
ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）を考える会 第 5回会議（グループ協議） 

日時：平成 24年 4月 11日（水）18:30～20:27  

場所：ときわ湖水ホール ミーティングルーム 

 

＜グループ 1協議記録（一部簡略化）＞ 

テーマ：UBEビエンナーレの目的について 

 

＜協議１＞ 18:40～19:05 

【進行】(前回までの協議の概要説明、以下グループメンバーが変わるたびに説明)『UBE

ビエンナーレ』の大きな目的が、「宇部祭り」や「宇部市芸術祭」などと同様、『笑顔あれる

‘元気都市宇部’』を創ることにあることは、多くの市民に異論が無いと考えられる。 

そこで、ビエンナーレに関わる人たちを市民、彫刻作家、来宇者（市外からの観光客等）の

三つに分け、それぞれが「まちづくり」のエネルギーとなる「満足感、達成感、喜び、誇り・・

など」を、どのような形で享受できるかを視点から議論し、1）市民にとって、2）彫刻作

家にとって、3）来宇者（市外からの来場者）にとっての、3つの項目に整理した。 

宇部市が「緑と花と彫刻のまち」をキャッチフレーズ（理念）にし、引き続き『笑顔あれる

‘元気都市宇部’』を目指してまちづくりを行っていくのであれば、彫刻がもつ様々な魅力

を引き出すきっかけとなり、「まちづくり」というバスを動かすエンジンの一つになる「UBE

ビエンナーレ」の存在はとても大きいと言わざるを得ないと考える。(説明ここまで) 

【会員】本当に彫刻で宇部のまちを元気に出来るのだろうか。 

・彫刻があるから仕方なしにやっているという空気もあるだろう。 

・なければ彫刻なんて選択しないのでは。 

・市民に支持されているのか疑問。 

・引き続き「緑と花と彫刻のまち」でやっていくならＵＢＥビエンナーレは必要だが、そう

でなければ必要ない。 

【会員】ＵＢＥビエンナーレを開催することが目的ではない。 

【進行】ＵＢＥビエンナーレが、ほかの事業と同じように、市民のため、まちづくりのため

を目的に行われていることは大前提として、その中で、ＵＢＥビエンナーレが果たせる目的

とはなんだろうか。 

・彫刻はコンセンサスが得られているのか。 

【会員】考えれば考えるほどクリアにならない。 

・お祭りも人集めに終始しているという話もある。 

【会員】これでいったら 100％正しい、将来的に間違いないというものはなかなかない。8

割方いけるかなと思って、2割方不安だけどやるしかないというのが普通では。 

【会員】人が来るかどうかで成功かどうかというのはちょっと違うだろう。 

・目的意識を変えていかないといけない。 

【会員】市民としては、もっと別のほうにエネルギーを注いだほうが、宇部のまちが元気に

なるのではないかという気がする。 



・歴史があるからやるというように、頭が固くなっているのでは。 

【事務局】ビエンナーレを開催しないと彫刻も苔むしてしまうと先週も意見が出ていたと思

うが。積極的にあるものを活用すべきでは。 

【進行】そう考えていくと、存続すべきか否かという話にまた返っていく。 

・疑問を抱えつつも、今の課題は、ＵＢＥビエンナーレはどういう目的を果たせるか、どう

いう目的をもって開催すべきかというところなので、ＵＢＥビエンナーレの目的について深

堀りしていったほうがいいのでは。 

・ＵＢＥビエンナーレの目的は、今ビエンナーレが持っている価値から逆算して何が提供で

きるかという形で導きだしたらいいだろう。 

【会員】“提供できるもの”と“目的”は違うのでは。積極的な目的を見つけていかないと

いけないのでは。 

【進行】根っこには大きな目的があるので、そこにつながる部分を具体的にあげていくとい

いのでは。 

【会員】（今、ＵＢＥビエンナーレの目的にあがっているものは）すべて手段では。 

【進行】大きな目的を達成するために、ＵＢＥビエンナーレではなにをすればいいかという

ことは、どういう価値提供をできるかということでもある。 

【会員】“緑と花と彫刻のまちにするため”とかになってしまう。 

【進行】“可能性”という観点から、ＵＢＥビエンナーレが、国際交流のツールとなり得る

という話を目的の中に盛り込めないだろうかという提案が会長からあった。 

【会員】ツールとして使えるというのは、目的ではなく手段では。 

【会員】国際交流をするためにＵＢＥビエンナーレを開催するというのは違うのでは。 

【会員】ツールとしてはＵＢＥビエンナーレは使える。 

・これがあれば、こんなことができますというのはとってつけたようだ。そういう考え方で

いいのだろうか。後付けではだめなのでは。 

【進行】提言に向けて、目的は、“市民のため、まちづくりのため”に決定して、それに対

してＵＢＥビエンナーレはどういうものを提供できる可能性があるのか、というまとめかた

をしてみたらどうか。 

【会員】判断を人が来たかどうかでしかできないのは寂しい。 

・認められるには時間が必要。 

・宣伝広告費をかければいいというものでもない。 

【進行】人をたくさん集めましょうということは、目的としてあまり上がってこなかったと

思う。 

【会員】市民にとって、作家にとって、来宇者にとってというところで、今までの彫刻事業

について思うのは、すべて優先順位を平行線においてやっており、あまりにも市民のためで

はなくて、作家のためだったりするので、何が一番大事かを明確にして、ルールとしてつけ

ていきたい。 

・どれだけ市民のためになるかが一番大事。 

・市民にとって何ができるかという優先順位のルールをつけて、それをいつも意識してやっ



ていくべき。 

・今の彫刻展はどれだけ市民ためということを念頭においてやっているのか。 

【会員】50 年間やってきて何が残ったかわからない。どの方に聞いてもすぐに答えられる

人はいないのではないか。 

・何が残ったか誰にも答えられないような事業を続けていくということはどうなのか。 

・そういうものに目的とか役割をつけるのはどうなのか。 

【会員】50年間やってきて成果は出てないと思う。 

【進行】成果をどこにおくのかにもよる。 

【会員】私は、彫刻を 50年間やってきてよかったなとは思えない。でももっとがんばった

ら価値が生まれるのではないかと思う。 

・ポテンシャルを発揮できていない。 

・もし 50年間真剣にアグレッシブに取り組んできてこの結果ならやめた方がいい。 

【会員】目的のメリハリ、大小をつけるとよい。 

・例えば、関心のない市民には、彫刻のそばに看板があった方がもっと愉しめると思うが、

彫刻マニアや写真を撮りたい人にとってはじゃまなものだったりする。しかしこれを優先順

位をつけて考えれば、彫刻好きや写真好きの人には申し訳ないけど、市民のためにやってい

るのだから看板があった方がいいよねとなるはず。 

・看板ひとつでも良い面、悪い面が絶対出てくる。100％いいというようにはならない。 

【進行】今までの協議では、作家や来場者のためになることが、結果的に市民のためになる

という構図。市民が彫刻を愉しめる取組をすべきではという意見は、この構図とリンクしな

い。 

【会員】可能性というと人任せになってしまう感じがある。 

 

＜協議２＞ 19:05～19:43 

【進行】（前回までの協議内容と、協議１で出た意見の説明） 

【会員】大きな目的、小さな目的といろいろ上がっているが、ＵＢＥビエンナーレが目指す

もの、過去 50年間は特別な目標はなかったと思う。目標がないままなんとなく皆の熱意で

50 年間続いてきた。これからの 50 年間は、彫刻展が出て 100 年後を考えたときに、世界

に通用するビエンナーレを目指すということであるならば、ここに上がってきている問題は

全部解決する。 

・例えば、宇部まつりでも参加しない人が外野でいろいろと言う。実際にパレードの中に入

って踊ってみると、面白いんでまた来年も出ようとなる。 

・100年後に、世界から人がいっぱい見に来るということであれば、ここにある問題はほと

んど解決すると思う。 

・世界に通用する彫刻展に出すということであれば、作家もプライドが持てるし、登竜門に

もなるし、市民としてもこんな展覧会を市が主催しているのであれば、大変嬉しい話。子ど

もだって行ってみようということになり、啓蒙活動にもなる。 

・当初は世界を目指すという意識はなかったが、途中から方向が変わってきた。いっそこの



まま思い切って世界を目指すＵＢＥビエンナーレにしようじゃないかということが大前提

にある。そうでないと、過去にやってきたことも全部だめになるし、今からやることは、過

去の財産も守りながら、時代とともに、価値観の違うものを踏まえて、よそからも宇部はす

ごいぞと言っていただけるようなまちづくり、ＵＢＥビエンナーレになればいいなと思う。 

【会員】世界に誇れるＵＢＥビエンナーレを目的に設定すると、運営やイベントもそのよう

に変わってくるだろう。 

・世界を目指すとなった場合、市民がおいてけぼりになってしまうのではないか。そのギャ

ップはどうやって埋めていくのか。 

【会員】例えば、市から広報が出る。いろいろなことを市民に知らしめている。ところが、

一般の市民に聞いてみると、私は知らないという。それは市民の側から意識して、そのこと

に参画しようという意識がなかったら、情報は入ってこない。見る目で見る、聞く耳で聞く。

参加する意欲があるかどうか。人がやったことに対して批判するのはみやすいが、宇部市を

本当に盛り上げていくなら、市民がこぞってやらないと。 

・もうちょっと前向きな意見を出しましょう。 

【進行】市民が前向きに参加していくことと、世界に通用するＵＢＥビエンナーレを目指す

ということの関連はどのようにお考えですか。 

【会員】もし、世界に冠たるビエンナーレで、よそのまちからすごいねと言われれば、私は

見たことないよでは済まないから関心を持たざるを得ない。 

・世界から人が来るようになれば、学校だって社会教育だって関心を持つようになる。 

・今は、話題になるようなことになっていない。 

・ＵＢＥビエンナーレとの関わり合いが強いか弱いかだろう。 

・世界から人が来るようになれば、市民は関心を持つだろうし、市民のプライドになるだろ

う。 

【進行】ＵＢＥビエンナーレが世界に通用するものになったことで、市民の関心が高まると

いうことですね。 

【会員】そんなことになったら、堂々巡りで、私もちょっと手伝いに行こうとなるし、手伝

ったら余計に関心が持てるようになる。 

【会員】世界に認知されるまでの、その過程をどういうふうに作っていくのか。そこに行き

つくまで、市民の理解が得られるのか。どちらが先かということになると思うが。 

【会員】世界に通用する彫刻というのは、市民レベルの話ではないと思う。宇部市全体の目

標であり、目的であり、方向性である。次元を下げていくといろいろなことはできない。 

毎年のようにいろいろなことを問題提起してクリアしていくことによって、50 年先に世界

に冠たるものになる可能性がある。 

・できるかできないかということで、今度は、今までの運営自体を変えてしまおうという意

見をグループ２での協議で出してきた。現在は、誰が責任をもって運営しているかが明確で

ない。 

・歴代の市長さんの思いつきでやってきている。今の市長さんも皆の意見を聞いてみて反対

が多かったら止めてしまおうというような話の中から出発しているが、そうではないはず。 



・ビエンナーレを推進する課を作り、市長の直轄でもいいから、独立性と責任を持たせてや

ってはどうか。そうすればいろいろな物事を系統立てて考えることができるのではないか。 

・宇部市には、ＵＢＥビエンナーレにしても何にしても全体を取りまとめる人がいない。そ

こに問題がある。 

・あっちの意見、こっちの意見がでても、すべて枝葉末端の話ばかり。ちゃんとした柱があ

って方向性が決まれば、全部解決がつく問題では。 

・一番大事なのは、大きな目標を掲げることと、運営をどうするのかということ。 

・将来の目標を明確にしてやるべき。 

【進行】目的がはっきりすれば、自ずと運営の方法も決まるということですね。 

【会員】理念が明確になれば、器が明確になって、器が決まれば、自ずと中身がしっかりす

る。 

・ＵＢＥビエンナーレが世界に通用するというのは、ＵＢＥビエンナーレが主語。 

【会員】小さいことを言うと、彫刻があそこにあってうちの前にないとか、という話になる。

子どもが彫刻になじまなければならないとか。そんなことはないと思う。 

・将来、宇部には素晴らしい彫刻がある、あの先生が作った彫刻がある、じゃあ見てみたい

なということで人が来るようにならないと意味がないと思う。 

【会員】いろいろなイベントがあるが、イベントがあり過ぎてついていけない。金をかけず

にやるという事業もたくさんあるが、宇部まつりも止めて、ほかのことも止めてＵＢＥビエ

ンナーレだけやるんだという、そこまで踏み込むと（世界に通用するＵＢＥビエンナーレが）

実現する。 

【会員】今から行政がどう取り組むか。 

・目標が明確でなくて、下の話をすると枝葉末端の話になる。 

・論議の進め方がおかしい。 

【会員】財政状況は変動するので、いろいろなビエンナーレがあるでしょうが、ピンチのと

きの対策もやっておかないと、ＵＢＥビエンナーレを続けることができなくなる。 

【会員】山口と宇部は人口はほぼ同じだが、宇部の予算規模は、山口情報芸術センターの四

分の一。スタッフの数も四分の一程度。文化都市であろうとするなら、最初から無理がある。 

・今（２年で）７０００万の予算がついているが、安いか高いかと言ったら、決して高くは

ない。むしろ安すぎる。 

・今、財政状況が厳しいという理由は当てはまらないのでは。 

【会員】視点を変えて、県民としては、文化は山口市でいい、宇部は別の道を行くというこ

とも考えられる。 

【会員】山口県でいえば、下関・萩には歴史がある。では宇部は何で対抗するのか。山口県

のみならず、世界に冠たるＵＢＥビエンナーレがあれば、宇部はすごいじゃないかとなる。 

・そういうことは築きあげていってはじめてできるもの。 

【会員】県民としては、萩も下関も山口県なんだからいいのでは。 

【会員】別の道を行く、ということで、ＵＢＥビエンナーレをまちのテーマにしよう。今ま

で“緑と花と彫刻のまち”でやってきている。それをさらに拡充していこうという話。 



【会員】文化都市じゃなくてもいいという考えもある。 

【会員】それは極端では。 

・過去は石炭のまちで華やかなりし頃は、決して文化都市ではなかった。途中から先人がい

ろいろなことを考えて、文化都市を目指して、渡辺翁記念館を作ったり、文化会館作ったり、

俵田体育館を作ったり、いろんなことをやってきて、文化を高めるというまちになってきた。 

・私は小学校は防府だが、防府からわざわざ記念館まで音楽を聞きに来ていた。その頃宇部

は山口県では優れた文化都市だった。ところが今は、そういうものに力が入っていないから、

あっちこっちに全部負けている。 

・宇部は工業の都市です、といってそれだけで成り立つかといったらそうではないと思う。 

・一変に世界に通じるようになるかはわからないが、毎年やる中身をどんどん変えていけば

いいのでは。 

・彫刻も時代に合うように変えていったらいい。 

・ＵＢＥビエンナーレの中身も、彫刻だけでなく、絵画も一緒にするなど、変えていったら

いい。美術館と植物園と彫刻を一緒にしてやろうということで、そのために施設も作った。 

【会員】大きな目的を掲げて、その次に来る目的はその都度変えてもいいのでは。 

・目的を“世界に通用する”と掲げても、やはりそれでも市民のものであってほしい。 

・市民が市民の手で、市民が興味を持てるようなものであってほしい。 

・市民全員が、芸術を理解するとかではなく、ＵＢＥビエンナーレをやることで、関わって、

市民同士が何かしら心を豊かにしていくようなイベントがあってもいいのかなと思う。 

【進行】作家と来場者だけが楽しめるイベントになるのではなく、市民も参画できるような

余地・・・ 

【会員】それがあることで、世界に誇れるＵＢＥビエンナーレに近づいていくのでは。 

【会員】それはいいことだが、それは、どういうふうに活用していくか、という運営の問題

だと思う。 

・今までは運営がまずいために、なかなか皆に理解されてない。 

【会員】何でも、関わっていれば入りやすいが、関わる余地がなかったら、入ろうにも入れ

ない。そうなると、私は知らない、何か勝手にやってるわ、と変な感じになっていく。 

【会員】この会は、議論してあー楽しかったね、で終わりそうな気がする。それがすごく心

配だし、それは絶対に避けなければならない。もう尐し具体的にしないと。 

【会員】テーマは目的だから、哲学的な話であって、具体性がある問題ではないから、具体

性をここに求めているわけではない。 

【会員】今宇部市は、そこまで私たちに具体的にああしなさい、こうしなさいというのを求

めているわけではないだろう。 

【会員】ひと月ちょっとの結果としては、これで（模造紙の付箋を指して）素晴らしいが。 

【会員】これでいいと思う。このうえに、目指すものが明確であって、結果として、こうい

うもの（ＵＢＥビエンナーレの目的として現在上がっているもの）を全部クリアしていく。 

【会員】誰でも考えるようなことなので、議論した結果がこれ、というのは尐し寂しいので

は。 



【会員】そうではないと思う。それが皆さんの口から出たということがこの会の目的であっ

て、この会のメンバー２０名だけでも、関心の輪は広がったということ。 

・目的を具現化する中身は、運営の方、ＵＢＥビエンナーレを推進する課ができれば、そこ

でこういう問題を検討していかなければならない。 

【会員】目的という分け方が悪かったのか。 

【進行】これまでの５０年間は、こういうことを思ってはいたけど、明確に目指してきたわ

けではない。世界に通用するビエンナーレになればいいなという願望はあったかもしれない

が、それを例えばスローガンとして掲げて動いていたわけではない。先の５０年、これを明

確に目的として据えて、やっていきましょう、というのは、提言として価値があるのではな

いか。 

【会員】提言として出すには、目的は世界を目指すということで、ごちゃごちゃつけない方

がクリアでいいだろう。 

【会員】提言には、これをするとこういう恩恵がありますよ、というところもあった方がわ

かりやすいのでは 

【会員】５０年後は世界一というのはインパクトがある。市民にそういうインパクトを与え

るのもこの会の目的だろう。 

【進行】今の時点では、ＵＢＥビエンナーレの目的というのは、５０年後世界一のビエンナ

ーレを目指すという一言に尽きる。 

【会員】私は世界一ではなく、世界に通用する、と言ったのだが。 

【進行・会員】世界一の方がよりクリアですね。 

【会員】インパクトがある。 

【会員】いろんな反応が出てくるだろう。 

【進行】５０年後に世界一のＵＢＥビエンナーレを目指すという部分で反論・異論はありま

すか。 

【会員】それは目指せたらいいと思う。そうなったらそれはいいだろう。 

【会員】５０年後に宇部市があるとすれば、世界に通用するようなビエンナーレを経営でき

ればいいなと思う。 

【会員】この提言は市長に提言するのか、市民に提言するのか。 

【事務局】公の立場としての市長、あるいは市の行政に対する提言である。市民の向けてと

考えてもいいだろう。 

【会員】市民に対するものであるなら、インパクトがある方がいい。 

【会員】これでインパクトを与えて、あとは、市民がこの意味を理解するまでの、こちらか

らのアピールの仕方が・・・ 

【進行】その目的を達成するにあたって、どういったより明るいビジョンが描けるかという

ところを掘り下げていたったらいいのでは。 

【会員】この会を月２回とか継続的にやっていったらいい。 

【会員】すばらしい会だと思う。 

【進行】市民がどんどん参加する機会を作るということにつながっていきますね。 



【会員】機会というか仕掛けをね。 

【進行】運営をテーマにしたグループでは、運営に市民が関わるというようなことは出てい

ますか。 

【会員】今出ていた意見では、ＵＢＥビエンナーレを推進する課を作って、ＵＢＥビエンナ

ーレ専従で取り組む。市民から意見を取り入れるのには、この課の下に小委員会をいっぱい

ぶら下げて、そこから意見を吸い上げていく。それを推進する課で中身を揉んで、それを最

終的に運営委員会に流していこうじゃないかと話している。 

【進行】市民は、ＵＢＥビエンナーレにも、運営自体にも関わっていけるような仕組みを作

るということですね。 

【会員】それから、ミュージアムの中には、植物園がある、彫刻もある、絵画もあるが、市

は生かせていない。この３つが総合性があれば、ＵＢＥビエンナーレの中に、彫刻だけじゃ

なくて、絵画もあってもいいじゃないかと、色々なことができるのに、今は皆縦割りだから、

そういうことがうまくいかないというのが実態だろう。 

・本当はミュージアムに美術館の機能も持たせないといけない。 

・今の建物が狭いなら、湖水ホールに美術館を持ってくるという手もないことはないだろう。 

・形だけ間に合わせで作っているので、運営するところまでいってないのでは。 

 

＜協議３＞ 

【進行】（前回までの協議内容と、協議１、２で出た意見の説明）世界一のＵＢＥビエンナ

ーレを目指すという目的は、前の協議では概ね合意を得られたのですが、ひっくり返してい

ただいても構いません。ご意見があればお願いします。 

【会員】彫刻だけのビエンナーレでずっと続いているのは宇部だけだと思うが、ヴェネチア

なんかは映画もありますし、宇部のやり方とはまったく違って、各国の代表が出品する。本

当をいうと、比べられるものではない。 

【進行】今までビエンナーレというものが、明確な目的がなく５０年続いてきて、これから

５０年どうしていくかということで、世界一を目指すというということで、世界から来場者

が来ていただけるようなビエンナーレになれば、市民もビエンナーレというものに誇りが持

てるのではなかろうか、という意味を含めています。 

・現在、野外彫刻のビエンナーレとしては世界一、公募展で成り立っているビエンナーレと

いうところでも世界で一番古い。 

【会員】世界一というのは、年数的なのか、質的になのか。 

【進行】すべてを孕んでいます。 

【会員】予算的には尐ないから、質的に、というのは難しい。 

【進行】もともとは、“世界に通用する”だったが、もう尐しインパクトのある言葉に直し

た方がいいのではということで、こういう言葉になっています。 

【会員】市民にとってのところで、２番目に上がっている“若手の彫刻家を育てているとい

う満足感”とあるが、その中に難しいが、将来、地元の彫刻家が生まれないだろうか。そう

いう方向に持っていった方が、地元のためにもメリットがあるのでは。 



【進行】第２４回展で、宇部出身の若い彫刻家さんが出品しましたね。 

【会員】世界の彫刻家は国に帰ってバラバラになってしまう。一番いいのは、地元の彫刻家

が育つこと。最初は有名ではないが、１０年後、２０年後に有名になるかもしれない。 

【会員】選考委員の一人に東京スカイツリーのデザイン監修をされた澄川喜一先生がおられ

るが、その方も最初の頃から野外彫刻展に出品されていた。 

【会員】ずっと続けると、一人とか二人とかじゃなくて、多数になってくるだろう。将来の

地元の作家を育てる。 

【会員】非常に夢みたいな大きな課題になっていますが、私からしたら、やはり市民がＵＢ

Ｅビエンナーレに参加するくらいのことができなければだめだと思う。市民の理解がない限

り。というのは、今回の国体を見たらわかる通り、市民総参加、そしてできるだけボランテ

ィアで出てくださいといって、ほとんど断るくらい出てきた。花も植えてくれた。そういう

ことが国体ではできるけど、ＵＢＥビエンナーレではいまのところ何もできない。 

・ＵＢＥビエンナーレを理解している人が非常に尐ない。 

・言ったら反対する人がいなくなるが、後ろでは反対。 

・私も半分はどうかなと思って来たが、皆さんと一緒に話す間に元気が出てきて、これはや

ったほうがいいなということになってきた。ということは、それだけ、市民にまずＰＲしな

いとだめ。それと同時に、年寄とか若い者とかではなく、できるだけ全員に理解してもらう。

今から１０年、２０年先を目指すのだから尐しずつでいいから一歩一歩進んでいけばと思う。 

・背伸びするのはいくら背伸びしてもいいけど、それはその時で終わると思う。 

・宇部の人はずいぶん彫刻を理解している人が多いなということが、一番大事だと思う。 

・よそから人が来たときに、彫刻のことわしゃ知らんぞ、という人ばかりでは困る。 

【進行】市民が参加できるできないというのは、このグループでもずっと議論されている。

外向き（作家、来場者）への働きかけと、市民への働きかけと、両輪で回していかないとい

けないのかも。 

【会員】８月に彫刻が設置されるんですが、そのときにボランティアとしてお手伝いしたり、

差し入れしたりする。そうするととても作品が身近に感じられるようになるし、作家から

色々な話を聞ける。そういうことをしますよと事務局も働きかけはしているが、その情報を

なかなかキャッチできない。 

・何等かの形でちょっとでも関わると、彫刻って面白いなぁとなると思うので、働きかけを

もっと身近に感じられるような仕掛けが必要では。 

【会員】彫刻を磨く、それくらいのことから始めてもいい。 

【進行】そういった意味で市民が参加するということに対して、ＵＢＥビエンナーレはどう

いった提案ができるだろうか。 

【会員】今から５０年後に世界一のＵＢＥビエンナーレって、どういうものをイメージする

のか、ということで、市民総参加のビエンナーレを実現させよう。その５０年の間に、今か

ら子どもビエンナーレみたいなことを入れるなどして、作家を目指すような子どもを育てて

いくのもあると思う。人材育成。 

・ミニチュアで作って４００集まっているものを、子どもたちが無料で見られるようにバス



を出すなど、 

子どもを刺激しながら、教育の中に取り込んでいくようなことをじわじわすると、今種を撒

いていたら、５０年後には、ちょうどいい歳になっている。 

【会員】５０年後に世界一のＵＢＥビエンナーレを目指すということで、ビエンナーレの作

品はどういうふうに処理するのか。市内に配置するとか。ビエンナーレ後の作品について。

５０年後とか１００年後とか将来のことを考えて計画的にやらないと。 

【進行】ビエンナーレで、実物制作した彫刻をどういうふうに扱うのか、どこに配置するこ

とでよりよいビエンナーレになるか。結果的に５０年後に世界一になるかという観点で考え

たらいいですね。 

【会員】ビエンナーレが終わったらあっち、こっちではなく、ある程度どこかにストックす

る場所があって、いっぺんに運んでつくった方がいい。 

【進行】彫刻をばらばらに配置するのではなく、ストックしておいて、テーマに合わせて配

置する。 

【会員】案内しやすいように配置するとか、同じようなものを置かないとか。 

【会員】山大の工学部・医学部には、親も子どもも学生も、１５０人～２００人くらい外国

人がいる。公道からアクセスしやすいなど、環境整備も必要。よそから来たらときわ公園は

非常にきれいだという人がとても多い。資源がないのではなく、来る人をなるべく多くする

ことが大事。 

【会員】今ときわ公園はよく整備されている。白鳥がいない分、花で埋めて、この間の彫刻

清掃でも、２年前の彫刻清掃に比べたら、ずっときれいで、草も尐なくなっている。もっと

宇部市民にときわ公園に来てもらう方法はないか。 

【進行】それに対して、ＵＢＥビエンナーレがどういう役割を担うかという話につながる。 

【会員】国際的にやるなら、ビエンナーレのときに中国語とか韓国語でガイドすることも必

要。 

【進行】先ほど留学生がたくさんいるという話があったが、留学生からガイドを育ていくと

いうことも考えられる。 

【会員】留学生は、国費で勉強に来ていたりするので、なかなか難しいが、宣伝してね、と

いうことはできる。 

【進行】国に帰るときに、具体的に関わっていると、思い入れも違ってくるだろう。作家さ

んと市民との国際交流とはまた別の形での国際交流につながるかもしれない。 

【会員】応募する作家に、宇部の地形や歴史を知らせているのか。 

【事務局・会員】していないが、海外から応募する場合は、インターネットを通じて応募さ

れるので、作家によっては、そういうことも事前に調べたり、Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈで

宇部を見たりということはある。 

【会員】留学生にもっとときわ公園や彫刻を見てもらって、自分の国に持ち帰って、情報を

発信してもらえればいいだろう。 

【進行】世界一を目指すにあたって、いろんな国のいろんな人を巻き込めるというのはいい

ですね。 



市民なり、宇部市に一時的にいる人なりが参加できる機会をどれだけ提供できるのか、どれ

だけそういう企画を提案できるのかというところを、掘り下げていけたらいい。 

【会員】なんで興味がないかというと、意味がわからないから。横に一言でいいからどんな

ものかを書いてもらえるといい。 

【進行】全校を巻き込んでというような話になったときに、彫刻がない校区があるというの

は、ちょっと問題ですね。 

【会員】彫刻がないのは置くスペースがないからだろう。 

【会員】車で通ると彫刻を見逃すので、観光客を呼ぶならバスから降りて歩いてまわっても

らうような仕組みも必要。彫刻もそれに合うように配置する。 

【会員】質を高く、裾野を広く。 

【会員】５０年後が楽しみですね。 

【会員】５０年後のイメージがスライドで出るようにならないだろうか。そういうのがある

のと、先がどうなるのか頭の中にインプットできる。 

【会員】オリンピックの招致のように。 

【進行】絵を先に描くのもいいですね。５０年後のビエンナーレを設計するコンペをするの

も面白い。 

【会員】フリーペーパーの記事を見て興味を持って直島に来たという人がいたが、そういう

働きかけも必要。 

【会員】直島はすごくお金を使っている。お金をかけずに宣伝するのもいい考えだが、限界

がある。 

【進行】誰がいいよ、と言っているかもすごく重要。主催者以外の第三者など、ここが特集

しているなら見てみようなど。 

【会員】旅番組で紹介してもらうとか。 

【会員】昨年九州の方のテレビで放映されたら、次の日来場者がすごく増えた。すごく宣伝

効果がある。 

・直島と何が違うかというと、直島はあちこち行って見る楽しみ、地元の人と触れ合う楽し

みがある。 

・直島では、地元の人が愛着をもって作品を案内してくれる。それはすごいと思う。 

・ときわ公園という限られた中ではなく、色々なところへ行く楽しみが旅の楽しみ。宇部全

体をひっくるめて楽しめるものがあれば、もっといいのかなと思う。彫刻だけではなく、も

っと色々なものをつけて売り出すことができたら。 

【会員】人ですよね。宇部は彫刻が見られても人がいない。話もできない。土地の人と触れ

合えない。 


