ムシャカズタカ Musha Kazutaka
福祉施設職員
障害者福祉施設で表現活動とサポートの仕事に就き、展示会や現場のプログラムづく
りの中心を担う。障害のある方の表現活動の現場の表現と支援者関わりについての短
い発表など研究中。
http://mshkz.tk
山上晃葉 Akiha YAMAKAMI
1984 年長野市生まれ 布作家
身体をモチーフに版画や布を用いて立体作品を制作。国内外で発表を重ね、数年前よ
りダンスとのコラボレーションを始める。自らの作品を” ソフトスカルプチャー =
柔らかい彫刻 ” と呼び、ダンサーの衣装なども手がける。
2009 年多摩美術大学大学院絵画専攻版画研究領域修了
akihayamakami@gmail.com
http://akihayamakami.com

瞬

水と油
Akio UMEDA 1957~

OZ / Keisuke YAMAGUCHI 1982~

OZ / 尾頭 / 山口佳祐

梅田明雄

とある飲み屋さんで

眼を閉じる

｢彫刻刀で彫ったりするんだ」
｢木版じゃあないんだ。リトグラフって知ってる？」
｢なんか聞いたことあるかなぁ．．．、下敷きをかりかり彫るや
つ？」
｢そいつはドライポイントって言うんだ。学校の授業かなんかで
やったんでしょ？」
｢うんうん、中学校のときかなぁ。」
木版とリノカットとドライポイントくらいは飲み屋のネエチャ
ンでもだいたいは知っている。

対峙を終えて

緊迫を纏う

旋律は奏で

余韻は共鳴し

｢リトグラフっていうのは、平版といってね、んと平らな版って
ことね、彫ったり削ったりしないんだよ」
｢ふ〜ん．．．じゃあどうやって刷るの？」
｢同じ平らな面にインクの付くところ付かないところを作ってや
るんだよ。」
｢？？？」
｢木版画やさっきのドライポイント、下敷きカリカリのやつね、
は物理的に彫ったり削ったりして
凹凸をつくってやって、版の上でインクが付くとこと付かない
とこを作ってやるわけだけど。」
｢ふんふん」
｢リトグラフってのは、物理的な変化、凹凸をつくらないで
科学的な変化でインクが付くとこと付かないとこを作ってやる
んだよ。」
｢科学的変化ぁ〜 !?」
｢つまりね、水と油の反発を利用しているんだよ。」
｢水と油ぁ〜？」

わたしのすべてが

｢平らな同じ面に脂分を引き付ける部分と、水を引き付けるとこ
ろを作るんだ。
そうして水で湿らせながら油性のインクをのっけてやるんだ。」
｢？？？」
｢紙に油性のクレヨンで何か描く。そこに水をこぼす。
紙は濡れるけど、クレヨンで描いた部分は水をはじく。その原
理なんだ。」
｢ふう〜ん．．．。」
まあ、まったくわかないだろうな。
リトグラフを口で説明するのは、刷るより難しい。

納和也

収束し

満ちたカタチが

消えてゆく

固執したる

指先は

静寂を保つ

息遣いは

色を破る色となり

なぞり

はじまりの場所への道を照らす
大地へ還り

宿りし

71 年生まれの僕からの見解）
Kazuya OSAME 1982~

無に包まれ

整え

反 1969 論

（ロックにおける 69 の生き方

みかちゃんいわく
｢お客さんは何をされてる方なんですか？」
｢ああ、版画を刷ってるんだ。ちょっと変わった仕事かな。」
｢はんが？はんがって絵の版画のことですかぁ？」
｢そうだよ。」
｢うわぁ〜、芸術家さんなんだぁ！かっこいい〜。」
｢ちがうよ、人の作品を刷ってんだ。まあ、職人だね。」
美術の仕事をしているってだけで、
「かっこいい」とか「すてきぃ
〜」とか言われるけど
好きなことをやってるおかげで、いつも貧乏でろくな生活をし
てない。とてもかっこワル！

梅田版画工房 / リトグラフ制作
長野県千曲市上山田 671-2
Tel:026-276-1316 Fax:026-276-1319
litho@u55.jp
http://u55.jp

にも思えます︒どこから見るか︑ということですね︑きっと︒

武捨和貴 Musha Kazutaka 1982 年生まれ
社会福祉法人かりがね福祉会 風の工房 主任

Monologue I

北澤一伯 Kazunori KITAZAWA
1949 年長野県伊那市生れ 美術家
1971 年から作品発表。74 年〈台座を失なった後、台座のかわりを、何が、するのか〉
彫刻制作。80 年より農村地形と〈場所〉論をテーマにインスタレーション「囲繞地（い
にょうち）」制作。94 年以後、廃屋と旧家の内部を「こころの内部」に見立てて美術
空間に変える『「丘」をめぐって』連作を現場制作。その他、彫刻制作の手法と理論
による「脱構築」連作。2008 年 12 月、約 14 年間長野県安曇市穂高にある民家に住
みながら、その家の内部を「こころ内部」の動きに従って改修することで、「こころ
の闇」をトランスフォームする『「丘」をめぐって』連作「残侠の家」の制作を終了した。
韓国、スペイン、ドイツ、スウェ - デン、ポーランド、アメリカ、で開催された展覧
会企画に参加。また、生家で体験した山林の境界や土地の権利をめぐる問題を、
「境（さ
かい）論」として把握し、口伝と物質化を試みて、レコンキスタ（失地奪還／全てを
失った場所で、もう一度たいせつなものをとりもどす・プロジェクトを持続しつつ、
95 年 NIPAFʼ 95 に参加したセルジ . ペイ（仏）のパフォーマンスから受けた印象を
展開し、03 年より「セルジ . ペイ頌歌シリーズ 」を発表している。

モリヤコウジ Koji Moriya 1974 年長野市生まれ
1998 年より NY にて 11 年滞在
2010 年長野市に FLATFILE を開設

丸山玄太

カトウヤスシ Yasushi KATO
1977 年生まれ。長野市出身。フリーペーパー「日和」編集長。
新潟大学大学院修了後、新聞社にてデザイナーを経て転職、
「新潟美少女図鑑」などを編集。
現在、株式会社まちなみカントリープレス所属。

宮下真美 Mami MIYASHITA
1984 年長野県須坂市生まれ
おぶせミュージアム・中島千波館学芸員
o.museum@town.obuse.nagano.jp

Genta MARUYAMA 1982~

OZ / 尾頭 / 山口佳祐 表現人 絵馬師
1986 年長野の山で生まれ育つ
原始循環思想を軸に独自の手法で表現し続ける
2001 年より即興性・場の特異性を LivePaint にて追求し続ける中、
2011 年には大絵馬を描き上げ長野県・武井神社へ奉納し、絵馬師として動き始める

丸山玄太 Genta MARUYAMA
1982 年長野市生まれ 東京在住 クリエイター
undergarden 主催
genta@undergarden.com
http://undergarden.com

あなたのような若者がどうして︑こんな陽気の日に︑私に話を
聞きにきているのだろうか︑ということから︑ですか︒

納和也 Kazuya OSAME
クリエイター 1971 年埼玉県熊谷市（旧妻沼町）生まれ
1980 年より長野県に転居 1990 年 STUDIO3 在籍
1994 年阿佐ヶ谷美術専門学校リビングデザイン科卒業
1998 年〜2010 年 株式会社デジタルアドベンチャー勤務
2011 年〜バエイカッケイ開発参加

町田哲也 Tetsuya MACHIDA
1958 年長野市生まれ バエイカッケイ開発統括 クマサプランニング主催
iam@machidatetsuya.com
http://tokisae.com/map

ここに来てからは会っていません︒二ヶ月ほど前でしょうか︒
当時住んでいたマンションへ行ってはみましたが︒

太田伸幸 Nobuyuki OTA
1981 年上田市（旧丸子町）生まれ 長野市在住
デザイナー
info@manz.jp
www.manz.jp

中嶋敦 Atsushi NAKAJIMA
1967 年 須坂市生まれ デザイナー
3THREE 主催
a.nakajima@3three.jp
http://3three.jp

そうですか︑それでもまだ十分若いですよ︒

梅田明雄 Akio UMEDA
1957 年愛知県豊田市生まれ 長野県千曲市在住
刷師 彫師
梅田版画工房主催 ( リトグラフ )
長野県千曲市上山田 671-2
Tel:026-276-1316 Fax:026-276-1319
litho@u55.jp

竹之内博史 Hiroshi Takenouchi
1972 年長野市生まれ 神奈川在住 プロダクトデザイナー
多摩美術大学立体デザイン専攻プロダクトデザイン専修卒
慶應義塾大学 政策・メディア研究科前期博士課程修了
Design Oﬃce BRIDGE 主催（主にプロダクトデザイン）
慶應義塾大学 環境情報学部 講師
研究領域 認知心理学
（担当授業：デザイン言語ワークショップ造形・プロダクト、デッサン基礎講座）

いえ︑もう住んではいませんでした︒

仙台の景気の良さに驚き少し複雑な気持ちのまま石巻に向かった。
海に近づくにしたがい荒涼とした街が目の前にあらわれた。
車は積み上がり、瓦礫の山が高くそびえ、家の中は空っぽになっていた。
車屋とドラッグストアだけが機能しているような状態でそこに辛うじ
て生活を感じさせる匂いがあった。
車を降りて海岸線を歩いていた時、ふと目に触れたものがあった。
それは恐らくここに家があっただろう場所にポツンと置かれた仏像。

内山温那 Haruna UCHIYAMA
1989 年静岡県生まれ 上田市（旧丸子町）育つ 長野市在住 写真家
写真家・清水隆史に無理矢理師事。
2010 年よりナノグラフィカに所属。現在、新人フォトグラファーとして活動中。
自身の日常をイラストで綴る「へにょ山日記」も執筆中。
uchiyama-haruna@neonhall.com

たかはしびわ Biwa TAKAHASHI
画家 1972 年東京都生まれ 長野県在住
長野二紀会会員 日本ペンギン党党員
1997 武蔵野美術大学油絵学科卒業
2006.7 〜『週刊さくだいら』にて『さくだいら美術探訪』隔週連載
（2008 年 7 月から 4 週に一度の掲載）
2007 信濃毎日新聞短歌欄イラスト担当

煙草吸っても良いで
…

何かを創り出すこと。
そのことに希望が持てなくなっていたのかもしれない。
所詮壊れてなくなってしまうものをつくって何になるのか。
ここ半年、作品らしい作品は作れていない自分を捕らえていたのはそ
んな想いだった。

雑貨小売事業

島田浩美 Hiromi SHIMADA
1979 年飯綱町生まれ 長野市在住
編集・ライター
2002 年信州大学人文学部卒業
2003 年〜 2005 年間世界一周旅行、帰国後、地元出版社勤務を経て、2011 年元同僚
と ch.books オープン
フリーペーパー『チャンネル』を隔月で発行
shimada@chan-nel.jp
http://chan-nel.jp/

何度も通ったので覚えていますけどね

ちょうど GW が終わった次の日、私は宮城は仙台に車でむかっていた。
運転をしてくれてるパートナーの横で、この日までの一年を思い出し
ていた。
たくさんの変化に思いを巡らせてみると、窓を流れていく自然の大き
なサイクルと自分の中で起こっているサイクルとのリンクを感じずに
はいられなかった。時折、自分に起こる変化や自然の変化が一瞬リン
クすることがある。その時、自分は自然物なのだと感じる。

安達浩平 Kohei ADACHI
1979 年山形県村山市生まれ 長野県長野市在住 自営業
2011 年 暮らしをたのしくする雑貨セレクトショップ Roger/ ロジェ
開始
2012 年４月 善光寺門前店オープン
新事業フードビジネスにおけるアクティブコンサルタント開始
Kohey0806@nifty.com
ロジェ http://www.zakka-roger.biz

清水隆史 takashi SHIMIZU
1969 年奈良市生まれ長野市在住
フォトグラファー
1994 年信州大学教育学部卒業、96 年同大学院中退
大学在学中 1993 年に長野市権堂でライブハウス / 小劇場「ネオンホール」を始める
2000 年頃からフォトグラファー／ライターとしての活動を開始
2003 年に善光寺門前に 4 人共同で「ナノグラフィカ」をスタート
普段は音楽の現場と写真の現場
t̲simizu@nifty.ne.jp

どうも︒
…

この一年で、自分のことを認めて受け入れてくれる人がいることの絶
大なパワーを知りました。
いつも近くにいて笑いあえた人が離れていく辛さも知りました。
家族の大きさも、大切さも知りました。
これらを抱えてまた先に進んでいく。
日本という素晴らしい国をもっと知るために、日本人の自分という輪
郭をはっきりさせるために海をこえて行くのだと思います。
一年になるか二年になるか三年になるか、それはわかりませんが日本
人として日本に生まれこの親から生まれてきたことは変わりません。
そんな途方もないサイクルが私は不思議でしょうがないのです。
この、言葉にも文章にもできない感情や想いをかたちにできるように
なるまで想像し、つくることを続けたいとおもうのです。
2012.3.11 3：50

branching 01 contributor

塩津知広 Tomohiro SHIOTSU
音楽講師 1965 年福岡県北九州市門司区生まれ 長野県長野市在住
1990 〜音楽教室講師として活動開始
2006 年〜「ドラムサークルながの」発足
drumcirclenagano@gmail.com
URL ドラムサークルながの http://hey8tsedrums.com/dcngn/

他にも選択肢はいくつもあったと思いますが︑あなたにとって
は︑今ここにいることが他のどれよりも価値があると感じたと
いうことでしょう︒他の選択肢も︑選択肢として挙がっている
以上︑無価値ということもないでしょうから︒

安達浩平

額から ５％を割引するというものだ︒もちろん︑リスクとしては利益の減

少ということになるが︑消費税が増税されたときの消費の落ち込みを考え

ると︑あきんどとしての先行投資のひとつではないかと考えている︒

精進していていきたい︒

︻あきんど︼から︻商人︼︑︻商売人︼から︻経営者︼といえるようように日々︑

私は去年のこの日から今日まで、ただ、ひたすら前をみて走ってきた
ように思う。
今、目の前にある私がやるべきことを精一杯やり、一番近くにいる大
切な人を想い守る。
それが私がその時すべきことだとおもった。
現地に行きボランティアをすることや原発のデモに参加することが、
そのとき私がすべきことではないような気がした。
何が正しい行動なのかなんて多分ないのだと思う。
ただ、一年経った今、ひとつの区切りを自分につけようと思いたった。
テレビで何度も見てきた場所に実際に行き現地の人に会う。
とても簡単なことだったんだと思うが、一年もたってしまった。
でもこれが私のタイミングなんだと思う。
自分の国で起きた出来事をちゃんと目と耳と肌と手に刻み付ける。
文字にすると、何かが多すぎたり足りなすぎたりして、言葉にすると
おもいが強くなり過ぎてどうにも上っ面なものしか表現できない。
でもそんな自分をうけいれてみるようともおもうのです。

私たちは今、とても複雑な社会に生きている。
しかし、それは私たち人間が創り出して来たものの中だけの話で、自
然はいたってシンプルで地球はひたすらゆったりとしたサイクルを続
けている。
自然は人間のサイクルを肯定も否定もしていない。ただ、流れ続けて
いる。
そんな小ちゃな人間に何ができるだろうか。人間の愚かさを嘆いてたっ
てなにも始まらない。
ただ、自分のサイクルを続けていくしかないのだ。
自然物として。

ごとうなみ Nami GOTO
1969 年生まれ 美術家
ʼ 91 年東京芸術専門学校入学 翌年中退し渡印
帰国後長野に拠点を構えʼ 99 年より発表を開始
2012 年 gg ごとう画室を開く。長野美術専門学校講師。臨床美術士

この先の糧になるか︑という保証は影響しないのでしょうね︒

モリヤさんにこのフリーペーパーに寄稿しないかと言われたのが一昨
日前。展示の DM を置きにフラットファイルを訪れた時だった。
なんでもいいよ、と言われたものの何を書くか…文章は得意ではない
けれども書きたい事がいくつかあった。

北島由美 Yumi KITAJIMA
1961 年長野市生まれ リトミック講師
中学音楽教師 6 年勤務後退職 専業主婦業 10 年後リトミックを学ぶ
養成校卒業後リトミック研究センター長野第一支局をたちあげ
現在同支局チーフ指導スタッフ
pata24@mx2.avis.ne.jp
こどものためのリトミックながの http://kodomonotameno-r.com

はい︑あの日もここに座っていました︒

山上晃葉

そしてその横に造花のコスモスが砂にうもれ色褪せながらも砂から顔
をだしていた。
私はこのコスモスが一瞬本物のコスモスにみえた。
津波に流され色を失い、折れ曲がった末にまるで自然物かのように土
から顔をだす造花のコスモス。
所詮、人工物など自然の前ではおそろしく無力で無益だと感じていた
自分の感情がこのコスモスに「救い」を感じた。
なぜそう感じたのかはうまく説明できないのだが、何だか肯定された
気がしたのだ。
多くの人の生活が一変し、多くの人の命が流された土地だからこそそ
う感じたのかもしれない。

えぇ︒最後の日です︒

あきんど一年生として

上っ面なじぶんもうけ入れてみる

あの日は︑皆同じ顔で︑同じ速さで過ぎていくのですよ︒左か
ら右に︑同じ方向へ︒帰るのだろうな︑とは分かりました︒た
だいつもでしたら︑夕方過ぎくらいに少し増えるだけで︑その
後はパッタリと誰も通らなくなるのですが︑あの日はいつまで
経っても途切れることがなくて︑夜が更ければ更ける程︑人が
増えましたね︒

なので、たとえばリズムの型を提示する場合にも、そのエッセンス
は、必ずそこに集った方々の出す音からいただきます。一瞬、ひとフ
レーズ、一音の響き、それらの重なり合い、それらを全体へ染み渡る
ように広げていきます。その結果、私などの想像をはるかに超えた音
空間が生まれることも、決してめずらしくありません。

あぁ︑そうだったのですか︒

私が指導者や指揮者のようにふるまえば、その場で連なる音は決し
て私の実力の範疇をでません。それでは先に示したような「” 喜び”
に近い」感情は望めません。

朝方︑まではいっていなかったと思いますが︑列の最後に連なっ
て︑ここを離れました︒

しかし今回、この連載の中で考えていきたい―私個人が着目してい
る―のは、アウトサイダー・アートの中でも特に障害者の「表現」と、
そこに関わる支援者との「関係性」です。
「障害者アート」と「共同性」
について（岸中 ,2007）を改めて、作家・作品・現場・支援者との関
係と創作の過程を通じて積極的かつ肯定的な意味を作品に提示してみ
たいのです。それは決して作家の受動的な「描かされている」「教えら
れている」「守られている」という被支援者の姿ではなく、もっと多様
でユーモアがありもっと確かな「アウトサイダー・アート」の像のは
ずです。ぼく（ら）が、現場で立ち会う表現の生まれる瞬間―その時、
作品はキラキラと輝いている！―をその傍らにいる眼差しで語ること、
まずはそこから始めてみます。

しょうか

拙文、駄文、お読みいただきありがとうございました。

あれはどこだったのでしょうね︒

ドラムサークル、それは端的に言えば「打楽器をみんなで鳴らす〜
その場の音と空間と時間を全感覚を使って楽しむ」活動です。そのこ
とにより、日常では（どちらかといえば）覆い隠されているような感
情や表情をあらわにします。それは多くの場合” 喜び” に近いもので
あるようです。達成感や充実感、リラックスした気持ちや演奏に集中
し続けるさま、のようにカタチはいろいろですが。そして、それらど
れにも共通するのが「あくまでも、自然に、自主的に、自らの欲求に
より」起こっているということです。

カタチとして残らず次の瞬間には過ぎ去ってしまうドラムサークル
（そしてその目的）ですが、まさしく” 芸術（アート）” ととらえての
活動に広がりつつあります。許されるならば次回はそのお話をさせて
いただきたいと思います。

︒
…

私がドラムサークルをみなさまに届け続けるのはなぜか、それはこ
の活動が「（みなさまも私自身も）胸をはって自分自身であるための
最適なツールのひとつ」であると思うからです。昨今のような時代に、
「自分自身で在る」ことはとてもとても大切なことだと思います。※こ
ういう命題に対しその時々で言うことはちがってしまいます。まだま
だ勉強中の身でありまして不徳のいたすところご容赦ください。

私自身もその「自己から発現する” 喜び” に近いもの」に触れて驚
かされてまた” 喜び” を感じている、もちろんその場に集った方々み
なさまがそれぞれに” 喜び” を感じている、自分の全感覚がいま躍動
していると実感する、自分自身がここに生きている、その空間と時の
流れこそがまさしくドラムサークルのめざすところです。

あ …
どうも︒
このままで …
︑あ︑はい

ありがたいご縁をいただいて、今回拙文をみなさまに読んでいただ
ける運びとなりました。私の活動のひとつ、ドラムサークルについて、
しばしお読みいただきたいと思います。

はい︑４年ほどでしたね︑ここにいたのは︒

塩津知広

6 月 9 日土曜日。休日出勤の私は正午きっかりに、ある原稿を書き上
げた。よし。「後はよろちく」なんて、終わらせた爽快感が滲みでた言
葉をデザイナーへ残し、気分よく編集室を後にした。今日のこれから
の予定は未定。何したって構わないのだ。あたたかい日差しに足取り
も軽く、なぜか懐かしい 90 年代の曲がアタマの中を流れてそれを口ず
さむ。
「土曜日はかせきさいだぁ。いつも土曜日はかせきさいだぁ。ボクの時
間旅行が始まるよ、さいだぁ。イェイ、カモン！さいだぁ！」もちろん、
すれ違う人には聞こえないくらいの小さな声で。しかし「イェイ、カ
モン！」の部分では自然と指がパチリと鳴る。気分がいい。そよ風が
優しく肌を撫でる。「街をさいだぁが浸して、ボクまで満たして、キミ
に向かって泳いでいく、ボクはイルカのようだよ」歌（ラップ）は止
まらない。浮かれ過ぎもいいとこだ。もはや私は、広大なサイダーの
海を気持ちよく泳いでいる。スィースィー。ああ、気持ちがいい。こ
の気持、誰に伝えればいいんだろう。ふと思いつく。そうか、
facebook にでも書き込んでみるか。「みんな！ ボクは今、たっぷりの
サイダーの中をクロールしてるんだぁ、ふふふ」いやいや、こんなく
だらないこと、誰が読みたいんだ。「プッ。こいつ、アタマ炭酸」なん
て思われるに違いない。あるいは「かなりポップね w」と冷笑される
かもしれない。はたまた「脳みそまで泡にならないで」なんて警鐘を
鳴らす人まで現れるかもしれない。いや、なによりも「浮かれポンチ
発見。シェアさせていただきます」とばかり、全国にシェアされちゃ
うんじゃないか……。そんな不安が表情に出てしまったのか、自転車
で通りすぎる子どもが険しい顔で私を見据える。思わず目を逸らす。
いや、どうしよう。そもそもこんなこと書き込んだとして、なんの得
があるんだろう。こんな浮かれたヤローの書き込みはむしろ読む人の
気分を害する可能性が高い。いたずらメールがひっきりなしに届いた
りして。はたまた、嫌がらせの無言電話が鳴り止まなかったりして……。
そんなことがアタマをよぎるが歌は続く。「かせきさいだぁを飲み干し
て、石段を登って、木漏れ日の中を進んで、ソバカスのキミを捜すよ」
再びテンションが上がる。本気なのか、ふざけているのか、そんな 90
年代リリック。いや、いいんだ。この開放感こそ、土曜日なんだ。最
高のこの時間を過ごしているって全世界に告知しよう。いいでしょう？
ねぇみんな聞いて。断言します。ボクは今ハッピーです！ ! 歌に合
わせたリズムで歩いていたのが気持ち悪かったのか、すれ違うカップ
ルがあからさまに私から距離を離してくる。ふん、いいさ。だってボ
クは今、H・A・P・P・Y。そうだ、喉が渇いた。この先の角にある喫
茶店でサイダーを飲もう。のんびり泡が昇っていくのを眺めて、それ
で携帯で写真を撮って……。思わずニヤけたその時「ピピッピーピッ
ピッピッピッ」携帯にメールが来て足を止めた。先ほどのデザイナー
からだった。「すいません。さっきもらったテキスト、本文しか入って
ないよ、もう」ウソ……忘れてた。私の時間旅行は終わり、編集室へ
全力で走ることになったのだった。

仕事帰りです︒

Tomohiro SHIOTSU 1965~

Yasushi KATO 1977~

カトウヤスシ

いいえ︒会社は地方にあります︒私は産業機械の設計をやって
いたのですが︑マシニングセンタなどはご存じですか︒ …
そう
ですか︒要は金属加工を行って組み立てる機械なんですが︑そ
ういった産業機械の受注先がこの近くで︑設計内容の打ち合わ
せで訪れました︒

ドラムサークル

『アウトサイダー・アート』( 服部 , 光文社 ,2003) から 2000 年代に
入り取り上げはじめられたように、日本でも「評価」する言葉や文脈
を探し出すことが始まっています。そして、その導火線の役割を担っ
たのが 96 年代から続いている「エイブル・アート・ムーブメント」で
す。現在、その運動はアートという可能性の拡張性をコンテポラリー
な時間や空間の表現、ダンスや音楽、コミュニティの中にも見出す取
り組みをしています。(『生きるための試行』フィルムアート社 ,2010)
または、積極的なかたちで資本の仕組みとして施設と社会を繋ぐ仲介
組織「エイブルアート・カンパニー」の設立へと至っています。そし
て現在進行形として、「正規美術教育や伝統的な訓練を受けていない」
「地位や名声の為ではない」「流行やモードに依らず自分の表現欲求に
純粋」なアートとの親和性をもつ「障害者」の表現は「日本のアウト
サイダー・アート」や「日本のアール・ブリュット／アール・ブリュッ
トジャポネ」として海外に輸出されたことで、逆輸入するかたちで、
何人かの作家や作品が注目されて始めました。日本における障害者や
入所施設、精神病棟の中で生まれた作品は、その社会構造的にも閉鎖的・
抑圧的な環境に置かれながらも多様な価値観を、作家以外の支援者や
鑑賞者、関係者が積極的に見出していく過程を、通過していくのでしょ
う。それが 2010 年代、日本のおける「アウトサイダー・アート」の
大きな動きになっていくでしょう。

サイダー

切っ掛け …
切っ掛けですか︒分かりません︒ …
これですかね︒
このベンチに座ったから︑ということでは駄目ですかね︒

おぶせミュージアム・中島千波館
開館二十周年記念「水戸岡鋭治」展
長野県上高井郡小布施町大字小布施 595
TEL 026(247)6111 FAX 026(247)6112

そうです︒おかしいでしょうけれど︑立ち上がろうとしたらも
う立てなくなっていたのです︒

の機械をさわらせてもらったりもした。

今年の震災の日に書いた日記。

Kohei ADACHI 1979~

︻あきんど︼︑漢字で書けば︻商人︼だが︑私にはまだひらがなでちょうどいい︒

八百屋の家に生まれ︑土日もなく︑旅行は友達の家族に同行する︑そんな

幼少期を過ごした︒反抗期も重なり︑一七歳には家を出ていていた︒

しかし︑もうすぐ実家を離れ︑ダブルスコアになろうとしている私はそん

な両親と同じ家庭環境を築いた︒

ここのか

父を否定し︑いままでの人生で父と会話した時間の合計が二四時間には満

そういえば、年始に買っただるまに「豊胸」の願掛けしたんだっけ。
その願いはいつ叶うんだろう。小さな胸を見つめながら、そんな事を
思うのでした。

たないだろうという私だが今はその父を尊敬し目標にしている︒

先日、ブラジャーを着けずに一日を過ごした事がありました。胸が小
さいあまりに、着用していない事に気付かないまま一日の半分を過ご
し、気付いてからも特に困る事もなく残りの半日を過ごしたのです。
その日の夜は、なんとも切ない気持ちになりました。

604-1

− 217-7929
fax 026
〜 16:00不定休
10:00

はじめまして、内山です。普段は写真撮影を生業としています。趣味で、
絵日記を描いています。

ロジェ善光寺門前店
Roger/
〒 380-0858長野県長野市長野上西之門町

＋
tel
営業時間

内山温那

昨年︑長年お世話になった会社を退職し事業を立ち上げた︒もちろん︑自

営業だ︒私は自営業の良さの一つに決定権が代表者に委ねられていている

ことがあると思う︒法人のように一つの案件を決定させるのに多大な時間

を要するのに比べスピーディーに物事を進めていくことができる︒しかし︑

Haruna UCHIYAMA 1989~

の時は、駅によくお弁当を届けに行った。そこで、古い使用済みの切符をもらったり、お金のおつり

どうして …
なんでしょうね︒春と夏の間の夕方か …
いやもう夜
でしたか︒私たちの上に葉を茂らせている︑この木が精液のよ
うな匂いを出していた頃でしたね︒ただ何となく帰り際にここ
へ足が向いて︑何となく︑懐かしさのようなものだったでしょ
うか︑何となく座って︑そのまま︑でしたね︒

長い一週間
May 18th, 2012
月曜日の小井川小の始まり、水曜日上越、金曜日栗が丘幼稚園と出張
が多かった一週間がようやく終わります。
明日はオフ。日曜日の月例会の準備をゆっくりしようと思います。
長い道中、道ずれが必要です。今回は道づれがいたおかげで、眠気に
教われずにすみました。感謝。
来週は２つの学校のリトミッククラブが始まります。
子どもたちとの出会いが楽しみです。

たくさんの人たちのディスカッションがない分︑リスクもある︒

今春︑実店舗︑暮らしをたのしくする雑貨雑貨セレクトショップ /Roger/
ロジェを善光寺門前にオープンした︒妻が店長として︑店舗の運営を進め

ているが︑少々あきんどとしての実践を交えさせてもらった︒それは﹁消

費税増税﹂対策だ︒

﹁消費税増税﹂︑消費者としても︑あきんどとしてもあまりいい響きではない︒

私は先進国のなかで財政状況が最悪といわれる日本は﹁消費税増税﹂から

逃れることはできないと予想していている︒たとえ︑先伸ばしにしたとし

ても財政再建する案を世界に示さなくては投資家からの日本に対する信任

が失われ︑もっと経済が混乱してしまうではないかと考える︒

地方都市の一小売店として持続可能な対策とはなにか︒以前︑日本は消費

税を増税した︒その当時のこと思い出すと︑大手小売店は消費を凍結させ

ないために増税の分だけ一定期間︑割引をした︒そして︑いつの間にか増

税は日常に溶け込んで行った︒今︑５％というというという数字に違和感

を覚える人は稀だと思う︒だからといって施行されてから大手小売店と同

じことをやっては敵わないない︒そこで︑私が考え実践しているサービス

のひとつが﹁エコ割﹂である︒当店のオリジナルトートバッグを購入して

いただき︑次回のお買い物時にトートバッグを持参して頂くとお買い物総

へにょ山だるまちん

運転士をしていた祖父の姿は見たことはないが、定年後も駅の係員を臨時的につとめ、泊まりの勤務

疲れていたわけではなかったと思います︒そうだったのかもし
れませんが …
覚えていません︒久しぶりの大型案件でしたから︑
それなりのプレッシャーはあったとは思いますが︑それよりも
嬉しさの方が大きかったように思います︒今もだとは思います
が︑当時もあの業界は厳しくて︒メンテナンスばかりで新規受
注もなかったので︒

小井川小にて
May 14th, 2012
終日リトミックやってきました。
なんと言っても締めの職員リトミック最高でした。
やりたい放題やらせていただき 多謝。
毎日できそうな事を、学校にどう提案していくか、考え中です。

こどものためのリトミック「北長野教室」
〒381-0043 長野市吉田 4-10-11-6 クワトロカーサス C-2
phone 026-243-0375
http://kodomonotameno-r.com

〒380-0838 長野市大字南長野県町 477 3F ( 長野市立図書館前 )
詳細はお問い合わせください。
namigt@gmail.com ごとうまで

今も電車で通勤しているのは、何かの縁なのかもしれない。

大丈夫です︑持ってますから︒ここに住んでいましたしね︑ど
こで誰が生活をしているかなんて分からないですから︒

7,000 円

ただ、長電で運転士をしていた祖父の影響か、鉄道は嫌いではない。

あ︑すみません︒そうです︑そのままベンチで寝ました︒

チケット会員 2 時間 3,000 円
月会員 2 時間 x 月 2 回 5,000 円 / 2 時間 x 月 3 回

六がつ

http://yumikitajima.com

認定教室をぐるっと
May 21st, 2012
川中島教室 松代教室 そして若穂教室をぐるっと回ってこれる事を
発見しました！
（突然出かけたので先生方はみなさんお留守でしたが）
いわゆる南の先生方が集まったり話したりできる機会がもてるといい
なあ。
どの教室も良い環境にあると思います。
人が集える場所になってほしいです。
今度は連絡していきますからね。そしたら相手して下さい！

各コース 2 時間
月・金曜日 午前 10 時〜午後 7 時
火・水・木曜日 午後 2 時〜午後 7 時

私は鉄道マニアではない。

分かりません︒何かに少しだけ価値が生まれた︑ということで
すかね︒何か︑分かりませんが …
寂しさ︑とかでしょうか︒分
からないことに価値を見つけるというのは︑でも誰にでもある
でしょう︒あなたのこの行為も︑そこに含まれているように︑
私には思えますし︒

・デッサンコース
・平面コース
・立体コース
・右脳コース
・自由アートコース
・幼児＆お母さんコース

私はこの展覧会の担当でありながら、誰よりもこの展示を楽しみにしていた自信はある。

今︑ですか︒今はまぁこのようなものです︒

絵を描きたい
モノをつくりたい
アトリエとしての場が欲しい
アートで気分転換したい
こどもと一緒に楽しみたい 人へ

もちろんそれだけではないので、いろんな人が楽しめると思う。

祖父が亡くなって２年になる。
もし生きていたら、がんばって車椅子を押して、私は展覧会の会場に祖父を連れて来ていただろう。

月例会スタート
May 20th, 2012
初級の皆さんを迎え、今年度の月例会がスタートしました。
新しい気持ちでのスタートは、何事においても大切ですね。
特コースに関しては、継続して学ぶ事の大切さを分かち合いたいと思
います。
自分の身体のバランスをチューンナップする大切さを、分かち合えた
らと思います。
書籍からの引用も大切にしようと思っています。私も最近読み直して
発見する事が多い日々です。

gg ごとう画室

水戸岡鋭治さんといえば、鉄道のデザインが有名だ。

はい︑ずっと︒

画室にいつもの鞄を置き、街中を歩いて用を足しに行く。
道すがら、街中の雲を見上げる。建物横の路地を覗く。
足でしか知り得ない微細な景色を立ちどまり、しげしげと舐め回すよ
うに観る。
この路地を渡ればあの店に着くことを知り、ぽっかりと空いた無音の
瞬間に、何気なく街の温度が伝わってくる。
20 年来行き来しながら、いままで味わったことのない新しい街の感触。
始まった探訪の先に、人がいて、新しいアートがあるかと思うとこれ
からの日々が楽しみでならない。

リトミックの日々より

６月２６日まで、約 2,000 点の作品が並ぶ。

1993 年、世田谷美術館が企画した『パラレル・ヴィジョン』展は日
本における「アウトサイダー・アート」を本格的に「美術」の枠組み
の中で紹介した初めての企画展でした。約 20 年前の、当時の美術関係
者やその時代の雰囲気はぼくには想像するしかありません。しかし、
今ぼく自身が関わる「障害者」のアートや表現が、アウトサイダー・アー
トやアール・ブリュットと言った枠組みの中で受け入れ（られ）よう
としている時代性をつくったのは、90 年代、日本で美術的な文脈の中
で評価されたそれらの作品群だったことは断言できます。むしろ、ABC
（アール・ブリュット・コレクション）やアウトサイダー・アートと言
われる作品群の多くが精神障害や知的障害・発達障害と共に生きてい
る／生きていただろう作家の作品が多かったことは、「表現する」こと
それ自体の根源的な意味を積極的に鑑賞者に訴えたのだと思います。
それ以前から京都府亀岡市みずのき寮で絵画教室を開いていた日本画
家の西垣籌をはじめ千葉県立千葉盲学校に図工担当教諭として粘土造
形を行った西村陽平、滋賀県の信楽青年寮に関わった美術家・絵本作
家の田島征三と、個人で障害者の生活する入所施設や通所する施設に
関わっている美術関係者もいました。また現代陶芸の基礎つくった陶
芸家の八木一夫が仲間と共に知的障害者へ造形活動に取り組んだのは、
戦後直ぐでした。

あなたと話いて気づいたようなものです︒日がな一日ここに
座って︑まぁこのような場所ですから人通りは少ないですが︑
それでも一日ですから︑目の前を何人もが行き交います︒その
ことにどんな意味がありますか︒過ぎ去る見知らぬ人が家族と
等価といえば︑重要なことのようにも思えますし︑不仁のよう

かれこれ 20 年近く長野に暮らしている。
市街地近郊の山間部を生活の拠点にしているので、もっぱら移動は車。
子育ても忙しく、生活を維持するための労働にもいとまがない。
制約がつきまとうなか、制作を押しすすめてきた私は長野のアート
シーンを語れるほど、広角ではない。
自分が携わる企画を把握する程度である。
時間的、物質的な制限を解消できないかと幾度か市街地への転居を試
みてきたが、ご縁が合わず、なからすっぱり諦めかけていた頃、長野
市街にひとつ部屋が空いた。
そして門が開くようにこの５月、画室をかまえることができた。

開館二十周年を記念しての、ちょっと大規模な展覧会なのである。

どうして …
ですか ……
何と言いますか︑立ちあがる意味と言
…
いますか︑価値と言いますか︑それを失ってしまったようでし
た︒

ごとうなみ

今日は北信の K 小学校リトミッククラブの初日。さらに来週水曜朝全
校２６０名あまりで児童会主催のリトミック集会をどう持つか、児童
会長、体育委員長と話し合い。来週の児童会の時間にもう少しつめて
から本番。果たしてどうなりますやら。

「水戸岡鋭治展」がスタートした。

あ …
いや︑少し違いますね︒あらゆる物事の価値が等しくなっ
てしまった︑という感じかもしれません︒だから︑何か …
全て
に対する意味を失ってしまった︒１０なのか５なのか０なのか︑
どれにしたって同じなのですが︑突然全てが等しいものになっ
てしまったようです︒立ち上がろうとするまでのどこかで︒

Nami GOTO 1969~

Koji MORIYA 1982~

ムシャ カズタカ

全く等しいので比べられないのです︒立ちあがることも︑座っ
たままでいることも︑その後に続くあらゆることも︑どれもが
等価なので︑現状を受け入れるばかりになる︑と言いますか ︒
…

探訪の先に

宮下真美

妻と娘が︒
…

私自身は長野の地にリトミックが浸透してほしいと心で主に強く思っ
て（と言うのはなかなか実際にやっていく現場が持てなかった事もあ
り）はや 10 年。ようやく人と出会うことの意味が身にしみるように
なった。
「リトミックやっています」と言ってもまだまだ首を傾げる人の多い
中触手を広げていったら、もっと楽になれるなあと思うこのごろ。

‒ 障害者の表現と共同性について

Mami MIYASHITA 1984~

魅力 …
そうなのでしょうね︒自覚しているにしろ︑していない
にしろ︑相対的に物事の価値を比較して行動しているのかもし
れません︒

北島由美

私のところに来ている２姉妹の母がフェイスブックで尾頭氏のアート
ライブの様子をアップした。さらにその母からなかむらじんさんとか
もりやさんという単語が飛び出してきて仰天した。

へいせい二十四ねん

日本のアウトサイダーアートの消失点

水戸岡鋭治展

考えたことはないですね︒でも︑それが︑歩いている時に訪れ
ていたらそのまま家へ帰っていたのだと思います︒家族で食卓
を囲んでいる時だったとしたら︑知らずにそのままの生活を続
けていたのかもしれません︒私にはここのベンチで訪れた︑と
いう タ
…イミング で
…すね︒

Yumi KITAJIMA 1961~
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個は巡り

その一瞬を迎える

眼を開ける
やさしく触れて

生かされて

潜むフォルムに

会いにゆく
歩き出す

1969 年といえばビートルズの終わり。
ジミヘンドリックス、ジャニスジョップリン、ドアーズ。
あとクリーム。
これで奇跡のロックの時代はは終わりました。
1970 年代僕の生まれたあたりです。
辿ると 1970 年代はこの奇跡を延長することに費やした時代だったよ
うです。
仕込みたっぷり戦略家である巨漢ピーターグラントとジミーペイジは
この奇跡の反復を行うために自然発生的バンドではない策略的構築バ
ンド、レッドツェッペリンを 1969 年に結成。同じくしてキングクリ
ムゾン、ピンクフロイド、イエスも登場。
彼らは 69 年の奇跡に乗り遅れた哀しい人達です。
レッドツェッペリンはいかにその奇跡を延長持続出来るかという手段
に長時間ライブを選択しました。
※余談ですが公式版以外に膨大にあるその長時間ライブのテープがあ
る。西新宿で高値で売買されています。
1977 年、前年、ザ・バンドは「ラストワルツ」でアカデミックにこの
69 年の亡霊から足を洗いました。
レッドツェッペリンは 1975、1977 年と相も変わらずこの魔術的
1969 を身を削って延長持続しました。
このバンドのやくざな裏ボス巨漢ピーターグラント、ジミーペイジは
過剰なツアーに正気では臨めず酒、クスリを過剰摂取の上こなしてい
ました。
（レッドツェッペリンのこの持続の記録は「レッドツェッペリンライブ
全ガイド」という書籍に細かく記してありす。
奇跡的瞬間の時代ではなく、その持続、延長の時代、1970 年代に僕は
生まれました。
もう伝説など無縁の時代です。
レッドツェッペリンは決して伝説なのではなくただただ 70 年代にこの
69 を延長持続しただけなのです。
ロックを芸術というならレッドツェッペリンはそうではありませんで
した。
あくまでも生きてゆく為に 69 の持続を選択したのです。
バンドの構想時、巨漢ピーターグラントとジミーペイジはハードロッ
クにするかウエストコースト的アコースティックにするか話し合った
そうです。
1960 年代の自然発生的素材を生きてゆく為に「どうするか？」という
姿勢です。
1977 年のツアーにてその持続の過酷さ、そのものにのまれ 79 年にド
ラムのボンゾがアルコール中毒でこの世を去りました。もはやクリエ
イティブの為の酒、クスリではないのです。あまりにも過酷な労働だっ
たのです。
69 と 79 の差。
79 年のその終わりは労働者が労働に辟易しただけではないでしょう
か？
69 の奇跡を持続する上で彼らは過剰に酒、クスリを摂取しました。
でももうそれで死ねない時代が 70 年代だったのでしょう。
公式版以外に膨大にあるその長時間ライブのテープがある。西新宿で
高値で売買されている細部の音源を聴きますと自我崩壊的な 69 とこと
なり単に肉体だけの単純なものだけが頼りになっています。
69 と 79。それでも何も終わらないし始まらないのです。
79 ではもう伝説でもなくとにかく唯一の頼りだった肉体の限界だった
のです。
これは困難な時代を生き抜いてきたサバイバルだったのではないで
しょうか？
とても現実的、肉体的な 79 でした。

