
ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）を考える会 第 4回会議（グループ討議） 

日時：平成 24年 4月 4日（水）18:30～20:30  

場所：ときわ湖水ホール 大展示ホール 

＜グループ１協議記録（一部簡略化）＞ 

テーマ：UBEビエンナーレの可能性（目的）について 

 

【進行】この班のテーマは、「UBE ビエンナーレの可能性（目的）について」です。目的と

いうことで、前回のグループ発表の中で目的に関するものを振り返りたいと思います。まず、

グループ 1は、目的は、市民が地元に誇りを持てる。グループ 2は、目的はよくわからない。

元々は青少年健全育成という目的があったが、だんだん変わってきているのではないか。目

的をはっきりさせた方がいいという提案。グループ 3 はビエンナーレの目的は４つある。１

つ目は、若手作家の登竜門、２つ目は、よい彫刻と触れる機会が安価に実現できる。３つ目

は、学びのきっかけ。教育。４つ目は、観光。この中で一つ目の若手作家の登竜門は、UBE

ビエンナーレでしか実現できないものであるというお話でした。では、どういうふうに進め

ていきましょうか。 

【会員】目的をしぼる必要があるのか、ないのか。あまりにもこれもあれもと四方八方に広

げてしまうのはどうかなと思う。最初の青少年の健全育成というのは、彫刻のことで、ビエ

ンナーレの目的ではなかったのでは。 

【会員】青少年が表に出ているが、やはり青少年だけではなく、宇部市民全体への情操教育

だったと思う。そのきっかけをつくるために、緑と花が始まった。緑を植え、花を植えたら、

彫刻を置こう、彫刻を置くなら本物を置こう。偽物を置くと簡単に取り換えられてしまうか

ら、本物の価値の高いものを置こうということになった。 

【会員】そこまでだとビエンナーレにはつながらないのでは。 

【会員】彫刻展を始める前から、産業祈念像などいろいろな彫刻があり、市民の芸術性は養

われていたが、より広く市民に広めていくということと、宇部興産の協力があって、宅急便

もマイカーもない時代に、セメントタンカーで、全国の彫刻家から作品が集まるようになっ

た。彫刻家の夢と、宇部市民の夢がドッキングした。 

【事務局】野外に彫刻を置きたいという相談を持ちかけた先が、たまたま美術評論家で、そ

の方は以前からどこかで野外彫刻展をやりたいと考えていた。そこへ宇部から野外に彫刻を

置きたいという相談があったので、これはいいということで、宇部での野外彫刻展につなが

った。場所も市内の中で、ときわ公園を選び、ときわ公園の中でもこの斜面が絶好のロケー

ションだということになった。 

【会員】そうすると、やはり作り手側の意図が大きかったのだろうか。 

【会員】宇部市も野外に彫刻を置きたいという意志があった。彫刻を安く手に入れることが

できた。 

【会員】彫刻を安く手に入れるというのは当初からはっきりあったのか。 

【会員】あった。彫刻家も賞をとることで、次の作品の価値があがるということがあった。 

【会員】それでは市民の目的ではなく、彫刻家の目的だろう。 



【会員】宇部市の側もいい作品を置きたい、しかも若手作家の、ということがあった。 

【会員】現状でも彫刻を安く買うことができるのか。 

【事務局】注文制作よりは安いだろう。今も材料費よりも安い賞金で作品をもらっている。 

【進行】今の話を聞く限りでは、当時は、若手作家の登竜門というところと、市民がよい彫

刻に触れる機会を安価で入手できるというこの二つの目的が達成できる、作家に対してのメ

リットと、市に対してのメリットがうまくマッチングしたので、この UBEビエンナーレが始

まった。 

【会員】それから、全国の彫刻家が UBEビエンナーレに応募するので、宇部市のブランドを

全国に広めることができる。50年前の目的は、そうだった。 

【会員】今でも彫刻を安く買おう、彫刻を増やそうと思ったら、この UBEビエンナーレは必

要だということか。ただ、町にあった彫刻を作ってもらうということはできない。 

【進行】今は、そこに関してはまったく考えられていない。 

【会員】以前は、展覧会ごとにテーマがあったが、作品は無題だったり、テーマが抽象的だ

ったりした。それから前の会議でも話したが、50 年続いた財産をつぶすことはない。先人

の偉業は、市民として守りたいと思う。50 年前の努力を、子どもたちに語り継ぐことは必

要。 

＜以下は付箋に書き出しながら協議＞ 

 

【会員】宇部市民にいい影響を及ぼす価値のあるものなら、先人がやってきたことを大切に

しながら、続けていったらいいが、あまり長く続けてきたことや歴史があることにこだわり

過ぎない方がいいのでは。 

【会員】価値は人によって違う。 

【会員】伝統があっても変わらないといけない。 

【会員】変わらないというのは、後ろ向きに進んでいるということ。 

【会員】50 年続いたからいいということではなく、それを大切にしながらも、変わってい

かないといけない。そうすると 50年の歴史も生きてくる。 

【会員】形を変える。 

【会員】時代とともに価値が変わる。 

【会員】時代とともに価値が変わるということは、目的も変わる。 

【会員】今は 20作品出品がずっと続いているが、10 点にしてもいいから続けていってほし

い。 

【会員】続けることが目的か。 

【会員】ずっと続けていると、だんだん当初の目的が忘れ去られて、毎年やらにゃいけんか

らやるというように、惰性で続けるようになる。始めるのと同じくらい終わらせるのは大変

なこと。同じくら労力がいる。 

【会員】南蛮踊りは長州音頭などいろいろな形で維持されている。 

【会員】先人たちが培ってきたというのは、やめてはいけない理由だが、UBE ビエンナーレ

の目的ではない。 



【会員】偉業を引き継ぐことによって、誰が嬉しいのか。市民にとって、市にとってどうい

うメリットがあるのか。 

【会員】目的の中に歴史を入れない方がいいのでは。 

【会員】緑と花のまちは全国にあるが、彫刻がつくのは宇部の特色。PR になる。緑と花に

彫刻がつくことで、文化都市だなということを全国に PRできる。 

【会員】目的には 1 番、2 番、3 番と順位がある。1 番は、市民の教養をあげる、文化的な

レベルをあげるなどでもいいが、例えば彫刻で観光客を呼びたいというのは大事だが、1番

ではない。 

【会員】優先順位をつけ、目的を整理していかないと、おかしい方向になる。 

【会員】彫刻マニアのためにやるのか、市民の教養をあげるためにやるのか。どちらが優先

順位が高いのか。 

【会員】市民の教養はあがらない。市民ではなく、宇部のブランドをアピールしているだけ。

町のブランドはあがるが、市民は彫刻ではなかなかついていかない。 

【会員】これからも緑と花と彫刻のまち宇部をこれから推し進めて行こうと思ったら、花火

の打ち上げじゃないが、きっかけとして 2年に一度どーんと UBEビエンナーレをやることが

必要では。 

【会員】UBEビエンナーレがあるなら、こんなイベントをしましょうか、彫刻勉強しましょ

うか、いろいろなことしましょうかというように、きっかけになる。いろいろなきっかけの

ために UBEビエンナーレをやる。何もなかったら、ぽんっと行っても、じゃあ彫刻見ましょ

うか・・・となる。 

【会員】緑と花と彫刻のまち宇部を作っていくための手段としての UBEビエンナーレという

のは十分あり得る。 

【会員】世界中から UBEビエンナーレに応募があるが、そういうグローバルなことではなく、

緑と花と彫刻のまちを作りあげる、そういうことが目的なら見えてくる。 

【会員】宇部市民のためになる事業でなければ、宇部市がやる意味がない。 

【会員】市民のためになる、ならないというのは、個人差がある。 

【会員】価値や目的というのは宙を浮くような言葉。具体的に表現すべき。 

【会員】白鳥もいなくなった今、緑と花と彫刻のまちという“車”を動かす UBE ビエンナー

レという“エンジン”は必ず必要。 

【会員】UBEビエンナーレはエンジンのひとつとして必要。 

【会員】萩や岩国、下関は歴史の町で、延々とつづく歴史がある。宇部がアピールするもの

は産業。宇部市が力を入れているのは産業観光と、緑と花に彫刻をセットにしたもの。 

【会員】観光は結果としてついてくる程度で、観光にこだわる必要はない。 

【会員】観光の目的は、お金が落ちること。彫刻でお金が落ちるのか。 

【会員】観光で売るなら、彫刻だけではなくときわ公園全体でやるべき。 

【会員】観光の目的は、他所から来てもらってお金を落としてもらう商売と、他所の地域か

らも認められる何かが地元にあるという郷土愛につながる。 

【会員】地元にはこんなものがあるんだよと誇れるのは、宇部市民のためになる。 



【会員】目的として、最優先ではないけれど、観光もいれては。 

【会員】宇部市がやっているイベントはたくさんあると思うが、例えば宇部まつりは、方向

性をまったく見失っている。今は、フェスティバルになっていて、何万人も人が来ましたと

いって、去年よりも人が多く来ましたというためだけのものになっている。本来、お祭りは、

地域の人が交流するためのもの。ただたくさん人が来たらいいというのは、本来の目的を見

失っている。 

【会員】みんなが納得できるような目的は何か。 

【会員】UBEビエンナーレはまちづくりの手段だが、まちづくりというとなにもかもまちづ

くりになってしまう。 

【会員】ひとづくりはまちづくり。UBE ビエンナーレはまちを元気にするためのエンジン。 

【会員】例えば、宇部市民の歌を作ろうというのは、校歌でも同じだが、その歌を歌うこと

で、郷土愛でも何でも何かを思って欲しいからだろう。 

【会員】宇部祭りは宇部のお祭りなのに、宇部とは縁もゆかりもない他所の人を呼んで盛り

上げようとする。宇部には宇部出身のみたかじゅんさんという有名な歌手がいる。市民が作

る UBEビエンナーレがあればいいのでは。 

【会員】市民のための UBEビエンナーレとして、市民が何に参画するのか。 

【会員】UBEビエンナーレの目的としてみなが共通理解を持てたらよい。 

【進行】UBEビエンナーレでしか達成できない目的は何か。他の手段でも達成できるものを

目的にするのでは、UBE ビエンナーレを継続する理由としては弱いものになる。UBE ビエン

ナーレが今もたらしている恩恵は何か。 

【会員】日本の若手作家に場を提供している。 

【会員】世界の彫刻を育てている誇り。 

【会員】まちづくりの目的は何か。まちづくりの目的は市民のため。 

【事務局】市民がどうなると市民のためになるのか。 

【会員】市民の笑顔が増える。 

【会員】市民の文化レベルがあがる。 

【会員】若手作家に夢を与えることによって市民が誇りを持てる。 

【会員】市民以外の人も喜ばせることができる。 

【進行】市の中だけで完結するものもあるが、市外の人にも何かを提供することができる。 

【会員】人に喜んでもらえるというのは嬉しい。それは人間の本能に近いところ。 

【会員】市民芸術祭と絡めるなど、ある期間、あれもしているこれもしている、というよう

になると、いいのでは。 

【会員】招待作家制度をやめて、すべて公募に変えたのは勇気のいることだったはず。 

【会員】それは運営委員の人たちが考えたアイデアでは。 

【進行】目的の重要度の高い順に並べるという考え方もあるが、大きな部分での大義と、細

かい部分での目的という分け方もあるのでは。文化レベルをあげるとか宇部に誇りを持つと

いうのは、目的の大枠で、宇部市の事業の根幹にあるものなので、一緒にしない方がいい。 

【会員】目的の対象を、市民・作家・来宇者の三つに分けることができるのでは。 



【会員】その三者は同レベルではないのでは。 

【会員】同レベルではないが、三つを分けることで、誰のために何をするか、という主語述

語がはっきりしてくる。 

【会員】何をしたらいいか、何をしたいかではなく、何のためにするかでは。 

【会員】まず目的があって、その目的を達成する手段として UBEビエンナーレがあって、UBE

ビエンナーレの目的はさらにその 2段回目ではないか。図書館や青少年会館や体育館も、施

設をつくることが目的なのではなく、根幹の目的があって、それを達成する手段である。ま

たさらに、それぞれの手段の中で、個々の目的がある。 

【進行】市民・作家・来宇者のグループ分けは、根幹の目的の中ではなく、UBE ビエンナー

レの目的の中で考えるべきことだろう。若手作家の登竜門というのは、若手に場を提供する

ことで、市民もそれを誇れるし、結果的には市民も作家も喜ぶこと。UBE ビエンナーレは、

根幹の目的に対して何が提供できるのか。 

【会員】いい彫刻を増やすという目的があがっているが、有名な作家の彫刻をいい彫刻とい

う人もいるし、風景に溶け込む彫刻がいいという人もいるので、いい彫刻という表現はやめ

たい。 

【進行】ただやみくもに作品を集めるのではなく、将来的に成長するであろう作家の作品を

集める。 

・公募展にはオーダーメイドよりも安価に彫刻を手に入れることができるというメリットが

ある。 

【会員】UBE ビエンナーレは、子どもたちに宇部の彫刻の良さをアピールできる。UBE ビエ

ンナーレを通して再確認できる。 

【会員】2年に一回 UBEビエンナーレという明かりにスイッチを入れることで周りを照らす

ことができる。 

【会員】子どもたちの情操教育には今でも有効。 

【会員】通常の彫刻はいつでも見られるが、UBEビエンナーレの彫刻は、この時期しかない

よとアピールできる。行動を起こす手段としてはすごくいい。 

【会員】スケッチ大会にも利用できる。 

【事務局】UBE ビエンナーレがあることで、街中の彫刻を再認識する。二つはセット。 

【会員】忘れられないためには必要。UBEビエンナーレがないと、街中の彫刻も苔むすので

は。 

【会員】UBEビエンナーレに出品した作家が世界に宇部をアピールしてくれたり、家族で自

分の作品を見に来たり、目に見えない効果もある。 

【会員】彫刻家の方々には、宇部市民のために手伝ってもらっている。 

【進行】50年続いたということが、ブランドにつながる。 

【会員】彫刻を愉しめる教養を身に着けたら、その人のその後の人生が変わる。いろいろな

ことが愉しめるようになって、人との関わり方も変わってくるし、教養があれば、人生豊か

になる。 

【会員】宇部で育った子どもたちが、いい教養を身に着けることができれば、30 年後、40



年後は面白い人材がたくさん生まれてくるのでは。ここに生まれてハッピーだったと思える

ようになるのでは。 

【会員】宇部の彫刻をちょっと見ているだけでも、旅行しているときも彫刻が気になるよう

になる。あ、これ宇部にあったなとか。それだけでもいいと思う。 

【進行】UBEビエンナーレは来宇者に何を提供できるだろうか。 

【会員】彫刻が街中にこんなにあるまちはないだろう。子どもたちへの UBEビエンナーレへ

の理解の促進方法はなんだろうか。 

【会員】彫刻を愉しむといった場合、普通の彫刻を愉しむのと、UBEビエンナーレで彫刻を

愉しむのとはどう違うのか。 

【会員・事務局】UBEビエンナーレの良さは、初めて披露される彫刻を見ることができると

ころ。フレッシュな彫刻が見ることができる。 

【会員】だから彫刻好きや彫刻家にはたまらない。 

【進行】では、彫刻家ではない来場者はどうしたら嬉しくなるのか。 

【会員】今まで彫刻を愉しめなかった人が、彫刻を愉しめるようになるきっかけにしてほし

い。 

【進行】それは UBEビエンナーレの目的ですね。 

【会員】ただ彫刻を見るだけでは愉しみは感じてもらえないので、いろいろな方法で、あの

手この手で働きかける必要性がある。 

【進行】あまりどうやったら愉しめるかをつきつめてしまうと、目的から外れていってしま

う。今まで彫刻を愉しむことのできなかった人が彫刻を愉しめるきっかけになれば、結果的

に来場者も増えるし、イベント自体が成功するのでは。 

【会員】愉しめる人を掘り起こす、増やすことが必要。また来たくなるようにする。 

【会員】作家のことや観光客のことも考えるが、市民のことをつねに念頭においてほしい。 

【進行】先ほど、市民・作家・来宇者の三者は同レベルではないのではという話があったが、

来る人も喜ぶ、作家も喜ぶ、それが結果的に市民のためになるという考え方もできるのでは。 

【会員】三者は同レベルでいいのでは。 

【会員】バランスをとっていくしかないだろう。 

 

＜以下は付箋に書き出した内容＞ 

【大きな目的】 

・市民のため 

・まちづくり 

 

・文化レベルをあげる 

・市民の教養を高める 

・市民が本物の芸術に触れる 

・宇部の子どもたち全員が彫刻を理解できる教養を身につける→宇部から豊かな人材が生ま

れる。 



 

・宇部を元気にするまちづくり 

・ビジネス・商売 

・観光で人を呼ぶ 

 

・宇部に誇りを持つ 

・地元への郷土愛 

 

・市民の笑顔を増やす 

・地域の人が交流する機会 

・宇部に誇りを持つ・地元への郷土愛 

 

【大きな目的のための手段】 

・宇部祭り 

・UBE ビエンナーレ 

・市民芸術祭 

 

【UBE ビエンナーレの目的】 

市民にとって 

・彫刻を愉しむ 

・UBE ビエンナーレをすることで、宇部の良さ、彫刻の良さを再認識する 

・UBE ビエンナーレは宇部のブランド 

・先人の偉業を引き継ぐ 

・若手作家を育てているという誇り 

・彫刻（宇部）を他所に認めてもらう 

 

作家にとって 

・市民以外の人も喜ばせることができる 

・若手作家の登竜門 

・いい彫刻を増やすには UBE ビエンナーレが必要 

 

来宇者にとって 

・UBE ビエンナーレ→緑と花と彫刻のまち 

・楽しい時間を過ごす 

・フレッシュな彫刻が見られる 

・今まで彫刻を愉しめなかった人も、彫刻を愉しめるようになる「きっかけ」になる 

（※方法が難しい） 


