうんです. 一 番大切な
尊敬されるべ き職業は農業のようなl L 対

たら絶対 いいのがで きな ￨ヽ 人に支えて
貫うというのは有り難いことだ し、想謝

おもつています.

的に生きて いくのに必要なものだ とおも

しないといけないんだけど、支えられな

に期待をされているんだな、 とおもいま
をしていかな くちゃいけないとおもう。
僕はおかしいなとおもう。晨業を
や りた い人はやつた らいいし 自分が好

高村 芸術家 というのは生産的な商売で
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いと芸術は彙 くなるというはおか しな話
で、支えて■わなくても r自分はや りた

ば提示 して、接点を求めてつながつてい

と。

かなければ、やつば り僕らは作業できな

森 (千)押

いか らやつて いるんだよJと いう風に し
ないと、実際問題や つていけないとおも
う。

￨ヽ
。
森 (千)現 在は、18世紀 19世紀の工侯貴
族が芸術家や スポーツ選手を九抱え して

関しては私の意見は決 しておしつけるこ
とは出来な い。それが沖縄 と東京の惑 覚

しゃあ、 どうして社会的 に芸術作品と

生活まで面倒みるという社会のシステム

し込めると感 じるか、一緒に
やると感 じるかはrrXそ れぞれでそれに

言われるような物が必要なのとかといえ

は崩れているんですね.現 実に考えて学

の違 いかもしれな いですけど。でも、そ
れではひ とつのグル ープ展 としては成立

ば、人間はひとりでは生きていけないも
んだから、いろんな人とコ ミュニケーシ

校を出た後、普通のlt会人として受け入
れられるだけでもたいへんなのに、美術

しえないとおもいます。するとすれば物
きい企画力がいりますね。今回のは、今

ョンして生きて いるんだけど、そのなか
で 自分自身の存在感 とか、小さい頃から

家だけで食べていくというは、もつとた
いへんです。作品の コンセ プ トとともに

の私違にできる最大限の企画だとおも い
ます。■かに企画はおも しろいです。で

培つてきたものなんかを、そのままス ト
レー トに出していきにくい部分もある.

や ヽていくということも考えな くっちゃ
いけな い.希 望があるだけで、全員がス

も具体的にもつとお金を使 つた広告宣伝
をした りということをしていかないと、

ポンサ ーがつ くわけでもな い。とにか く、

成立 しえないしゃないか というのが、次
回へのつなぎですね。

どんな厳 しい状況においても作家 として
成立 していかなければな らない。それは
作家個人の問題 として、当然 なんですけ

与那輌 実際、正直言つて今回の展示会

ど.学 校 を事業 して 4、 5年 はいいんで

たんですね。沖縄は、野外展にとでも い

すが、現実的な問日 として、結婚 して家

い場所にもかかわらず、沖縄 の作家は積
薔的 じやないんですね。 これか らは沖縄

族が出来た りとがありますよね。多少収
入は不安定だけど、多少時llか とれて
作ができる人も いるとおもいます.で も

の人だけで、どのくらいの展示会がやれ

その状館 を40歳50蔵 までは現実的には続
けらオtないと思 うんです。そうい う時に

森〈
千)与 那申さんの意見で言えば、今

広義に支えてもらう、精神的に支えても
らうということ。そ して、こういう展示

に,1鮎

会にスポ ンサーにお金を出して支えても
らうとい うのは、すえるという意味 では
なくて、支えてもらうということだとお
もいます。それも、ひとつの社会交流 じ

そういうものを言葉や行動に表 して生き
ていくんではなくて、作品にして表現し
た方がいいことって、あるとおもうんで
す。それを観て共感する人もいるだろう
し、■段表に出てこない人間の一面を見
て美しいとおもつたり、恐いとおもつた
りするんだろうなとおもうんです。
そういう所で作品は成立するものであ
つて、勿ハスポンサーもいてくれて、と

ゃな いかなと.

でも助かつているんですが、それはそれ
で、やつばり作家は作品で躇らないとい
けないとおもいます.
近菫 結局、芸術 とは何だろううと言う
と、芸術とか,1生産的とか呼ばれるもの
は綺子の4木 日の脚によく例えられます
ね。物理的に格子は 2本 Hで は立ちにく
いけど、3本 あればものは立ちます。し
かし 4本 、5本 あればもつと安定するこ
とで芸術があればもう少 し楽になれる.
そうやつて自分も関わつていきたいとお
もいます。もし、わかりにくいのであれ

は森 さんたち、東京の人たちの力でやれ

るか というのも頑張 つてみたいですね
回、東京のや り方を強要 したん じゃない
かと若 F、 反省 していますね。結局、東
京でや つている野外展を沖縄 でもや つて
しまつたということですね。でも、沖縄
の人にもつと積極的に取 りIEんでは しか
つたというのも本音です。意見も ドシ ド
シ出 してほしかつた。
次回か らは、情報 とが東京 でやれるも

鰍 襴

のは東京でや り、沖縄でやる根回しは沖

展開
GV

縄の人にや つてもらうという方法をもち
こむ必要がありますね。 この企画は、交

これからの展開について、聞きた

いんですが.

流展の 2回 日として東京でも、せひや り
たいとおもいます。
CV
沖縄でも東京でも、お互 いの交流

新里 今回の展示会は、ひとつの場所に
押 し込められた感 じがしな いでもないで
す.沖 縄 は狭いですから、いろんな場所

示会が続けば いいとおもいます.こ れか

を使 ■て、それぞれ 自分 の表現をすると

らも、疎張って ください。どうも、今 日

いうのも、おもしろかつたん じゃないか

はあ りが とうございました。 (お わ り)
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を図 りながら ドン ドン、今回のような展
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「
就 麟J
壼良￨1諸島の中に壼留間島がある。エ
朝時代に唐船の中継地であり進貢船の41
頭のまなど当時の民家がまだ残 つている
人口60人菫度の小さならだ.

6年 前、友人に事の解体を輌まれ、そ
へ
こ 初めて訪れた。浩に■ くとは軒の民
家しかなく、■瑚石の石垣をたどつてい
0く とすぐに福木で囲われた彼の家があ
つた.広 い敷地の中央に重厚な赤瓦の=
が、ひんやりとした空￨￨に映えていた。
250年前に建てられた民まで、県の文化
指定 を受けているものだ.
しか し彼は、その家を用 本し宿泊施設
つくると
を
音う。
理由は、文化指定を受けた家は、個人
の自由にならず、県の援助もないからと
言うものだつた。
私は、解体 に
対し、彼を説得 した
が、彼は意志を変えなかつた。
'反
つた
解体が決ま
以上、私には琉薄建築
が、どういう,遺 なのか見届ける責任が
あつた.
まず家の間取 りは、一、二番座と■座
の正方形で側に台所があつた。使用木材

なんと、一本も使用されていなかった.
解体 していくにしたがい、つくづ く当
時のシエーク達の匠な技に感心させられ

る表現ができるのか、たいへんなおどろ

た.
ところで先頃、沖縄最大の木造建築の
首塁城が完成 したが、今一つ喜べないの
は、ウチナーンチユの手によってそれが
31られなかつたおだ。患 しい0だ 。
今後、スは未と石の文化、琉球建築を

現され、バリエーション■かな感性を持

学び、木造建築に対する●出を深めたい
と思う。
解体後、りつlfな宿泊施設が完成 した
のでぜひ来てくれと友人から何度かさそ
いいを受けたが、今だに行 つていない。
250年の歴史のある人贖の遣産
それは、
を3日 間で敬壊 した後悔の念からだ。
(長嶺 ■)

『
見たものJ
至宝展で
古代メキシヨ
紀元前1200年の発祥から、16世紀スペ
イン征猥に至るまで、現在のメキシヨ地
帝を中心 とした、大帝口と高度の文明を
築いた古代の人々.
逮い時間に生きた人々が、これほど造
形に対して■かな感性と力強い生命凛れ

は、Nは じの柱をはじめ、ほとんどが、
自然木をそのまま使 い、主な所はチャー
ギで頑丈につくられていた。木造薇術も
釘が
匠で 姜合部分は艤つぎが用 いられ、

作
声
1雰
月d‖
b争製予
〒90卜211市添市,労 理客27● 1088(706535

きを感 した。
土偶や石像はそれぞれのスタイルで表

つている.
笑う人の像は、細やかな表情を石に刻
み、家族を粘いた容琴は生活の具いが感
じられる.鳥 は独特の適形をつくり、ヘ
ビはシンプルな形趙と変化 し、犬や猫は
ユーモアまでも感 じさせてくれる。
これだけ独創性と■かな感性を生み出
す景勁力は何だろうか。
彼らは厳 しい大自然で生きる人々のロ
いや喜び、恐れを自らの生活環境から表
現している。まさに■の力強さというも
のである。
考えてみれば、現代綸面に大きな影督
を与えたアフリカ彫刻.ビ カソやモジリ
アーニも彼 らのアー トに出会わなければ
今のアー トは存在しない。
この展示会を通 して、生活環境が市む
アー トの素晴 らしさと、■代社会へのメ
ッセージとしての無●の力を教えてくれ
た。同時に、事直に古代に生きた大芸術
家達に 「感激」.

(■平 秀樹)

3日 間で幕を開した OPEN AlR EXI13‑
1110N'02(着手作家現へ美術交流展)は、
サラ地の砂浜に、現代アー トを置いてみ
る、と言う沖縄の美編史になかつた展示
会だつた。
自然環境と、どう関係性が持てるか興
味深かつた。
沖縄が初めてという東京側の作家には
気の ドクなほど戸惑いがあつた事が感じ
られた.
その点、地の利を生か した地元側の作
品は自然と同 するもの、より相対化し
̀ヒ
てしまうもの、作家の
コンセフ トが解 リ
やすかつた.
オープニングには 200人近 くの若 い美
術フアンが集まった。新世代の実行が台
頭 していることを知らされた.こ れつき
りの展示会と言わず、ぜひ今援もこの種
の交流展を続けて欲 し,、

画廊 沖縄

〒鋤 沖嘔県口
…
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