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吉島でアートの水脈を探る　旧中２を振り返って
報告：今井みはる

　昼夜肌寒くなってきた 11 月の初旬、ウォーターフロントの開発
が著しい吉島地区を中心に、「旧中２」は「汽水域」というテーマ
のもと開催された。汽水域とは、川が海に淡水を注ぎ入れている
区域、つまり淡水と海水が混じりあう河口域のことである。山から
集められてきた川の流れと、海から押し寄せる潮汐流との二つの
流れが共存する場所を意味する。広島の風土を活用したテーマ設
定のもと、山と海、ローカルとグローバルなど、二つの流れがぶつ
かり合う場のメタファーとして、多様なせめぎ合うものごとや場を
顕在化させ美術表現に転換して、新たなつながりをつくり出すこと
を試みた。
　広島市中区にある吉島地区は、長年の干拓事業によって埋め立
てられて形成された地域であり、市内中心部のベットタウンとして
発展してきた。埋立地に並ぶ工場地帯、干拓の名残が見られる戦
前から残る住宅地、近年増え続けている高層マンションなど、さ
まざまな地域の顔が時代の経過とともに流動し混在している。吉
島は、2007 年 4 月に開催した「旧中工場アートプロジェクト」の
企画展の一つ「ゴミがアートになる！ 超高品質なホコリ」展と「わ
たしの庭とみんなの庭」展の開催場所となった地区である。このと
きは、数えきれないほどのフィールドワークとリサーチを重ね、吉
島が抱える特有の風土、行政事情を学んだ上で「マツリ」を企てた。
ゴミ焼却施設であった旧中工場の他に、皆が集う公民館や福祉セ
ンター、小学校や児童館、空き地、公園といった、地域住民が日
頃から行き交う場所にアートを用いて変化を与えることを目指した
プロジェクトだった。その前回のプロジェクトに引き続き、今回は、
更に旧中工場をはじめとするウォーターフロント周辺の新しい場所
を展覧会会場として設け、汽水域の代表的な地域である吉島地区、
ひいては広島を形成してきた水辺文化を体験してもらう場づくりに
も力をいれることになった。
　「旧中２」は、広島市中心部に位置する旧日本銀行広島支店で
開催された「CAMP ヒロシマ」と同時に開催された。「Migration（移
住・移動）」をテーマとし国際的な視点からヒロシマを考える企画
である「CAMP ヒロシマ」とは対照的に、「旧中２」は地域的な
視点から広島を考える企画として設定された。地域住民はもとより、
広島市民にいかにアートを媒体にしてもらうかの実験的提案が今回
のミッションの一つであったと思う。
　まずは「旧中２」のはじまりから振り返ってみたいと思う。

旧中２のはじまり
　「旧中２」が動き始めたのは、2008 年の 3 月中旬だった。「旧
中工場アートプロジェクト」終了後も交流を続けていた地域住民の
方との定例会が月 1 回をベースに始まった。前回も全面協力してく

ださった光南四・五丁目町内会会長の後藤浩好氏をはじめ、有志
ならぬ「勇士」と自らを呼ぶ地元の方々と広島市立大学芸術学部
の学生を中心としたアートプロジェクトのスタッフが定例会に顔を
揃えた。昨年は、吉島地区にとって日常的ではない現代美術を中
心とした展覧会を、大げさに言えば押し掛けによって開催したもの
である。それでも慣れというものがあるのか、メディアへの多くの
登場も相重なり、昨年以上の期待は寄せられていた。今回は、仕
掛ける側の押し掛けのウェイトが顕著になることを避けるために、
様々な意見交換が重ねられた。
　この「旧中２」という名称は、多くの人が意味を理解できないで
いたと推測できるが、これは「旧中工場アートプロジェクト」の第 2
弾という意味である。スタッフが略称として「旧中」と呼んでいた
ことから、アイキャッチな効力を持つことも期待して、「旧中工場ア
ートプロジェクト２」を「旧中２」と名付けた。「旧中工場アートプロ
ジェクト」は三つの展覧会を総称したプロジェクトであったが、今
回は吉島地区を中心とした地域展開型の展覧会企画の名称として
用いた。

水辺からのアプローチ
　「旧中２」は、ボートパーク広島（以下、ボートパークと表記）を
主な展示会場とした。近年、まちの景観に大きな変化を与えたのが、
2007 年 10 月にオープンしたこのボートパークである。元貯木場
であったこのボートパークの海上が、汽水域そのものである場とし
てメインの展示会場に選ばれるのは必然的だったが、展示会場と
しては特異だろう。海上の展示場所となった水路上脇の遊歩道に
は、水しぶきの音が聞こえることで異変に気づき、海上を覗き込む
観客・地域住民の姿が並んだ。その水しぶきの正体が、北川貴好
の《噴水するカンカン島》である。まさか作品が海に浮かんでいる
とは思わないだろう。おおよそ 2 万個の空き缶の集体が水路に集
まり、瀬戸内海に浮かぶ島々を想起させた。多くの地域住民の協
力によって集められた大量の空き缶は、北川の大胆でありながら
細やかな作品への仕掛けによってエンターテイメント性を創出して
いたようにも思えた。この全長 300m の水路には、桟橋内も含み
８点の作品が並んだ。遠くからでもひときわ目に映ったのは、地上
20 m に位置する相澤和広の白いバルーン《ふうせんサウンドプロ
ジェクト「巨人の耳」》であった。海辺ということから時折吹く突風
に悩まされたが、その場所では見聞きすることのできない微かな
バイクのエンジン音や足音が、バルーンに取り付けられた特殊マイ
クによって拾われ、イヤホンの外から聞こえる日常の音と交差した。
　会期中、水路や桟橋に並ぶ作品を鑑賞するために、特別に停
泊場へ入場することができた。どちらも非日常的であるたくさんの
ボート群と作品群を横目に桟橋を一番先まで歩いていくと、一本
の竹筒が浮かんでいる。一見、流れ着いた竹筒のように見えるが、
高須健市の作品《無題》であり、微かに音が溢れている。太田川
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の上流音であるせせらぎの音が、遠く離れた下流のボートパークの
海底から聞こえてくるものであった。
　川からの流れと海からの流れがまさにぶつかり合う場所である
このボートパークから、「釣り」に出かけたのが開発好明である。
発泡スチロールで拵えたボート《発泡イカダ》に乗りこみ、広島の
汽水域を、身をもって体験することになる。河口付近で釣り上げた
獲物は、チヌ（黒鯛）、クラゲをはじめ、小枝、葉っぱ、ボール…。
一つ残らず、カフェ内のブースで丁寧に展示をした。そして、開発
はもう一つの筏《イカダ！》も制作した。いわゆる烏賊の形をした
筏であり、ユーモラスも含められていた。都市構造物のようにも見
える本作品は、商品を梱包していた発泡スチロール（廃棄物）が
生み出した巨大未確認生物に見えなくもない。
　広島が多くの川を有すること、人々の営み、慣習が水辺に付随し
ていたことを顕在化したのが、福田恵の《ある船大工の肖像として
の、永遠の庭》である。福田の故郷である広島市の北部のまちに、
広島市内で唯一の存在で最後の船大工職人がいる。福田は、そ
の方を船頭に太田川上流から広島湾まで川舟に乗って下ってきた。
川舟は、造化のチューリップで埋め尽くされ、最初で最後の長い川
下りのあいだ終始咲き続け、汽水域周辺から広く開けた広島湾に
向かう頃には終わりのない航海に出ていくかのようであった。ボー
トパークに展示されたその川舟は、船大工の生き様を示すかのよ
うに美しいフォルムを堂 と々見せつけた。
　水路に並ぶ作品は、水に浮かぶことが大前提であるが、その中
でも浮かぶことでかわいらしさを創出したのが、丸橋光生の《水の
形をした髪／シーサイド・パンツ》と Antenna の《ジャッピー金
色来迎舟》である。丸橋は、FRP で型取られた全長 40 ㎝ほどの
小さな女の子が連なって泳いでいるように展示をした。髪は水面
で揺らめいているような形をし、身体はデフォルメされ白いパンツ
をスカートから覗かせている何とも滑稽な光景であった。日本の
伝統文化をテーマに「ヤマトピア」という架空のテーマパークを題
材にした作品の一つである《ジャッピー金色来迎舟》は、日本をイ
メージして考えられた神様である「ジャッピー」というキャラクター
のボートが、金色の雲と一緒に展示された。Antenna が考える架
空の世界と現実の世界を往来する神様の像をテーマパークの遊具
のように視覚化したものである。
　ボートパークの水辺では、汽水域の象徴である干満の差が広範
囲で見てとれる。一日に二回訪れるそれは、搬入も展示中も自然と
の勝負であった。何度もボートパークに足を運んだ人は何らかの違
和感に気づく現象かもしれないが、大きい時では 3.5 ｍの差があ
り、引いた時に作品がどのように見えるかも、鑑賞する際の楽しみ
の一つとなった。また、鑑賞者が歩いた桟橋は干満に応じて、上
下する仕組みになっている。そのことで、小原一洋の《染 Project 
[HIROSHIMA]》は時間によって手が届くほどであった。向かいの
マンションの住民からは、洗濯物と間違えられることが多々あった

が、ディテールを見ると広島の河川をモチーフとして Y シャツに一
枚一枚手描きでペイントされている。被爆直後の川をイメージして
いるかのように赤色が部分的に塗られ、またそれを浄化するよう
にグラデーションがかっていることが見てとれた。
　桟橋からひときわ目立っていたのが、ボートパーク管理棟のガラ
ス面にドローイングを施した淺井裕介の《泥絵・汽水域の樹》だっ
た。高さ 20 ｍのガラス面に、汽水域の生物の代表であるマングロ
ーブをイメージされた植物がまるでにょきにょきと生えてくるかのよ
うに泥によってしなやかに描かれた。同じく管理棟の中では、浮遊
するドローイング《クラッカー・ドローイング》がテンポラリーに
形を留めていた。11 月 1 日のオープニングを祝うかのように、荒
神明香のパフォーマンスによって作られた作品で、紐を引かれたク
ラッカーが、色とりどりの紙テープを、無数に張られたテグスのな
かに絡ませていったものである。
　このボートパークには、ガラス張りの展示ギャラリーが付属して
いる。駐車場から訪れる来場者に最初のインパクトを与えるため、
イワシの群れがファミリア XG（マツダ、1980 年製）に擬態して
いる様子を模した木彫作品である黒田大祐の《ファミリアいわし》
を中心に構成した。小イワシは広島の名産であることは知られて
いるが、高度成長期に伴い水質の変化が生じた時期に増えたもの
ではないかと推測する向きがあり、そこに作家は注目した。名産の
由来には工業製品が大量生産された背景があることを物語る作品
である。キューブ空間であるため、音を題材とする高須の《波》の
作品にとっては静かに存在感を示す環境として最適であった。貝
殻に耳を近づけると、再生された波音と貝殻の奥底から生まれる
反響音が二重に聞こえてくる仕掛けとなっていた。そして、福田の《あ
る船大工の肖像としての、永遠の庭》のドキュメンテーション映像・
写真によるインスタレーションも同時展示された。
　このような多様な作品群を成立させるために多大な支援をしてく
ださったボートパークの方々及び関係者の方々に感謝したい。

カフェから見えるアートプロジェクト
　「旧中２」の中で特に重要なアクセスポイントとなった場所に、
キリン木材株式会社のビル一階に展開された中崎透の作品となる

《居酒屋カフェ・中人（なかんちゅ）》（以下、中人と表記）があげら
れる。今や、アートプロジェクトにカフェは必要不可欠なものにな
っているが、このカフェは「旧中２」のインフォメーションセンター
も兼ね、各種イベントはほとんど言ってよいほどこの場所で行われ、
表現とマネージメントが表裏一体であるという特殊性を帯びてい
た。この中人で起きた様々な出来事が、プロジェクト全体を表すと
いっても過言ではないかもしれない。
　会期前は、スタッフや「旧中２」の参加アーティストをはじめ、

「CAMP ヒロシマ」の参加アーティストの多くも吉島に滞在し、様々
な人々がこの中人に集まり制作やミーティング、食事を日々繰り返



29

していた。登下校中の小・中学生がふらっと立ち寄るにはなんとも
怪しい場所ではあったが、除々に近隣住民とも打ち解け始め、週
末には臨時ワークショップも多く開催された。中崎の意向として、
学生や地域の方の作品が随所にあるのも悪くないということもあ
り、「汽水くん」というマスコットも地域の方の発案によって生まれ
た。また、中崎は自身の代表作でありながら新作の《看板屋なか
ざき》をカフェ内に展示。広島滞在中に看板制作の依頼者を募集
し約 50 組の協力者・団体を得た。
　会期中は、「旧中２」、「CAMP ヒロシマ」の参加作家やスタッフ
による「汽水トーク」、上映会などのイベントが繰り広げられたが、
その一部の企画立案からモデレーターまでも中崎が担い、アーテ
ィストとしての表現の戦略と幅を見せてくれた。そして、カフェ運営
の責任者であり、プロジェクト全体のマネージメントを担当した大
橋実咲の貢献も大きかった。汽水域というテーマよろしく、「旧中２」
と「CAMP ヒロシマ」という二つの企画を結びつける工夫は、この
中人という場で行われ、作家同士の交流が進んだのだった。

ボートパークを離れて
　ボートパークの周辺には、遊歩道が巡っている。それは、旧中
工場やカフェが入っているビルまで続くある種、今回の展覧会の導
線が遊歩道にひかれていたようなものであった。地域では散歩コ
ースとなっているこの遊歩道をより豊かな気持ちで歩いてもらうた
めに、アクションをしかけたのが中村敬と広島市立大学の学生で
ある。《遊歩道を楽しくするプロジェクト》と題され、様々なユーモ
アが溢れる全て手描きであるペイントが長期間にわたり続 と々姿を
現していった。
　中村は、遊歩道の他にペイントのストーリー性の一環として、工
事現場の仮囲い（以下、仮囲いと表記）へも連続して《よろこびの
たねをまく》を表現した。この仮囲いは、吉島地区を横断する高
速 3 号線の建設工事のためであり、工事は数年前から地域住民と
隣り合わせで続いている。
　この仮囲いは、その他 5 名の作家によって彩られた。汽水域か
ら連想される言葉を組み合わせ、広島に縁深く日本の国魚であるカ
ープ（鯉）を表現したグラフティ作家 SUIKO の《心・時・音・光・流・灯・
風・雲》、福永敦の《太田川と瀬戸内海の生物シリーズ》では、太
田川から汽水域を通り瀬戸内海まで生息する水中生物をカッティ
ングシールで制作し、メインストリートである吉島通り沿いに水族
館を創出した。また、トラック出入口を挟む仮囲いを利用した先
崎哲進 TETUSHIN の《GATE》は、無機質な建造物を背景に、ゴ
シック建築の装飾や社寺仏閣の装飾を想起させるものが入り交じ
る空想の建物のイメージを出現させた。ダヴィッド・ポルツィンは、
アジアとヨーロッパ、そして世界の建築様式を取り込み、文化と文
化が混ざり合い融合していくかのような未来の風景をイメージした

《多文化の歴史》を描いた。仮囲いに絵を描くことで殺風景な風景

に活気を与えるというのは近年珍しいことではないが、仮囲いを一
種の社会的・政治的メッセージを発信するメディアとして利用した
のが、マティアス・ヴェルムケの《ピンクの警官》である。ピンク
の制服を着ている巡査を描いたこの作品は、武器を装備する警察
の暴力性を顕在化させると同時に、ピンクの制服を着せることによ
って、それをユーモラスに否定してみせた作品である。
　都市高速の建設は、地区が分断される危険性を孕んでおり、コ
ミュニケーションが交わされる場がより必要とされてくる。吉島に
は、ゴミ焼却施設である広島市環境局中工場の焼却熱を利用した
入浴施設である老人いこいの家がある。一日 100 人以上の利用
者があるこの施設では、いつものメンバーで賑わっている。ただ
し、60 歳以上の人たちばかりである。ただ、16 日間の展覧会中
は、こどもから若者まで多くの人がアートを媒体にこの場所へ集ま
った。西野正将による《水には立てない。》は、吉島の地図が描か
れたタオルを 38 度以上の熱を与えると埋め立てられた土地の部分
のみ消え、「水には立てない。」という文字が浮かび上がり、旧来
の葦島だけが残るというものである。多くのこの施設の利用者はそ
のタオルで入浴を楽しんだ。この 16 日間で生まれた一瞬の出逢い
と会話を通して、施設の中が日常化していた利用者と非日常空間に
足を踏み入れた鑑賞者との間に、偶然にして必然的な関係が作ら
れたことは否定できない。
　老人いこいの家の付近にボートパークに隣接して南吉島町内
会 が管 理するちびっこ広場がある。昨 年新しく改 装された公
園内に相応しくシフン製作所＋三上賢治によるシーソーの作品

《Synchronized Evacuation》が設置された。台座部分は、おまる
の形状をしており、親子で楽しむことができる、排泄とコミュニケ
ーションを同時に勉強する装置とも言える。
　同じく公共施設である広島市吉島福祉センターも展示会場とな
った。毎日、多くの人が通り過ぎるロビーに縦幅横幅ともいっぱい
に奇妙な神輿が展示された。これは、先にも紹介した Antenna に
よる「ヤマトピア」をモチーフとした作品の一つである《ジャッピー
神輿》である。架空の神様であるキャラクターの「ジャッピー」は、
頭には日の出、鼻には梅干し、お腹には富士山が付いており、そ
のまわりには極楽浄土をイメージした蓮の花が装飾され、神と仏の
イメージが入り混じり、日本人の宗教に対する観念がそのまま露呈
しているかのようにも見られた。最終日のクロージングイヴェント
では、60 人以上の住民やアーティストが実際に担いで、吉島地区
を盛大に練り歩いた。この神輿巡行一つ行うため、地域定例会で
は段取りよくするための方法を幾度となく手取り足取り教えてもら
った。いくらアートイヴェントと名付けたところで実際の運営の力
量は、毎年地域祭りをこなしている町内会の人にはまだまだ及ばな
かった。では、なぜ「アート」を使うのか。一つの事業を違う観点
から共同で行うことの達成感はあるが、企画側やアーティスト、地
域住民それぞれの回答が何十通りも必要になってくると思われる。
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歴史やまちのことを考えてみる
　「旧中２」の展示会場は、主にボートパークを中心とした水辺周
辺にまとまっていたが、そこから少し距離はあるが、吉島地区を語
る上では外すことができない場所として、吉島稲生神社（以下、神
社と表記）も会場の一つにした。このような場所を展示会場として
使用するなど果たして了承してもらえるのかが大変不安であったが、
その回答はあっさり OK。更に社殿の中での展示も快く了承してく
ださり、Antenna の《祠テレビ》が展示された。《ヤマトピア伝承》
の映像が流れ、神様として祀られているジャッピーの世界観が祠
の中のモニタに映し出された。住宅地に突如と現れるその神社に
足を踏み入れると大きな被爆樹の影に覆われる。木漏れ日を受け
てひっそりと二艘の小舟が並ぶ。かつて神社の周りには川が流れ
ていたそうで、舟を繋ぐための石が今も名残として残っており、そ
の当時の様子を再現したのが丸橋光生の《楠の陰が映る広島の舟》
である。過去を事実として言葉で聞くだけではなく、アーティステ
ィックに表現することが、コトを伝えていく上で有効であることを
信じたい。
　この神社のすぐそばに原爆の被災にも拘らず地域に支え続けら
れている創業 90 年のスーパーマーケット「デイ・リンク」がある。
社長である川口護氏のご好意により、二階部分を展示スペースとし
て貸していただけることとなった。このように、会場交渉が難航し
ていた前回の展覧会を振り返ると、今回は、前回の評判のおかげ
で交渉がスムーズにいくことが多く、一回目の成果を自負する瞬間
でもあった。デイ・リンクの二階は、物置として使用されていたた
め雑多ではあったが、アーティストからみると創造力が高まるので
あろう。Antenna の一員でもある田中英行は、大量の古広告と段
ボールを組み合わせ廣島の舟や山々を想起させる《ビュー・オブ・
ヤマト》を作り上げた。戦艦大和が暗示する戦争の歴史的事実と
カラフルな広告がかもしだす現実的日常とが入り交じる空間を創出
した。一方、その巨群の中に紛れてメカニックでありながら生々し
い物が見え隠れしていることに気づく。祐源紘史の《タイムプラネ
ット》と《プラネットウォー》は、発見した時の喜びとともに、凝
視するとそれが昆虫の死骸（蝉・トンボ・カブトムシ）であること
に気づき、さらに《プラネットウォー》は戦闘機に見立てられてい
ることが鮮明にわかるのである。神社を賑わしていた昆虫たちが
終戦の夏の終わりを告げているかのようでもあり、また生身であり
ながらメカニックな様相は不安にもさせる作品であった。地域展開
型の展覧会である「旧中２」は、地域住民や観賞者に目はもとより
身体で楽しんでもらうことが大前提でありながらも、自分たちが住
んでいるまち、そして広島の歴史や固有の問題を地域単位で考え
ていく機会を提供することに特徴があったと思う。

アートセンター構想に向けて
　前回のプロジェクトのメイン会場となった旧中工場では、ディレ

クターの柳幸典が広島アートプロジェクトのミッションの一つとし
て掲げた遊休施設を有効活用していくための提案を継続して行っ
た。「旧中２」では、外壁を使用するという新たな提案を打ち出し
た。アサヒビール株式会社が保有する広島県庄原市のアサヒの森
の環境保全事務所のご協力と近隣住民のご理解により、旧中工場
の壁面に投影する巨大野外映像シアターを実現した。週末の夕刻
限定で海風に吹かれながら見ることができるこのシアターは、吉島
の静かな海辺とアサヒの森の青々しい風景という二つの対照的な
映像から始まった。そこに示されているかのように、次々に吉島と
庄原の小学生が描いた《未来の海辺の風景と山辺の風景》の絵が
映し出された。巨大映像のダイナミックさと子どもたちの強い思い
がリンクし、相乗的にメッセージが観賞者の瞼に焼き付いたのでは
ないか。また、Antenna による《ジャッピー来臨》も同時上映され
た。旧中工場でのもう一つの提案展示に、シフン製作所による《１
日中藝術会館》と題された看板がある。アートセンター構想のイ
メージを描いた看板で、メッセージとして旧中工場裏に掲げられた

（もう一つのアートセンター構想の対象である旧日本銀行広島支店
では、柳幸典企画室による《peace scope》が展示された。

広島駅前の市場
　「旧中２」は、吉島地区以外に作品を展示した場所が一か所あっ
た。それは、広島駅南口から徒歩３分のところにある愛友市場で
ある。愛友市場は、昔ながらの商店街で、戦後の広島の復興を支
えてきたが、再開発から取り残されて、近年ではシャッターが下り
ているところも少なくない（とは言え、新球場設立に伴い近いうち
に変化するだろう）。
　そんな場所に仮設的に現れたのが「きくや商店」の一部に作ら
れた《シャッター・ガイ》という作品である。他店と軒並みを揃え
ているが、シャッターを半開きにし、前に少し飛び出た店構えで来
場者を迎える店主が、アーティストでもある坂口直也である。シャ
ッター街とシャッター外、そしてシャッター Guy を兼ね備えたこの
作品は、坂口がシャッターの破片に似顔絵を描き、また使用不可
能な鍵を「キー・キーホルダー」として購入者が決めた値や物々交
換によって販売などを行うもので、そのパフォーマンスに足を止め
る客も少なくなかった。
　一つの展覧会として、広島駅から吉島地区までの地理的な距離
は相当なものである。その距離感を少しでも楽しんでもらうために、
週末限定で雁木タクシー（水上タクシー）と木造和船を運行した。
水上タクシーの終着点は、展示会場の一つであるボートパークで
あり、水都広島として水辺の文化を体験してもらうことを試みたの
だった。

明日の広島を担う若人たち
　今回、「汽水ファーム」と称し、広島市立大学芸術学部の学生
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が主体性をもって取り組んだ様々な企画がある。池田和子は、先
に挙げた中村の《遊歩道を楽しくするプロジェクト》のチームリー
ダーとして、アーティストへの情報提供から他の学生スタッフの管
理を、的確な判断のもと行っていた。衣笠木乃美は、藤浩志監修
によるワークショップである「亀型カヌーワークショップ」のコーデ
ィネーターとして藤のもとで直接学んだ後、吉島で子どもたちを対
象にワークショップを開催した。完成した作品は会期中ボートパー
クの水路に展示された。来場者として訪れた人には聞き覚えのある

「中人ソング」を作成したのが、根田琴美である。根田は、協力企
画として参加した地域事業の「エコ・ウェディング」（「エコまつり 
環ッハッハ in よしじま」で開催）でのテーマソングも作詞・作曲
する才能を発揮した。前回のプロジェクトでも話題を呼んだ情報紙

「まるよし」の Vol. 2 のイラスト・デザインリーダーを担った周田心
語は、地域住民の心を掴むためのヴィジュアル・デザインを研究
し続けた。また、池田和子と水口鉄人は、広島駅近くの喫茶店で

「PEARL 展」と題して自身の作品発表の場を設け、県外から来る
来場者を二重に楽しませた。今回、最年少アーティストとして辻原
咲紀と都築透は、唯一学部生で他のアーティストと作品を並べた。
　本プロジェクトの実施本部は、広島市立大学の教員と学生を中
心にしたスタッフで構成されているが、地域社会や企業との橋渡
しをする人材、及び社会と自覚的に関係を築く若手アーティストを
育成し継続的に輩出していくことが、広島アートプロジェクトの存
在理由とともに広島市の大学の存在価値をあげていくことにもつな
がると思う。

次なる構想に向かって
　わたしたちは、地域でプロジェクトを行う意義を繰り返し模索し、
実践を通して地域社会と密接に関わることで、固定概念を柔軟に
揺さぶろうとしている。また、地域住民が、鑑賞者から参加者へ、
そして参加者から当時者へと移行していく過程を、除々にではあ
るが感じている。しかしながら、この吉島でアートプロジェクトを
行う意義や目的を明快に持ちつつも、アクションを仕掛け続けるた
めのマニュアルはないに等しい。ただ、広島アートプロジェクトは、
一表現者としてアートの可能性を実践的に地域社会において実験
すると同時に、様々な仲介者として、吉島や広島市の文化の振興を、
地域住民、大学、他の芸術振興団体と連携しながら推進すること
を目指してきた。そして、豊かな水に囲まれたこの吉島でアートの
水脈を探し続け、それを原動力とし、プロジェクトは次なる構想へ
と向かっている。
　最後に、「旧中２」の開催にあたり大変なご支援ご協力をしてい
ただいた地域の方々及び関係者の方々に、深く感謝の念を捧げた
い。

本稿は、『広島アートプロジェクト 2008「汽水域」』（広島アートプ
ロジェクト、2009 年）に掲載した「吉島でアートの水脈を探る　
旧中２を振り返って」を再録したものである。

「旧中２」の会場となったボートパーク広島

ボートパーク広島にて開催されたオープニングパーティー
中央、管理棟のガラス面の作品は淺井裕介による《泥絵・汽水域の樹》

地域定例会の風景
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吉島稲生神社での展示風景（丸橋光生《楠の陰が映る広島の舟》）

ボートパーク広島での展示風景（小原一洋《染 Project [HIROSHIMA]》）

ボートパーク広島での展示風景（福田恵《ある船大工の肖像としての、永遠の庭》）

ボートパーク広島での展示風景（北川貴好《噴水するカンカン島》） 吉島稲荷神社での展示風景（Antenna《祠テレビ》）

スーパーマーケット「デイ・リンク」での展示風景（田中英之《ビュー・オブ・ヤマト》）

工事現場の仮囲いに描かれる SUIKO による《心・時・音・光・流・灯・風・雲》 旧中工場の壁面に投影する巨大野外映像シアター
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広島駅南口近く、愛友市場「きくや商店」の一部に作られた
坂口直也による《シャッター・ガイ》 亀型カヌーの展示風景

藤浩志監修によるペットボトルでつくる「亀型カヌーワークショップ」風景

地元のエコまつりで企画協力した「エコ・ウェディング」のためのワークショップ風景

中崎透による《居酒屋カフェ・中人（なかんちゅ）》にて開催された「汽水トーク」 「エコ・ウェディング」風景


