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滋賀近美アートスポットプロジェクト Vol.2

Symbiosis 開催報告
荒井 保洋
はじめに
令和元年 9 月 21 日（土）〜 10 月 20 日（日）に、
「滋賀近美アートスポットプロジェクト Vol.2
Symbiosis」を開催した。昨年度開催したシガアートスポットプロジェクトから名前は変更されたものの、
プロジェクトとしては 2 回目の開催となった。
滋賀近美アートスポットプロジェクト（以下、ASP）の理念および開催動機の詳細については、2019
年発行の「滋賀県立近代美術館 研究紀要 第 10 号」掲載の「シガアートスポットプロジェクト Vol.1《散
光 / サーキュレーション》開催報告」を参照して頂きたい。
昨年度、長浜市黒壁スクエアで開催した「散光 / サーキュレーション」は、黒壁スクエアを南北に縦断
する北国街道からインスピレーションを受け、循環＝サーキュレーションをキーワードに、河野愛、薬師
川千晴、度會保浩の 3 名による新作を中心とした展覧会だった。今年度は高島市安曇川町の田中と中野に
またがる、地元では泰山寺野と呼ばれるエリアで、
「Symbiosis」を開催した。

会場について
高島市は、2011 年から 17 年にかけて高島市に活動の拠点を持つ作家の住まいやアトリエを巡るオープ
ンアトリエ型のイベント、
「風と土の工藝」を開催す
るなど、造形や文化に縁深い土地柄で、また美術館か
らは琵琶湖を挟んで対角線上に位置することもあり、
ASP の構想段階から、いずれ展覧会を開催したいと
思っていたエリアであった。
そこで「風と土の工藝」の運営に携わった清水安治
氏（エーゼロ株式会社）に協力を求め、展示に使えそ
うな床面積と壁面のある複数の会場候補を挙げてもら
い、実際に現地を下見した結果、メイン会場を田中邸
長屋（図 1、2）とした。家主である田中文志氏も快

図１

メイン会場外観 撮影 ： 麥生田兵吾

図２

メイン会場 近景 撮影 ： 麥生田兵吾

く協力して下さった。また、山里暮らし交房風結いの
一角に建つモデルハウスをサブ会場（図 3、4）とし、
アーカイブと来場者交流のスペースとした。
展覧会会場として使えるかどうかを第一に考慮して
決定した田中邸長屋だったが、田中氏にお話しを聞い
ていくうちに、幸運にもそれが地域の歴史を語る上で
も非常に重要な建物であったことがわかった。
会場となった泰山寺野には、太山寺（たいさんじ）
と泰山寺（たいさんじ）
、２つのエリアがある。サブ

（ 104 ）

1

図３

サブ会場 撮影 ： 麥生田兵吾

図４

サブ会場内部 関連する書籍などを自由に閲覧できる
ようにした 撮影 ： 麥生田兵吾

会場が位置する太山寺エリアは、比良山系の北限でもある阿弥陀山の中腹にあった太山寺を中心とし、古
くから人々が生活を営んできた地域である。太山寺は信長の焼き討ちによって焼失してしまったが、現在
もその遺構が残っている。また、古墳群が残されていることから、さらに古い時代から人々の営みがあっ
たことが窺い知れる。
対して、メイン会場が位置する泰山寺エリアは、昭和 24（1949）年から始まった開拓によって、人の
手で切り拓かれたエリアである。それまでは周辺の集落が田んぼの肥料となる笹や、燃料となる松、家畜
のための飼い葉を取ったりするための入会地として、赤松と根笹が生い茂る原野だったが、入植した人々
は根笹の根を起こし、道を作るところから開墾を始めた。電気も水もない中で 10 年に及ぶ文字通り血が
滲むような手作業で農地を広げ、様々な試行錯誤を繰り返しながら作物を作り、生活を営んできた。最盛
期には、泰山寺で作られた美濃早生大根が人気となり、
「泰山寺野大根」として特産品ともなった。現在
は過疎化の波が押し寄せながらも、今も住み続ける住民に移住してきた若い世代が加わり、新たな歴史と
風景を作っている。
メイン会場である田中邸長屋は、もともと戦前に高島市朽木の亜炭鉱で、飯場として鉱夫の方が寝泊ま
りするのに使用されていたが、その後、昭和 24（1949）年に田中文志氏の父、田中志久馬氏が、第一次
入植者として泰山寺野に入る際に譲り受け、昭和 25（1950）年に移築したものである。移築された時に
は杉皮葺だったが、開拓を進める中で少しずつコンクリート瓦に葺き替えられるなど、修理や改装を重ね
ながら、牛やヤギ、ヒヨコの飼育や、納屋として利用されてきた。窓に使われているのは、朽木東小学校
の旧木造校舎で使われていたガラスである。朽木での様々な背景を持ちながら、泰山寺野の開拓の歴史を
そのはじまりから現在まで見守り続けてきた建物であり、現在泰山寺野に残る唯一の開拓初期の建物で
あった。

展覧会のテーマについて
展覧会のタイトルである Symbiosis とは、複数の生物種が同じ場所で互いに関係性を持ちながら生活し
ていることを意味し、主に生物学の分野で使われている言葉である。ここでの関係性とは、それぞれの生
物種にとっての利害関係は考慮されておらず、お互いにとって利益となる相利共生だけでなく、一方だけ
が得をする片利共生や、あるいは捕食、寄生といった関係性をも含んでいる。
泰山寺野の歴史の調査や、実際に暮らす方へのインタビューを通して、自然を切り開き農業を生業とし
て生きていくことのシビアさが印象に残った。現代においては、ともすれば軽々しく口にされる共生とい
うキーワードにおいて削ぎ落とされてしまっている「何か」と共に生きることへの生々しさ、食い食われ
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るような面を持ちながら、それでも共に生きていくという関係性について、今一度向き合うべきとの問題
意識から、そうしたシビアな共生関係＝ Symbiosis をテーマに、滋賀にゆかりある 3 名の若手作家に新作
の制作を依頼した。

出品作家について
今回の出品作家とは、 2019 年度の初めから、現地で複数回の下見と打ち合わせ、田中氏へのインタ
ビューを行った。また、各作家が独自に泰山寺野の歴史や文化、住民へのリサーチも行なっている。美術
館とは異なり、展示場所の個性が非常に強く、この場所でいかに自らの作品を成立させるのか、作家それ
ぞれが非常に苦心したこととと思う。結果として、作家ごとに異なった向き合い方で制作がなされ、力作
が出そろったと感じる。
なお、各作家の略歴、主な展覧会歴は展覧会開催時のものである。また、イタリックで掲載しているも
のは、展覧会会場に作家紹介と共に掲示した今回の展示作品についての作家のコメントである。

石黒 健一
1986 年神奈川県生まれ。2011 年広島市立大学大学院博士前期課程修了（現代表現領域）。京都造形芸術大学大学院グ
ローバルゼミ在籍中。共同アトリエ「山中 Suplex」（大津市）在籍。

【主な展覧会歴】
2019 「ARTISTS’FAIR KYOTO 2019」（ 京都文化博物館別館 / 京都）
「Yesterday’s Tomorrow is Today」 （VBKÖ / ウィーン , オーストリア）
2017

ULTRA GLOBAL AWARD 2017「新しい泉についての錬金術 - 作る事と作らない事 -」
（ギャルリ・オーブ／京都）
「BankART LIFE V - 観光 -」（BankART Studio NYK ／神奈川）

2016 「TAUTOLOGY」（VOU ／京都）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

初めてここを訪れた時、田中さんが作り上げた『山之辺の道』を案内してもらい、この土地を上から見渡
すことができた。その大きさと開拓当初の姿を思い浮かべ、人の手によっ て土地を切り開くという途方も
ない行為に想像を絶した。
かつて太山寺・阿弥陀山で原石が採掘され、農家の閑散期に生産されていたと言われる高島硯という伝統
工芸品と開拓の苦難を物語る一つの農具の姿を借り、書をしたためるため の道具（あるいは彫刻）を作る
ことにした。
（石黒健一）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
石黒は、現在京都造形芸術大学大学院グローバルゼミに在籍しながら、滋賀から京都に抜ける山中越え
の途中にある共同アトリエ「山中 Suplex」で制作している。
石黒は彫刻家として、作品とモノの関係性を問い続けている作家である。
「Symbiosis」において石黒に出品を依頼したのは、その土地や歴史へのリサーチをもとに制作を行う制
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作手法と、その作品への出力の仕方の巧みさからだ。
「山中 Suplex」は非常にレベルが高く、面白い作品
を制作している作家が多く在籍しているが、今回泰
山寺野で展覧会を開催することを決定した時点で、
場所とテーマとの親和性から是非石黒に出品をお願
いしたいと考えていた。
今回の展示のために制作された《大地》
（図 5）は、
石黒の制作にたいするスタンスが遺憾なく発揮され
図５

ると共に、新たな展開を予感させるものであった。

石黒健一 《大地》 （部分） 2019
撮影 ： 麥生田兵吾

石黒は、泰山寺周辺の歴史を独自にリサーチし、

かつて泰山寺野の西に位置する阿弥陀山で産出していた高島石と、高島石を加工して作られていた高島硯
に着目した。また、
人の手による開拓の歴史に衝撃を受け、
田中氏に開拓時代の話を詳しくヒアリングした。
高島石は既に採石されておらず、また硯職人も既に絶えていたため、石黒は最後まで制作をしていた安
曇川町田中の福井永昌堂を訪ね、最後の職人であった福井正男氏のご遺族から遺品の原石を譲り受けた。
また、かつて高島石が産出していた阿弥陀山に登り、採石跡と思われる横穴で実際に採石も行った。この
時採れた石は、福井氏のご遺族によれば硯ではなく砥石に使われる石ではないかという見立てであったが、
石黒の作品を構成する一要素として、採掘時の様子が映像に登場するほか、展示の際にもインスタレーショ
ンの一部として使用されている。
《大地》は、彫刻作品と田中氏の書、田中氏が大切に保管してきた開拓時代の家具や農具、そして映像
作品で構成されたインスタレーションである。
石黒は開拓以前の泰山寺の歴史を素材としての高
島石に、開拓以後の田中氏の苦難の歴史を形として
の開墾鍬に、
それぞれ見出し彫刻作品（図 6）とした。
そして、田中氏が作品を硯として使ってしたためた
「大地」の書（図 7）もインスタレーションの一要素
として展示した。映像作品は、泰山寺野や田中氏が
整備している「山之辺の道」の風景と共に、阿弥陀
山での採掘や石黒が高島石を彫刻していく様子、田
中氏が書を認める様子で構成されており、作品全体

図６

石黒健一 《大地》 （部分） 2019
撮影 ： 麥生田兵吾

図７

石黒健一 《大地》 （部分） 2019
撮影 ： 麥生田兵吾

の構造を明かにしていく。
石黒は今回のインスタレーションで、彫刻を結節
点として開拓以前、以後、それぞれの歴史を連結し
て作品として出力した。その連結は決して時間の連
続をなぞるシームレスな形ではないが、石黒の作品
をフィルターとして、泰山寺という土地のもつ長い
歴史の一側面を抽出することに成功している。これ
には硯という工芸品のもつ、掘り出された石そのも
のが何かを描いたり記述するために使われる機能が

4
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うまく活用されている。

井上 唯
1983 年愛知県生まれ。2005 年愛知教育大学教育学部 造形文化コース織専攻卒業。2007 年金沢美術工芸大学大学院
美術工芸研究科染織コース修了。現在高島市在住。

【主な展覧会歴】
2018 「PCCA International Residency Project 1 : Breathe」（Points Center for Contemporary Art ／中国）
「2018 年の〈方丈記私記〉大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」（新潟）
「桃園産業藝術節／ RE:ART 再製造ー from Waste to Art」（桃園／台湾）
2017 「奥能登国際芸術祭 2017」（石川）
「ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017」（象の鼻テラス、象の鼻パーク／横浜）
2016 「SOKO LABO ／瀬戸内国際芸術祭 2016」粟島（香川）
「我們的詩／ E=mc² 台日設計相對論」（文房 VVG Chapter ／台湾）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

「根を持つこと」私たちは、土地と共に生きてきました。作品を展開している杉林は、林業の衰退によって
残された杉の苗を、赤松と根笹の原野を切り開いて開拓した土地の一角に植えたもので、ここを含め、目
の前に広がる風景は、長い時間の中で育まれてきた自然に、人間が手を加えることで作り上げてきたもの
であり、人間がこの地に住みつくようになった大昔から、人の営みやその変遷と呼応しながら変化し続け
てきました。
そして、土地と人間の関係について考えていくなかで、
「根」は土地と植物だけではなく、土地と人との関
係や繋がりを表す言葉でもあり、根を通して、共生や関係性そのものを表せるかもしれないと考えました。
そこで、本来、地中にあって見えないはずの「根」を見せながら、土地に根づいて生きている人々の姿を
杉林の中に展開することで、人間が大昔から移動と定住を繰り返しながら、土地を選び、土地と共に生き
てきたこと、そして土地に根を張るということの意味を改めて想像し直してみるような作品が作れたらと
考えています。
（井上唯）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
井上は人と自然の関係や、特にその生活の中で生まれてくる手仕事や知恵に着想を得ながら、編みや染
めといった手法を使い、作品を制作している。作品には糸や布、針金、植物の枝葉など、身近にある素材
が選ばれるが、どれも作家や参加者の手作業によって形作られていく。その作品は、現実の風景の中に新
しいレイヤーとして重ねられる事で、新たな景色を提示する。
井上に出品をお願いしたのは、その作品や制作への姿勢と展覧会コンセプトとの親和性はもちろんのこ
と、細かな手仕事の集積で繊細なインスタレーションが出来ることと、屋外で規模の大きな作品を制作し
た経験があることからだった。実際、今回の井上の作品《この土地に生きる》は、当初から長屋に隣接す
る杉林の中で展示することを想定し構想された。
井上は田中氏へ何度もインタビューを重ね、また泰山寺野の様々なエリアを実際に歩いて作品の構想を
練った。そして、上記の作家コメントにあるように「根」をキーワードにした作品を展示した。当初はマ
テリアルとして植物の枝葉や糸などを使用することも構想していたが、屋外への展示であり、かつ台風の
（ 100 ）
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多い時期であることを考慮して、最終的には針金で制作することになった。
《この土地に生きる》
（図 8、
9）は、
杉林の中に浮かび上がる 6 体の人型によって構成されたインスタレー
ションである。人型は細く白い針金を編み上げることで形作られており、それぞれ足元からは針金が広が
り、土の中に張る根を表現している。中空に浮かんでいることと、周囲が林のため一見わかりづらいが、
一体 4 〜 5m の高さがあり、非常に規模の大きなインスタレーションになった。
制作にあたっては、人体部分をアトリエで編み上げてから現地に持ち込んで展示場所に吊り、現地で根っ
こ部分の編み上げと細部の調整を行うという流れで、展覧会の 1 ヶ月以上前から、ほぼ毎日会場に足を運
び現地で制作された。そのため私見ではあるが、田中ご夫妻や地域の方とも付き合いが深くなり、作家の
井上自身が泰山寺に根を張って行くような印象があった。
井上の作品は、杉林という泰山寺野ではありふれた景色の中に、白い人型がレイヤーとして差し込まれ
ることで、不思議な景色を作りだした。林の中を歩きながら作品を観ることによって、景色は空間となり、
鑑賞者の体験となる。作品の鑑賞が杉林の中を歩くという体験と不可分であることによって、
「根を張る
こと」の意味を再考させるという作品の狙いの強度を高めている。
見た目のインパクトが非常に大きく、今回の展覧会では会期中の顔として来場者にも非常に人気があっ
た。会場前の道からもよく見えたために、通りがかりの人が井上の作品に惹かれて展覧会を訪れるという
ことも多かった。なお《この土地に生きる》は、田中氏と作家の井上が相談し、会期終了後も常設展示し
ている。

図８

井上唯 《この土地に生きる》 （部分） 2019
撮影 ： 麥生田兵吾

図９

井上唯 《この土地に生きる》 （部分） 2019
撮影 ： 麥生田兵吾

藤永覚耶
1983 年滋賀県生まれ。2006 年京都嵯峨芸術大学芸術学部造形学科版画分野卒業。2008 年愛知県立芸術大学大学院美
術研究科油画専攻修了。現在大津市在住。

【主な展覧会】
2018 「Transit」(Gallery PARC / 京都 )
「Transit」(masayoshi suzuki gallery / 愛知 )
2017 「時間の感触」 (masayoshi suzuki gallery / 愛知 )
2016 「INTERWOVEN 〜編み込まれた世代〜」( 名古屋市民ギャラリー矢田 / 愛知 )
「THE NEXT 次代を創る 10 人の表現者たち」 ( 電気文化会館 5F ギャラリー / 愛知 )
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「滋賀県次世代文化賞受賞者展」 ( 滋賀県立近代美術館ギャラリー / 滋賀 )
2013 「空即是色 - vanity is color - ARCH Vol.6 藤永覚耶」 ( 愛知県美術館 展示室 6 ほか / 愛知 )

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

「私」たちが知覚している物質的な外側の世界、自意識の中にしか存在しない精神的な内側の世界。これ
らは別々の世界に属するものなのだろうか。
どちらの世界にも認識できない未知の領域が存在している。
「私」の内側と外側にある「未知の領域」へ
の興味を始点に作品を制作している。
《Transit》
シリーズは、木の丸太の片面にまず 3 色のインクで図像を刷る。そのインクは毛細管現象により、
木の内部で混ざり合いながらゆっくりと通過し、反対側に多様な「色」とともに「像」を浮かび上がらせる。
木の性質や状態の影響をシビアに受けて現れる「像」は、 私たちの内にあるものと結びつき、それぞれの
「イメージ」となるのではないだろうか。
この作品において、
「外側の未知の領域」は「木とその内部で起こる毛細管現象」に、
「内側の未知の領域」
は私たちの意識の中に結ばれる「イメージ」にそれぞれ置き換えることができる。
私たちはこの作品の表面しか見ることができず、中で何が起こっているか見ることができない。
本展では、開墾とともに長屋がこの場所に移築されることになった 1949 年という時間に着目し、同時代
の映画イメージの断片から、
《Transit》シリーズを制作する。
（藤永覚耶）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
藤永は作品がそれ単体ではなく、空間や時間、そして鑑賞者の相互作用で完成すると考え、その制作に
おいても、液体の浸透圧や木の毛細管現象など、作家のハンドリングできない力を利用している。本展で
展示する木を用いた作品では、自然物の偶然性によってたゆたう抽象的な色彩と具象的な図象の間で、木
がインクを吸い上げていく時間と年輪に刻まれた木自体の歴史、そして鑑賞者の今が重なりあっていく。
藤永は、2018 年より《Transit》のシリーズを発表しており、そのクオリティの高さと「Symbiosis」
との親和性から出品を依頼した。展示に於いては、長屋の木の壁にそのまま展示するか、それともギャラ
リー的な白壁を用意するか、作家とも検討したが、結果として木の壁にそのまま展示をし正解だったと思
う。
《Transit》シリーズは、白樺の輪切りの片面にイメージをシルクスクリーンで擦り込み、そのインクが
木の毛細管現象によって吸い上げられることで、反対の面に現れて作品の画面となっている。吸い上げら
れることによってイメージはぼやけ、また、木の中心や節などインクを吸わない部分は色が現れないため、
鑑賞者には擦られたイメージは朧げにしか捉えることができない。藤永は《Transit》シリーズの制作以前
には、毛細管現象の代わりにインクの浸透圧を利用して作品を制作しており、一貫して意図的にはハンド
リングできない現象や作用を制作に取り入れている。その制作における他者の介在のさせ方、手綱の手放
し方が非常に面白い作家である。
今回の出品にあたっては、当初は会場周辺の木を使った作品の可能性を模索していたが、インクの染み
込み方やイメージの現れ方は木の種類に大きく左右されるため、現状唯一作品のクオリティに耐えうる白
樺を使っての出品となった。そして今回は会場の長屋が移築された時代のモノクロ映画の中からイメージ
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を引いている。
《Transit [Call]》
（図 10、11）
、
《Transit [1949]》は、白樺の実際の作品と共に、インクが染み出してく
る様子を記録した映像作品と合わせて展示した。実際よりは早回しになっているものの、一見写真かと思
うような速度で徐々にインクが染み出してくる様は、白い白樺の肌にさまざまな色が広がり非常に美しく、
また白樺の毛細管現象の有機的な作用を如実に感じさせ、刷り込まれたイメージが作品に昇華されていく
時間経過を想起させる。加えて今回の展示においては、有機的に色が広がっていく様は、展示のテーマで
ある Symbiosis と、原野を人の手で開墾していった泰山寺での歴史ともリンクし、まるで生き物が領域を
広げていくような示唆的な見え方をしていた。

図 10

藤永覚耶 《Transit [Call]》 ( 映像 ) 2019
撮影 ： 麥生田兵吾

図 11

藤永覚耶 《Transit [Call]》 2019
撮影 ： 麥生田兵吾

《Transit》シリーズは、まだ藤永が制作を始めてから日が浅く、今回の展示でもいくつか新しい試みが
されている。例えば、制作に適する木材が白樺に限定されているため、
《Transit》の作品はサイズが白樺
の直径に左右されてしまう。その弱点を克服するため、
《Transit［採掘する］
》
（図 12）では、正方形に切
り取られた 12 枚の白樺の板を組み合わせてひとつのイメージを形作っている。この作品では、白樺の丸
太としてのマテリアルの印象は後退するが、より大きなイメージが提示されていた。それぞれ異なった系
統の色味で統一された 12 枚のパネルでイメージを構成することで、他とは全く異なった作品となってい
る。また、
《Transit［あいうえお］
》
（図 13）では、
白樺を袈裟斬りに切った楕円形のパネルを使用しており、
こちらでは皮を削り落としているなど、様々な試行錯誤が見える。
《Transit [\|/]》
（図 14）は、長屋に残されていた鶏の足跡にインスピレーションを受けて制作された。
展示の際には足跡の近くに展示し、関連性を想起させるようにした。

図 12

8

藤永覚耶 《Transit [ 採掘する ]》
2019 撮影 ： 麥生田兵吾

図 13
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藤永覚耶 《Transit [ あいうえお ]》
2019 撮影 ： 麥生田兵吾
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図 14 藤永覚耶 《Transit [\|/]》 2019
撮影 ： 麥生田兵吾

総括
今回の Symbiosis では、最終的に 1,249 名の来場者があった。昨年の「散光 / サーキュレーション」に
比べると数字の上では大きく後退したが、展覧会を終えてなお、泰山寺野で「Symbiosis」を開催するこ
とができ大変有意義だっと考えている。
昨年の黒壁スクエアは、新快速の停車する JR 長浜駅から徒歩 5 分ほどだったが、泰山寺は最寄りの JR
安曇川駅からバスもなく、乗合タクシーで 15 分と交通の便が非常に悪かった。逆に言えば、来場してく
れた人は大抵 Symbiosis を目的に足を運んでくれており、一人当たりの滞在時間も長く、じっくりと展覧
会を鑑賞してもらえた。また、アンケート結果の満足度が非常に高かったことも付記しておきたい。また、
展覧会の搬入から搬出まで、地域住民の方の中には何度も足を運んでくれた方もおり、昔を知る方が懐か
しそうに開拓時代の話をしてくださったり、最近になってから移住されて来た方が知らなかった泰山寺野
の歴史を興味深そうに読んでいたのが印象的だった。
展覧会に関連して幾つかの関連イベントも企画した。残念ながら石黒健一と井上唯のワークショップは
それぞれ台風の接近によって中止となってしまったが、高島の料理研究家であるたやまさこ氏による泰山
寺の食材をつかったフードワークショップ（料理教室）は無事に開催することができた。どうしても地の
物を食べてもらいたいという思いから開催したフードワークショップだったが、展覧会を目的とした層と
料理教室を目的とした層とがあり、それぞれが新たな発見をする機会になったのではないかと思う。地域
の方が企画していたライブイベントとマルシェが台風によって中止になってしまったのが大変残念であ
る。
いくつか反省点もある。まずは会場周辺でのサイン計画がうまくいっていなかったこと。今回の会場の
場合は道は簡単だったが、抑えるべき面積が大きく、初めて泰山寺を訪れる方にはわかりづらい案内となっ
てしまった。今後は事前のシミュレーションをより綿密に行い準備する必要がある。また、どうしようも
ないことではあるが、台風によってイベントがいくつも中止になってしまったのは残念であった。休館の
判断などは、対外的に混乱が起きないタイミングで行えたと思う。また、作品にあった被害は作家が即時
対応してくれ大変ありがたかった。
最後に、今回の展示は会場の家主である田中氏と奥様の多大なる協力がなければ成立しなかった。企画
段階からご尽力いただいたエーゼロ株式会社の清水氏など、多くの方の協力によって開催までこぎつけた
が、特に田中ご夫妻にはこの場を借りて心より感謝の意を表したい。
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実 施 概 要
滋賀近美アートスポットプロジェクト Vol.2

会

Symbiosis

期：令和元（2019）年 9 月 21 日（土）〜 10 月 20 日（日） 10:00 〜 17:00 29 日間
※ 10 月 12 日（土）は台風により臨時休館

主

催：滋賀県立近代美術館

協

力：エーゼロ株式会社、田中文志

後

援：高島市、高島市教育委員会

会

場：メイン会場 田中邸長屋および周辺エリア（高島市安曇川町田中 4915）
サブ会場

山里暮らし工房風結いおよび周辺エリア（高島市安曇川町中野 795-3）

デザイン：吉村麻紀
写真撮影：麥生田兵吾
映像撮影：片山達貴
翻

訳：JB&B
令和元年度 文化庁文化芸術創造拠点形成事業

関連イベント：
○プレ・アーティストトーク
日

時

8 月 23 日（金）19:00 〜 20:30

会

場

Gallery PARC（京都府京都市中京区烏帽子町 502–2F）

出

演

石黒健一、井上唯、藤永覚耶

進

行

荒井保洋（近代美術館学芸員）

○アーティストトーク
日

時

9 月 21 日（土）14:00 〜 15:30

会

場

メイン会場

出

演

石黒健一、井上唯、藤永覚耶

進

行

荒井保洋（近代美術館学芸員）

○作家ワークショップ
『家に眠る“もの”との生活を振り返る。そして交換してみる。
』
日

時

9 月 23 日（月 / 祝）14:00 〜 16:00 ※台風のため中止

講

師

石黒健一

会

場

山里暮らし工房風結い

○フードワークショップ
『泰山寺を食べる 発酵料理教室』
日

時

10 月 6 日（日）11:00 〜 13:00

講

師

たやまさこ（発酵・料理研究家）

会

場

たいさんじ風花の丘

参加者

20 名

○作家ワークショップ
『
〈木の根を起こす〉ワークショップ』
日

時

10 月 12 日（土）随時参加 ※台風のため中止

講

師

井上唯

会

場

メイン会場（杉林）
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新聞等関連記事：
朝日新聞 9 月 24 日（朝刊） 「開拓地と人々の共生表現」
（塚原和俊）
読売新聞 9 月 25 日（朝刊） 「造形は風土を語る」
（宮明敬）
京都新聞 9 月 27 日（朝刊） 「開拓地風景 溶け合うアート」
（山木秀二）
朝日新聞 10 月 1 日（朝刊） 「土地と人「共生」のアート」
（松浦和夫）

観覧者数実績

12
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