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

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３協議記録（一部簡略化）＞ 

テーマ：UBE ビエンナーレのイベントについて 

 

＜協議１＞ 18:40～19:05 

【進行】このグループは、イベントについて考えるということで、観光・普及・広報の観点

から話し合っている。前回の協議内容は、配布されている資料の形でまとめている。 

・観光では、ビエンナーレの開催は、彫刻をメインとせずに、彫刻＋α、または彫刻が＋α

など、そのような位置づけで一緒に何か楽しめるものを充実させなければ観光には結びつか

ないのではないかという話になった。 

・観光としてビエンナーレを開催するには、入場料があるなど、お金を発生させる仕組みが

必要ではないかということで、グッズの充実、買い物施設の充実や、食の充実、食べ物との

イベントや企画を一緒にしていくことで観光につながっていくのではないかという意見が

でている。 

・普及では、興味を持たない市民に対して、どのように興味を持ってもらえるようにするか

を考えた時に、「彫刻」と押しても彫刻に興味のない人はそこで拒否してしまうところがあ

るので、他のものと関わっているうちに実は彫刻と関わっていたという、彫刻がサブのポジ

ションになるような形で浸透させていければいいのではないかということで、例でいろいろ

とあがっている。議事録の方に細かく載っています。いろいろなイベントをすることで、彫

刻と実は触れ合っていましたということで浸透・普及させていければいいのではということ

になった。 

・普及関連で教育は、現在、小学校に彫刻教育推進校など取り組みが始まっている。今後ど

う普及させていけばいいか。 

・広報では、ミュージアムにしか置かれていない商品や、資料などがもっと目に触れるとこ

ろにあればいいのではないかということで、彫刻の観光マップの設置場所にマスコットを置

いたり、設置場所を増やしていくのがいいのではないか。旅行会社と共同でツアーを行った

り、彫刻年賀状を販売するなど、いろいろと意見が出た。 

・今回このグループで 15 分ほど、前回まとめた意見＋α、まだこういう意見があった方が

いいのではということ、そのようなイベントを開催するに当たって、どうしたら実現できる

のかなど踏み込んだ部分の話ができればと思う。 

【一般参加者】初めて参加します。ビエンナーレは基本的に 2 年に 1 度あって、ときわ公

園を設置場所、展示場所に考えているようだが、市民に触れ合う機会はたくさんは無いよう

な気がしないでもない。17、18 万人の人口で、ときわ公園に来て見る人がいったいいくら

いるのか。 

・ビエンナーレ期間は宇部祭りの期間とぶつかってる。設置場所を常盤通りにしてもらえな



いか。とすると、新聞には 18 万かそこら見に来ているということなので、市民も尐なくと

も 1 人 1 回くらいは彫刻に触れ合える。昨年のビエンナーレの時に、始まる前にお願いし

ようと思っていたが、国交省の使用許可も下りるということで、これなら市民に見ていただ

ける。彫刻と接する機会も増えるだろう。突拍子もない事でよその方に逃げるんですが、全

てを全部まかなえるひとつの提案では。 

【進行】前回教育の話があまり出なかったと思いますが、何か意見はありますか。 

【一般参加者】彫刻はわかりにくい。例えば、江戸時代の伊藤若冲という人がいて、この人

アメリカに渡っていますが、小さい絵で、過程や作られてるものをちゃんと説明されたら、

さすがすごいなと思う。今の彫刻展の作品は誰も説明してくれない。 

・見て感じるものではなく、教えるものだと思う。 

・作品に対して作家の思いが私たちに伝わってこない部分がどうしても愛情が持てない部分。

じゃあどうするのか。難しい部分だと思いますが、尐なくとも私たちがすごいと思えるよう

な説明をしてほしい。 

・街中に飾ってあるものも、ときわ公園の中も、やはり愛着をもつという点では作品に対し

てもっと深く伝えていく努力が今までされてきてない。見て感じろではなく、もっと親切に

今後伝えてほしい。例えば、学校で教育の中に入れられるかどうかはわかりませんが、こう

いう作品だという伝える努力がこの 50 年間されてなかったことに問題点があったと思う。

これからはそういうものをもっと詳しく説明する努力をしてほしい。そうすれば財産として

の価値はもっと上がる。 

【進行】作品の思いが伝わってこない、説明してほしいという意見があるが、そういう説明

するイベントも開催されていて、＋αのイベントでより多くの人が来たい、行きたいと思え

るようなイベントはありますか。 

【一般参加者】基本的には行かないのが悪い。ホームページを見てもざっとした説明しかな

い。彫刻のホームページがあって、いろんな作品の説明があるが、あれ見ても、そんなもん

かと。もうちょっとこう、彫刻のツアーとかで説明されているのであれば、その言葉がその

中に入ってしかるべきでは。 

【進行】作られているところと、運営されているところが違うんですよね。 

【会員】ふるコンとしてガイドツアーをしていますが、作家本人、学芸員、ホームページ、

本など、様々なものから情報を得てガイドをしている。そうするとたくさんの量になります。

それを全て文章化するのは無理だと思う。ですが、一般の彫刻に縁のない方は、何らかのヒ

ントになる言葉がほしいという話はよく聞く。特に年配の方、抽象的な彫刻は訳がわからん

という意見があるので、そういう方にとって、ヒントになる言葉が文章化してあればいいか

なと思う。これまでは、作家はある思いで作っているが、一旦自分の手から作品が離れた後、

自由に感じてもらっていいという話だった。それでは一般の方は納得できないのは感じる。

それで私共がいろんな情報を得て言葉で伝えている。本当のところ私共のお話を聞いてほし

いが、宇部市民全員というわけにはいかないのでヒントになる言葉が添えてあるといいかな

と思う。 

【進行】そういうツアーが行われていること自体を知らない人も多い。知れば行きたいと思



う人も多いと思うが、今はどのような広報やＰＲをしていますか。 

【会員】ほぼ毎月「てくてくときわ公園」と「てくてく街歩き」をしていて、宇部の市街地

も公園も彫刻が点在していて、宇部の歴史だけでなく彫刻の話をしている。通常は第 4 土曜

日に行っているが、今回は桜と彫刻がマッチしているところを紹介したくて第 2 土曜日に開

催した。野外彫刻というのは周囲の景色と一緒に見るのがいい。季節によっても表情がかわ

る。今回の「てくてくときわ公園」は、市の広報のお知らせに出している。 

【進行】では、メインは市の広報。市の広報を見ないと情報は得られない。 

【会員】図書館に「てくてく」用のチラシを用意している。必ずしも彫刻とは出してないも

のもあるので、たまたま参加してみたら彫刻だった。面白かったという人もいます。以前、

学芸員が市の広報に毎回彫刻の作品について情報を載せていたが、文章で見ても実際に見て

ないからピンと来ないのかもしれない。 

【進行】すばらしい企画をされてるから、もっといろんな人に知ってもらって、来てもらっ

て、人が集まって、それが観光にもつながっていければすごく良いのになあと思う。 

【会員】彫刻の説明って聞けばきっと発見があってきっと楽しいと思うんですが、興味の無

い方は彫刻と出しても、広報でもどこでも見かけられても興味を示さない。そこから今まで

興味をみせない方も彫刻に興味を持ってもらうために、一緒に楽しめるようにしなければい

けないっていうことで話し合ったと思うんですが、さっきのお話を伺っていて、彫刻に興味

を持ってもらうのに説明ってよく言われますが、人それぞれ好きなもの、印象の残る彫刻は

違うと思う。それを感じた時に、愛着がわくと思う。例えば、街中の彫刻で付近の人は芸術

がわからなくても生活の中におのずと入っている、それがどういう経緯でできているのか、

何でできているのか、知ったら見る目が変わってくると思う。以前、このグループで別のど

こかでやってるビエンナーレで、そこの街の人、そこの彫刻の周りに住んでる方が、他の彫

刻は知らないけど、そこの彫刻は知っている、自分の街の彫刻だけは知っている。観光客が

来て説明できる。自分の身近にあるという 1 点だけでも興味を持って、観光客が来て聞かれ

るから答えられるっていうところで、街中にあるものだから近くの人には、自治体の方など

に話しに行くとか、そういうこともできる。子どもに教育していくところで、この彫刻はこ

うでと説明されても、好き嫌いがあるからなかなか難しいと思う。これだけ彫刻があるなら、

好きなもの、好きでも嫌いでもなんでもいいからひとつ選んで、ピックアップされたものに

ついて説明するというアプローチの仕方などもあっていいと思う。 

【会員】そのとおりだと思う。こどもガイドではそのように好きな彫刻を選んで、その彫刻

をガイドしてねというやり方をした。まず、自分がその彫刻を見てどのように感じるかを引

き出してから、その上でいろんな人に話を聞いて、いろんな意見があることを聞いて段階を

踏んでガイドしてもらった。押し付けるのではなく、自分が感じた部分を引き出すのが一番

だと思います。 

【会員】普及のところで出ていた、サブのポジションでの彫刻ということで、シーバルクを

ご存知ですか？ビニールに空気を入れて立体を作る。３、４年前から助成金を受けて、ちょ

っとした迷路のようなものを作っているところがあって、そこは中高生が作るんです。専門

の人の指導の者とみんなで作るのですが、中高生と乳幼児の交流事業としてやっていて、文



化事業ではない。コラボレーションという意味でも、できるなら違う課と一緒にやるという

のも・・・ 

【会員】昨年、遊園地でシーバルクやってましたね。 

【会員】広報はやはりチラシが多いんですか。いろんな世代の人に知られるような広報の仕

方があれば。 

【一般参加】最初のところに戻るかもしれないですが、彫刻は結構たくさんある。私の印象

に残っている彫刻は「蟻の城」。子どもの頃に触れて、登る、いじるそれができてとても印

象に残っている。他の彫刻が印象に残ってないわけじゃないが、基本的には空気と水。あっ

て当たり前。彫刻なんてあって当たり前なんですよ。街にあっても、例えばカラスみたいな

やつ、気味が悪いとか、受け方はいろいろあると思うけど、愛情を持ってくれるというのは

その作品に対して、これは何なのか、どういうことなのか、何を表現してるのか、というの

を説明していただければ、もっと愛情がわく。こんなに素晴らしいものがあるのに、それを

知らないというのはとても残念なこと。それを伝える努力は今まで怠ってきた面が、努力さ

れてるんだろうけど、せっかくの財産なんだから、もっとされるとみんながもっと愛情を持

ってくれるのでは。コンパニオンの皆さんが説明しているのももっと行ってくれるんじゃな

いかと思う。 

 

＜協議２＞ 19:05～19:43 

【進行】（協議 1 冒頭と同様の説明と協議 1 で出てきた補足意見の説明）イベントについて

観光、普及、広報の観点から、それぞれ意見をお願いします。 

【会員】観光について、観光会社のツアーが入場料がないから取りにくいとのことですが、

屋外なので入場料は取りにくいと思う。取りにくいものを無理にするのではなく食事やグッ

ズの割引券とかにして、観光客向けにときわ公園内のレストランの料金を割り引くなとか。 

・ビエンナーレのグッズの種類が尐ない。いろんな種類を作る。 

・食事も観光客向けにする。例えば、名前を「ビエンナーレ定食」とか「御前」にするとか、

彫刻の形みたいな食事を用意する、ビエンナーレに来てもらってときわ公園で食事も一緒に

してもらうとか。 

【進行】具体的にはどこで。 

【会員】期間中は、ときわ公園内の湖水ホールのレストランなり、近くの場所で「ビエンナ

ーレ御前」なり、何か作って。広場の方は「定食」とか、価格もやや低く、Ｂ級グルメブー

スのようなものも含め、園内で中級からＢ級まで幅広く提供するとか、宇部市内のものでも

いいし、この近辺の食材をメインに考える。 

・入場料を取らない代わりに、記念品を渡すとか。 

・グッズも何種類も作る。ビエンナーレの彫刻に似たグッズや、ときわ公園や市内にある彫

刻に似たもの、携帯ストラップのようなもの。 

・グッズと食事で観光にもつながっていくのでは。 

【会員】観光について、前にも出ているかもしれないが、グループのまとめとして、＋αの

位置づけでということで、ときわ公園の彫刻以外の他のコンテンツにがんばってもらおうと。



熱帯植物園の中にカフェを作るとか、併設しているカフェからセルフで持っていくとかでも

いい。すでにバイキングはありますし、動物園が新しくなるんですが、そこで誰しもが楽し

めるようなふれあい動物広場をつくるとか、石炭タワーにある双眼鏡を使って、チョーコク

ンを探せなどのイベントをするとか、全体をひっくるめてひとつのパッケージとして楽しめ

るレベルに到達させる。 

【進行】カフェがあり、バイキングがあり、食があり、動物も楽しめて、チョーコクンを探

せっていうイベントがあり、プラス彫刻があってのひとつのパッケージ、ひとつの観光とし

てということですね。 

【会員】彫刻以外のところにも、もっと頑張ってもらわないといけない。 

・観光客に来てもらおうと思ったら、県内のどこをまわるかっていうツアーになってくると

思うんですけど、ツアーで旅行会社に提携しにくいとなってますが、ここはもっともっと営

業かけてみたらどうかと思う。例えば、山口県に観光に来る人は、絶対山口市に観光に行き

ますよね。山口市で昔の文化を、宇部市で現代の文化を楽しむというような、彫刻以外の楽

しめる部分に力を入れていかないといけない。 

・どこの県に行ってもひとつのものではなく、いろんなものを組み合わせてここに行ってみ

たいと選ぶ。 

・彫刻だけでなく、山口県を見に来るひとつとして考える。そう考えた時に可能性はあるの

かなと思う。 

・全国各地の観光地は、ものすごく営業をかけている。大分の商店街もそう。営業をかけな

いで観光バスとか観光客とか来ると思ってるんですかって。そういうノウハウを行政だけで

はできないなら、コンサルを入れるなり、知識のある人にやり方を学ぶなりレベルアップし

ていかないと難しい。 

【会員】観光について、まず、新川から松山町 2 丁目まで、彫刻を計画的に設置してほしい。

宇部に来る人に非常に見やすいと思う。 

・広報について、宇部では人が一番多く集まる場所、ときわ公園、空港、フジグラン、山大

工学部、山大病院などに重点的に彫刻を設置してＰＲする。 

【進行】観光客の方に見やすいようにということですね。 

【会員】飛行機の胴体やバスの胴体に全部大きなペイントをする。ＰＲですね。 

・県内を走るバスも全部そうして欲しい。長距離バスもそういう風に彫刻をペイントしたよ

うなバスを走らせたらいいＰＲになるのでは。 

・食事については、また次でいいのではないかと思う。 

・教育について、30 年、40 年前から粘土コンクールや読書サークルなどで、子ども達を連

れて来ていた。その頃は、市長賞とかいろいろとった人もいたが、私がやらなくなったら誰

も行かなくなりました。できるだけここで、ＰＴＡや子ども会が春休みや夏休みにときわ公

園に来て、ここに来れば何かあるんだというようなＰＲができるのではないか。 

・市の学校関係に来てほしい。市の学校関係は常盤公園に来ない。だいぶ増えたのでしょう

が、そういう目的で来ないんです。校長先生もうちは行ってませんよとか。 

【進行】一部の人が来て、一部来ていない、差が激しいということか。 



【会員】学校からゆとりの授業ということがあったかもしれないですが、今度それがなくな

ったらまた忙しくなりますから、できるだけ春休み、冬休み、休みを利用してうまく教育と

つながっていけないかと思う。 

・西駐車場の付近も、彫刻のひとつもあればいい。あのあたりから山大工学部まで歩道がつ

いた。あそこが一番県外から来る人、父兄がたくさん来るから、そういうものを利用して、

あの辺りにも彫刻があるといい。 

【会員】観光ボランティアガイドというのが 4 月 1 日の広報に出ていた。観光ボランティ

アガイドがどういうことをするのか。講習とか研修とかされて、ある程度養成すると。そう

いうところにビエンナーレの時期にも協力してもらう。彫刻の説明とかを団体客の方にして

もいいんじゃないかと思う。 

・宇部新川駅を中心に市内のほうでも、ビエンナーレに合わせて、一般観光客へのガイドを

行ってほしい。私も「てくてく」なんかでまわっている。 

・ビエンナーレに合わせて、一般観光客にもガイドできるような状態にするためには、観光

ボランティアガイドの要請が必要になるのではないか。 

【進行】さっきの話し合いで出た意見で、自分の近くの彫刻、地域地域で自分の近くの彫刻

の説明ができる状況をつくっていければ良いのではというのが出ましたが。 

【会員】観光客がそこに来るよう誘致しなければいけない。観光客が来なければどうしよう

もない。一番最初は、宇部新川駅にガイド 2 名くらい常駐とか、ときわ公園の正面に 2 名

くらい常駐とか必要になってくるのではないかと思う。現在の知名度は低いかもしれないが、

今後、あがってくると想定して、そういうことも準備として考えるべき。 

【進行】広報のほうではなにか。 

【会員】広報で、宇部観光ボランティアの要請のことで、3 ヶ月くらい毎週何曜日か決めて

講座を開いてやるらしい。 

・普及についてですが、ビエンナーレ 50 周年を迎え、この先 50 年続けてほしい。50 周年

の写真集を作ってほしい。今までも写真集が出ているんですが、50 周年を記念したものを

つくってほしい。 

・彫刻の設置は、校区ごとにまとめた方がいいのではないかと思う。神原校区ならちょっと

ありますが。設置内容も地元自治会で話し合ったり、移動とかもあるのでそういう問題も。

市内ウォーキングも尐しあるが、校区毎の彫刻というのがない。 

【進行】設置は運営の方の話かと思います。 

【会員】広報について、皆さんそれぞれ仕事されていると思うんですが、自分の仕事以外の

分野は素人だと思う。僕に旅行会社に行って来いと言われても、やり方もノウハウもさっぱ

りわからなくて、主体でされている行政の方も、行政の仕事はプロでも、旅行会社の営業だ

ったり、他のことだったり、ＰＲの方法だったり、プロモーションの方法だったりというの

は専門でなければ素人だと思う。そこのところはプロの人を入れるのか、知識だけ入れるの

か、アドバイスをもらうのか。行政の方もみんなスーパーマンじゃないので、そこのところ

はプロの知識をどんどん取り入れていかないといけない。 

【進行】例えば、営業のプロとか、プロモーションのプロの人とかを入れるとなると、どう



いう位置づけで入れるか。 

【会員】それはたくさんあると思います。プロモーションや広報を外部委託する方法もあり

ますし、やり方だけ指導してもらい実際の実務は行政側でやる方法もある、行政の方がどっ

かから勉強してきてやる方法がある。 

【進行】そういうプロの人をビエンナーレにいれるべき、入れ込むべきということか。 

【会員】専門じゃないことをいくらがんばっても、次元が違うところでの頑張りだと思う。 

【進行】ではビエンナーレをどのように広報していくかということ。 

【会員】専門のプロに頼むのが一番早いだろうし、間違いないが金がかかる。 

【会員】資料でどういうＰＲをしたか見たが、○○新聞とか、○○テレビのコマーシャルだ

とか、ポスターまきましたよとかそういうことはできると思うが、本当の広告の出し方とか

にはもっと技術的なこととか、もっと高いレベルのことがあると思う。 

【会員】東京や大阪など、人口の多い大都市でやれば効果があると思う。田舎の場合はその

あたりどうなのか。 

【進行】ビエンナーレの予算の中で、広報・宣伝の予算を大きくすると他が減る。方法や手

段としてどんなことが効果的か。 

【会員】未来会議でイルミネーションしますっていう時に、今まではすごい簡単なことしか、 

ないんですね。新聞とか、ＴＶにプレスリリースを、ＦＡＸで送るとかポスター送ったりと 

か、どっかのタウン情報誌に載せてもらったりとか、すごい簡単に一番簡単に思いつく素人 

レベルのＰＲ方法だと思うんですよ。けど、ＰＲをプロでやってる会社に聞くと、もっと考 

えて戦略的にとか、じゃあインターネットでは、フェイスブックではどうする、打ち出し方 

も、例えば「彫刻デート」とか目に止まりやすいやり方で、そういうプロの人の話を聞い 

て全然これはレベルがちがうなと。 

【会員】戦略を切り替えないといけないか。 

【会員】小学校・中学校が行くところは、必ず広島の原爆、長崎の原爆、そのふたつでした。

それが今はもうあんまり同じところばかりだからといって、知覧とか鹿児島の特攻隊の基地

だとかの方に行く。昔の子どもは必ず、広島に 1 泊か 2 泊は行く。教育委員会がそうして

いるから仕方ないですが、ここは全員がここに来て秋吉台をまわって帰るとかをやればいい。 

【進行】前回のグループの話で出なかった部分で、気になっているんですが、海外との交流

ツールになるっていう話がちらっと出ていた。例えば観光の部分で、市民とか普及の部分で

海外との交流ツールになるなら、何ができるのでは。 

【会員】宇部市は中国とかオーストラリアとか行って大分宣伝している。 

【進行】ビエンナーレに来る作家との交流自体がそう。来られた作家さんと何かイベントを

企画したりする。英語の教育にもつながる。海外作家とまわる宇部市内のツアーとか。 

【会員】海外からというなら、中国の人なら、中国語を勉強するとか、韓国の人なら韓国語

を勉強するとか。作家の出身国の言葉を、簡単な挨拶語を学べるイベントを入れるとか。 

【会員】山大の留学生も 50 人から 100 人くらい外国人が来ている。そういう人たちとの交

流や、利用も考えても良い。東南アジアとか、中国、韓国、ベトナムなど、アジア圏の人が

多い。家族で来ている人もいる。 



【会員】それと広報ですが、マスコットをつくる。今チョーコクンが宇部を代表してるんで

すが、チョーコクンは動きも悪い。子どもをターゲットにするなら、動きのある人間型マス

コットをつくって、会期中は会場内をまわってもらうとかして、子どもをひきつけるとか。

チョーコクンは模型でもいい。動きが悪いから。あれはあれで充分ＰＲできているからいい

が、子ども向きのビエンちゃんとかのビエンナーレ専用のマスコットを市民募集するとか。

ビエンナーレの時だけ出てくる、専用の、動きのいい、かわいらしいマスコットがあるとい

い。 

【会員】今度、子どもと老人を連れて広場で遊びに来ます。そういうことでここに集める方

法を考えます。 

 

＜協議３＞ 19:43～20:27 

【進行】（協議１冒頭と同様の説明と協議１、２で出てきた補足意見の説明。）イベントにつ

いて観光、普及、広報の観点から、それぞれ意見をお願いします。 

【会員】まず考える前提として、これをまとめてどういう提言をされるのかわからないが、

向こうの運営委員会では、今まで運営委員会では独自性はなかった。責任を持たせてビエン

ナーレを推進する課ができるとするなら、その課で考えるべき話。これが並列してあること

自体ちょっと納得いかない。次元の違う話だから。 

・目的とかテーマというのは、世界を目指すビエンナーレにしようじゃないかという話とあ

まりに次元が違いすぎるから、話を具体的に出しにくい。 

・どうしたらいいかというのはそれこそ推進課の中で本当は考えてもらわなくてはいけない

話。 

・出ている内容はもっともだと思う。できるだけ中身が多いほうがいい。 

【進行】だいたいメインとなるのが運営と目的あっての部分だとは思う。このグループでは、

こういうことをしてみたいなどを考える。 

【会員】世界の動きから見て、観光は金になるという見方がある。従来の小市民の状態では、

ニューヨークのなんとか美術館、パリのどこどことか、もう一度そういうものを見直して、

観光資源を見直して、そういうことでものすごく経済効果を挙げている。ひとつは入場料だ

けではなく、その人が来ることによって、泊まって飲み食いするお金、美術や博物館でも良

いが、そういうところを作り直すためにいろいろな調達をしなくてはならない。それを地元

から調達すれば、そのお金が全部経済効果になる。実際には観光はかなり大きなお金になる。

そういうことでものすごく大事な問題だと思うが、根気も要るし知恵もいることだから簡単

にはできないから、皆さんがたがほったらかしている。関心を持たずに外野席ばかりで批判

ばかりする。自分は何かやったことがあるかと、ビエンナーレについて何か協力したことが

あるかと、彫刻の掃除をしたことがあるかと、私はやらないからねって。彫刻面白くないわ

ねって話になる。それでは、市民もちょっとおかしいと思う。 

【進行】例えば、海外との交流のツールにビエンナーレがなるのではないかということで、

そこの部分から例えば観光方面とか教育方面にも広がる、結び付けられるところじゃないか

なと思いますが。 



【会員】目的の方で世界を目指す、世界に通用するビエンナーレをやろうというのであれば

当然人は来る、旅行者もあるでしょう。 

【進行】目的や運営がしっかりしていければ、おのずと解決されてちゃんとした仕組みがで

きていくという。 

【会員】それを期待しているが、例えば、市民が知らないとか、啓蒙活動ができていないと

か言うけれども、ひとつは市民も知ろうとしていない話がたくさんある。いろいろな情報は

たくさん出ている。ほとんど見ないままに、私は知らなかったという話をよく聞くが、どん

なにいい話があったってそれを知ろうとしなければ関係のない話。それで関係がなかったら

知らないから全部批判側にまわる、アンチになる。 

【会員】教育の話で、すぐにはできないでしょうが海外作家さんがこられた時にでも、学校

に行ってもらったりだとかそういう交流の仕方などもある。一番大事なのは子どもたちの意

識を向上することによって、長いスパンで見た時に、その子が親になった時に彫刻に興味を

持っていたらその子どもに教育ができる。やはり子ども主導でいかないと、というのが親主

導で行くと子どもが興味持たなかったらだめ。 

【進行】今回小学校の授業に取り込んでもらえたということがあったようです。 

【会員】いいことじゃないかね。 

【進行】何校かみたいですが、社会とか国語とかふるさと学習の中に彫刻を取り入れた。 

【会員】それが広がって継続していくといい。ただ一生懸命思いつきでされてちょっとやっ

たというのでは情けない話。 

【進行】そういう継続とか、輪が広がるために運営の方でちゃんとしたしっかりした組織が

ずっとそこに定着していれば、全ての流れがうまくいくでしょう。 

【会員】それができていなかった。事務局がどんどん変わる。目標から目的から運営の仕方

が全く、権限と責任の問題も決まってなかったというのが実体。 

【進行】権限は事務局が確立すると、全てが丸く収まるような気が。 

【会員】そんなことはありませんが、こういうものは必要だからどんどんやってくださいと

いうことでいいのでは。具体的にここはあの新聞社使ってくださいとか言っても仕方のない

話でしょう。これをまとめて事務局具体的にやってくださいというのが最初の提言じゃない

かと思う。 

【会員】教育となると、どこかが決めてやらないと。定着しないと意味がない。今の話を聞

いてびっくりしました。そんなのがあるんですね。去年、小学校 5 年の娘の授業参観に行っ

て、総合という授業で何するんだろうと聞いていたら、携帯電話の使い方なんです。変なこ

とやるなと思って。こんなことやるなら彫刻やれよって、本当にびっくりしました。 

【会員】それはもう時代ですね。それと、広報にも観光にも関係あるが、話題づくりが下手。

よく言われる話題づくりで、犬が人間かんだら話題にならないけど、人間が犬をかんだら話

題になるという話がある。かつてときわ公園では白鳥が来たということが話題になった。白

鳥がいなくなったら話題がない。話題を作るほうの知恵が無いというのが本当のところだと

思う。 

【進行】発想の転換ということですね。 



【会員】話題づくりをやっていれば人はいっぱい来る。 

【会員】これからだったら何ですかね。 

【会員】わからないが、鹿児島でイッシーが出たって言えば行く。何かそういうものがない

だろうか。話題づくりというのはもう尐し考えないといけない。それと市民からの応援団体

はどこに入るんだろうか。物心共に、例えばお金を出す、スポンサーを集めるとかそういう

のはどこでやるのか。 

【事務局】彫刻基金というのがあります。企業から寄付していただいたり。 

【会員】そこが問題。こないだ議会通してもらったソウシャ基金というのを友人たちが作っ

た。半分はそこのサポート事業に使うが、残り半分については市が使う。そういう高邁な理

想を持った人が市内にたくさんいると思う。そういう人を集めて、このビエンナーレの、彫

刻展の応援団なりなんなりを作らないのか。 

【進行】そういう応援団を集めるのには、やはり中心となる人、ものが必要でしょうね。 

【会員】現代彫刻というのは難しいと思う。やはり尐し簡単に見方を説明してくれるような、

そういう手法はもう尐し必要。例えばボタンを押したらテープが流れて、意図や見方の説明

が聞けるとかあったら面白い。 

【事務局】第２４回展会期中に、端末を貸し出して、ガイダンスが聞けるということをやり

ました。 

【会員】それはわざわざ借りなきゃいけないんでしょう。ボタン押すほうが早いと思う。観

光ガイドというのですか。機械もそんなに高いものじゃない。観光ガイドのほうがわかりや

すい。僕はたまたま市民大学に行っていて、ここに彫刻見に来て学芸員がこういう見方をし

てくださいと言うから初めて違う目線で見た。よく理解できた。ただ見ていても面白くない。

そういう点ではサービスが足らない。 

【進行】例えば彫刻と何があったら楽しいと思えますか。 

【会員】ここに食の充実って書いてあるが、これはどういう意見が出てるんですか。 

【進行】例えばビエンナーレを開催する時に、Ｂ級グルメブースみたいなのと混ぜ込んで開

催するなど。そうしたらそこにビエンナーレを見に来るだけじゃなくて、食事も一緒に楽し

める。食は人が流れていきやすい部分ではあると思うから、一緒にイベントしたらいいんじ

ゃないかと思う。 

【会員】作家さんって海外の方が多くて国際交流につなげようという話があったが、作家さ

んの出身国のワールドキッチンとか設けるとか。そういうのだったら夕方にかけて出かけて、

食事もできて。家族で来てもいいかもですし。 

【進行】いろんな国のご飯も食べられる。 

【会員】宇部まつりでワールドキッチンを５、６年やっているが、だんだん日本になってき

ているから。当初はもっと多かったと思うんですが、今すごく尐ない。 

【進行】また作家さんとかいらっしゃったりしたら違いますね。 

【会員】盛り上がる。 

【進行】普及とか教育の部分で作家さんとの交流が語学の勉強にもなり、彫刻のことも身近

に聞け、作家さんとのふれあいは大事だよねと出ていた。 



【会員】いろんなものがいっぱいある方が面白いに決まっている。 

【進行】ビエンナーレは総合芸術際みたいな感じになってもいいのではと。 

【会員】何かとコラボするなら、彫刻と音楽の方が入りやすいかも。絵画とかよりも。単体

よりは何かとくっつけてやるほうが良い。くくりが彫刻よりも芸術とかアートの方がとっつ

きやすい。彫刻に興味はなくても、総合の方は何でもあるほうが興味があるかも。 

【会員】普及活動の中で、掃除に行ってみた。そうしたらいろんな団体が来ている。ところ

が残念なことにライオンズは７つあるのに１つの団体しか来ていない。ロータリーはひとつ

も来ていない。なぜか。呼びかけが足らないと思う。呼びかけしたら、前回の（彫刻清掃参

加者は二千三百人だということだったが、二万三千人集めることは決して難しいことではな

い。前回は、ときわ公園を中心にしてやったが、市街地もここやってくれと二千人集まった

らもっと大きなことができるだろう。それこそさっきの話題づくりのひとつになるよと。声

をかけてくれる人があまりいないから出にくいだけで、声かけたらいやという人あんまりい

ないと思う。 

【進行】声かけをしてもっと市民に参加してもらえるような仕組みを作る。 

【会員】声かけをすれば嫌とは言わない。来ない人は知らないだけ。知れば来る。 

 


