
研究代表者

潮 隆雄

共同研究者

磯野清夫

若山裕昭

南昌伸

倉内啓

永見文人

大塚智嗣
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■提案

日頃工房で制作に没頭し､各々の構想のもと素材と格闘し､あら

ゆる技法を駆使して各自のオリジナルな造形制作に取組む現代の

工芸作家の姿は､その一人ひとりの制作素材と技法や､それらの

表現における活用のあり方が大きく異なり､またその制作行程の

蓄積の必要とも重なって､平素なかなか見ることが少なく､互い

に個々の仕事に没入することになる｡その結果､制作研究の成果

も､個々の発表や少人数による発表形態をとることが多い｡しか

し､その個々の成果を一堂に会した時､それらの造形表現として

見える姿は､共通した素材 ･技法でありながら､それぞれ個性に

あ′S､れ､互いにその独自性をクローズアップさせる視認の場とな

り､ 1作家の個展を見る状況とは自ら次元の異なった大きな波動

を呼び起こす｡このような視点に立ち､全国の主要美術系大学に

おいて教育研究に取組んでいる工芸家に呼びかけ､広島の地にお

いて ｢前進する工芸｣展を開催する提案をすることとしたO

メンバーの決定や､取り扱いに最善の注意を要する集荷 ･輸送問

題､個々に大きく異なる梱包や万一の保険問題､会場確保や展示

設営方法等､数々の難問が予想されたが､その実現の成果はそれ

らの難問を克服して余りあるものと考え､指定研究として提案す

るに至ったものである｡

■ 準備

申請と平行して研究協力者 (出品参加者等)を募る段階でジャン

ル別､所属機関 (大学)､搬送地域､作品内容の多様さ､本学の

現在までの協力関係等を考慮に入れ､協力依頼を行ったところ､

思いがけなくも45名全員からの参加協力の返事を得た｡70-

60%の参加と予想していたが､うれしい悲鳴を上げる結果とな

り､会場選定や出品依頼に苦慮し､画一的なサイズではなく､作

品スケールの大小を考慮して発案者の主旨を生かし､会場全体か

ら汲み取れる主張を優先することとして､一部の出品者には作品

の大小はその内容の軽重を問うものではないと伝えて協力を求め

た ｡

指定研究の採択は得たが､財政困窮の折り､その予算は実施再考

を迫られる思いであった｡幸い､本学名誉教授の支援や学外協力

研究者のバックアップを得て2財団からの助成金を受けることが

でき､ようやく軌道に乗せることができた｡

その他､展示設計､展示台作成､図録作成､ポスター作成､市民

交流プラザとの折衝､運搬集荷に関する出品者との連絡､会計総

括､アルバイトの手配､各作品の開梱作業等多方面にわたる準備

作業は､共同研究者たちの献身的な努力によって滞りなく進展し

た｡



■パネルディスカッション ･パネリス ト

司会進行 潮隆雄

熊井 恭子

栗本 夏樹

辻 喜代治

藤本 哲夫

宮田 亮平

柳原 睦夫

山下 了是

若山 裕昭

(ファイバーアー ト･長岡造形大学教授)

(漆工 ･京都市立造形大学)

(芸術計画 ･成安造形大学教授 ･コーディネーター)

(ファイバーアー ト･成安造形大学教授)

(金工 ･東京芸術大学美術学部長)

(陶芸 ･大阪芸術大学前学部長)

(染織 ･東京芸術大学教授)

(金工 ･広島市立大学教授)

■大作品出品依頼者

熊井 恭子 (ファイバーアー ト)

栗本 夏樹 (漆工)

中野 光雄 (染織)

藤本 哲夫 (ファイバーアー ト)

松本 ヒデオ (陶芸)

■展示会場

平成 15年 11月27日～12月8日

市民プラザ4FギャラリーA及びB室 (404m7)･市民局に借

用申し入れ

･パネルディスカッション

市民プラザ5F研修室 B及びC室 (188mz)･市民局に借用申

し入れ

･協力依頼 (助成金申請)

･輸送 (集荷 ･保険 ･特別輸送､等)

･作品図録作成 (ポジフィルム､研究活動略歴､編集､印刷)

･設営展示及び撤去 (展示台､照明､展示)

･会場管理当番 (アルバイ ト)

･報告書 (本学､協力依頼者､各関係大学､公立美術館等)

･役割分担

潮 隆雄

磯野清夫

若山裕昭

南 昌伸

倉内 啓

永見文人

大塚智嗣

芸術学部教授

芸術学部教授

芸術学部教授

芸術学部助教授

芸術学部助教授

芸術学部講師

芸術学部講師

統括 企画

統括補佐

統括補佐

会計

通信連絡

展覧会実務

展覧会実務

■チラシ等による開催の呼びかけ

次世代へのメッセージ

F前進する工芸展ユ

ー美術工芸教育における大学間研究ネットワークの構築一

現代における工芸素材 (技法)による造形思考を多様な姿で表現

活動を行い､教育現場においても指導的な役割を果たしている作

家45名による作品を一同に展示し､現代社会に息づいた工芸分

野における造形活動の現状を示して日本各地で展開されている現

在の F前進する工芸』の姿を紹介します｡

また､パネルディスカッション､ギャラリー ･トークを行い ｢創

作の背景｣を聞く機会を設けて､広く市民の参加を歓迎します｡

現代の工芸に対する認識を新たにしていたらければ幸いです｡

■会期

平成 15年 11月27日 (木)陳列準備

28日 (金)陳列

29日 (土)開会

パネルディスカッション公開

<当日スケジュール概要>

10:00 会場 (市民プラザ4FギャラリーA･B)
10:00 パネルディスカッション

(市民プラザ5F研修室 B･C)
15:30

会場にてフリー トーキング

16:00

17.00 パネリスト及び出品者を囲んで懇談会 (会費制)

(学生 ･市民参加歓迎)

19●00

30日 (日)作品解説 出品者研究会

平成 15年12月 1日 (月)

2日 (火)休館日

水

木

金

土

A/
(

(

t

日

[口

日

R
H

3

4

5

6 作品解説

7日 (日)出品者研究会

8日 (月)搬出撤去
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主催 :F前進する工芸』実行委員会

代表 :潮隆雄 広島市立大学芸術学部内

082-830-1507

後援 :中国新聞社､NHK広島放送局､広島市教育委員会

広島県教育委員会

助成 :野村国際文化財団､エネルギア文化 ･スポーツ財団

◎活動報告 (まとめ)

展示計画､展示全体像の把握のため6月より出品依頼､作品のデー

タ､作品ポジフィルム､履歴等の収集に取り掛かった｡作品運搬

計画､日時の調整に労を要したが､i1月27日に無事作品搬入

を終え､28日にかけての展示ではクオリティの高い会場設定に

努め､展示代の作成やライティング効果等にも考慮した｡その結

果､それぞれの深い造形性を有する作品と相まって､全国的にも

かつて見ない幅のある充実した内容の展示となった｡

｢広島市立大学が関学して10年､ようやくこのようなすぼらし

い造形活動が市民に見ていただけるようになりましたね｡｣と現

代美術館副館長の評価もいただきました｡

すべてのスケジュールはすでに提出の計画書､チラシ掲載のとお

り実行し､広島市民､当大学のみならず近郊の尾道 ･岡山 ･遠方

からは九州 ･大阪 ･京都 ･東京等からも､教育関係者 ･作家や学

生らが来場し､熱心に見学する姿が見られた｡パネリスト･出品

者を囲む会では､この展覧会の企画提案に多くの賛同が寄せられ､

さらに他都市でも引き継いで展開しようという多くの声を得られ

た｡

企画終了後も各地から資料の要望が寄せられるなど､この展覧会

を通じて､市外の方から､広島に関心を寄せていただいたことは

主催者者としても喜ばしい限りである｡

◎ その他主要事項

l 出品点数 54点 (同一人､複数出品含む)

2 出品者 45名 (他､特別展示2点)

3 パネルディスカッション傍聴者 約90余名

(6Fマルチスタジオ)

出品者を囲んで懇談会 40余名

4 ギャラリー ･トーク来場者 計4回

各12,3名から30余名

5 会期中見学音数 1097名
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1ギャラリー会場入口

2.会場風景 Ⅰ

3会場風景Ⅱ

4ギャラリートーク開催風景

パネリスト7名のうち 左から

a.コーディネーター役 辻喜代治氏

b.柳原睦夫氏

C.宮田亮平氏
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