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SUPER OPEN STUDIO 以前～相模原で起きた美術ムーブメント～

柳川雅史

が、大正末、50歳を迎えると故郷・上

溝町（元・上溝村、現・相模原市中央

区上溝）に戻り、家庭をもって落ち着い

た生活をするようになる。町の資産家

が支援者となり、画室のある一軒家を

あてがってくれたのである。湘雲はここ

で画業に励んだ。さらに地元の有志が

日夜を問わずに協力してくれたため、

湘雲はいたるところで「席画」を披露す

ることができた。席画とは客の依頼に

応じて即興で書画を描くもので、得意

とする鳥では形態の違う雀100羽を描

ききったこともあるという。これらの掛け

軸は当時5円ほどで頒布された。現在

挙げての「天龍美術館計画」を起こし

ている。これは風光明媚なこの村に観

光の目玉として村立美術館を整備しよ

うとするもので、大正の末という時代を

考えると何とも先進的な案であった。湘

雲はその豊富な人脈と優れた交渉力を

買われ、「天龍美術館建設事務所神奈

川支部」なる役職を与えられ、長野、静

岡、神奈川、東京などを奔走しながら作

品の収集にあたった。しかし、やはり無

理があったのか、まもなく計画は頓挫す

る。なお、湘雲が集めた掛け軸などは

今でも村役場に残されている。

　さて、各地を転々とした湘雲である

灯職人で絵師でもある片野儀右衛門

の家に生まれている。儀右衛門は先に

述べた十二天神社の奉納額を描いた

愛松斎儀亭である。幼い頃から父親に

ついて絵や書を学んだ湘雲は、青年期

になるとしばしば厚木の温泉旅館・元

湯玉川館に出かけ、画家として活動を

始めるとともに、この旅館を訪れる文化

人、経済人たちと親交を深めた。狩野

派の重鎮であり「読画会」を主宰する

荒木十畝や、書家で男爵でもある野村

素軒（野村素介）らと知り合ったのもこ

の頃であろう。そしてこの旅館の運営

に大きく貢献する。それは旅館の庭先

に建つ記念碑からも読み取れる。「遊

沐紀念」と刻まれたこの碑には、経営者

を亡くして窮地に陥ったこの旅館を救

うべく、湘雲が仲介役となり、多くの文

化人が集結したことが述べられている。

湘雲の人脈の広さ、交渉力の高さがう

かがえる一件であろう。

　このように抜群の行動力と交渉力、

人脈、さらには書画、文芸、舞踊など多

彩な芸を身に着けた湘雲は、その後、

群馬や愛知などを転 と々し、やがて静岡

の浜松町（現・浜松市）、そして長野の

平岡村（現・天龍村）に拠点を移す。特

に天竜川沿いにある平岡村では、舟運

で巨財を築いた事業家と結託し、村を

最 初 の ムーブメント
ー片野 湘 雲とその 一 門ー

話を再び片野湘雲に戻そう。相模原の

美術文化を語るうえで、吉川啓示や伊

藤弘人を育てた片野湘雲の存在を忘

れるわけにはいかない。また、この時代

の地方画家のことを詳細に知る機会も

少ないだろう。本篇からは少し外れる

かもしれないが、ここで筆一本を懐に

地方を渡り歩いた遊歴の画家・片野湘

雲について、少々詳しく述べておきたい

［2］。湘雲の遊歴の体験談がのちに

吉川啓示に大きな影響を及ぼすことに

なる。

　明治期、上溝村（現・相模原市中央

区上溝）に片野湘雲という者がいた。

本名は清次郎。1875（明治8）年、提

第1回「横浜美術展」（第1期）が市の

主催で開催された。これは関東大震災

で一時中断され、２年後に再開（第2

期）されたが、これも1930（昭和５）年

には終了し、その後、新たに構成され

た横浜美術協会の主催として俗に「横

展」と呼ばれる「横浜美術協会展」（第

3期）が始まっている［１］。そして戦争

である。横展も中断され、焼け野原に

なった横浜に再び展覧会が開かれた

のは1946（昭和21）年のことであっ

た。これが今に続く「ハマ展」である。い

わば第４期ということになるが、戦前の

公募展と同じく横浜美術協会の主催

であるため、便宜上、前者を「横展」、

後者を「ハマ展」と呼び分けている。

　このように横浜の地は近代日本にお

ける美術文化の先進都市であり、神奈

川県の北端、桑畑に囲まれた農村で

筆を握る若者たちにとって憧れの地で

あった。彼らは戦前は横展、戦後はハ

マ展に入選することを目標とした。同展

は県内でもっともレベルの高い公募展

であり、まずはここで賞を獲り、ゆくゆく

は「日展」(日本美術展覧会)や「院展」

など全国レベルの公募展に挑む。これ

が彼らの夢だった。それに入選すれば

胸を張って「画家」を名乗ることができ

る。そんな時代だった。

横浜在住の海外画家に伝授を願った

ことや、五姓田義松などがイギリスの特

派員ワーグマンによる『ジャパン・パン

チ』の挿絵に影響を受けたこと、生糸で

財を築いた原三溪（原富太郎）が今村

紫紅や安田靫彦など若き日本画家に目

をかけたことなどはよく知られている。

　このような洋画家や日本画家の存

在は横浜市当局を動かすこととなる。

1919（大正8）年、横浜在住の洋画家

による「横浜美術協会」が結成され、

若 者 たちの 憧 れ 、横 浜 美 術 展

さて、片野湘雲であるが、筆者は相模

原の美術文化はこの日本画家から始

まったと考えている。湘雲は相模原で

画塾を開き、のちに院展（日本美術院

展覧会）の画家となる吉川啓示、伊藤

弘人、山本松枝らを育てる。その門下

生たちはまずは横浜の展覧会で認めら

れることを目標とした。そう、当時は横浜

が文化――とりわけ美術文化――の先

進地であり、画家を目指す若者にとっ

てはここで認められることが画家の道

への第一歩であった。そこで少々、当時

の美術事情を知るために、前振りとし

て明治期から昭和初期に至る横浜の

美術文化について説明しておこう。

　ご存じの通り、横浜の発展は1859

（安政6）年の開港から始まる。俗に

「文化は海から」と言われるように、西

洋の船舶が停泊するようになると、田

舎の漁村だった横浜は急速に発展し、

和と洋が入り混じった新たな文化都市

へと生まれ変わる。近代水道、写真館、

テニス、さらにアイスクリームやビール。

今では日常的に親しまれるこれらのも

のはすべて横浜発祥と言われている。

美術もそうだった。洋画家・高橋由一が

ろう。もっともそれ以前にこの地に画家

（絵師）がいなかったわけではない。

例えば、田名地区の宗祐寺に残る見

事な涅槃図。市の有形文化財でもあ

るこれは狩野派の絵師・金指桂山に

よるものである。金指は恩馬村（現・

海老名市）の出身であるが1846（弘

化3）年にここ田名で没している。ま

た、幕末には橋本地区の瑞光寺に安

田米齋がいた。米齋は幽霊が赤子の

ための飴を買いに来るという《子育て

幽霊図》（福岡市博物館収蔵）で知ら

れる南画家であり、これを相模原初の

画家として挙げる人もいるが、相模原

において美術文化を広めたという記

録は見当たらない。さらに下溝地区の

十二天神社には1906（明治39）年

頃に描かれたと思われる大絵馬があ

る。これはその前年に起こった日露戦

争の凱旋を祝って奉納されたもので、

「陸軍凱旋観兵式紀念」とあり、戦国

武将・柴田勝家らしき人物が描かれて

いる。これを描いたのは愛松斎儀亭こ

と片野儀右衛門、つまり片野湘雲の

父親である。なお、これらの画家（絵

師）については不明な点が多く、筆者

もその詳細を知らない。何か情報があ

ればお教え願いたい。

にかけてこれらの活動に関わった画家

たちは、残念ながら全員が鬼籍に入ら

れている。筆者はその時代を生きた人

たちから直接様々な話を聞いた数少な

い者のうちの一人である。よって、この

機会に貴重な証言の数々をできるだけ

詳細に綴り、後世に残しておきたいと

考えた。そのような趣旨から、戦前・戦

後まもなくにかけての記載に重きを置

くような内容になるが、何卒ご了承い

ただきたい。また、最初に画塾を開い

た片野湘雲（かたの しょううん 1875

～1939）、昭 和 の 時 代 に活 躍した

吉川啓示（よしかわ けいじ 1910～

2006）、伊 藤 弘 人（いとう こうじん 

1916 ～ 1988）、そして現在の相模

原画壇を牽引する上條陽子（かみじょ

う ようこ 1937 ～）などが、相模原の

美術史を彩るキーパーソンだと考えて

いる。これもやや詳細に説明すること

になるが、ご理解いただきたい。

近 世・近 代 の 相 模 原 美 術

相模原の美術界。これを便宜上「相

模原画壇」と呼ぶが、その礎は筆者が

以前から注目していた片野湘雲であ

はじめに

UPER  OPEN  STUD IO

（ 以 下S.O.S.）。相 模 原

並びに八王子、町田など

で制作活動を続ける100人を超える

アーティストたちが、それぞれのスタジ

オ（制作場）を公開し、共同展やトーク

ショー、さらにはバスツアーなどで互い

に訪問し合う、美術関係者が注目する

アートイベントである。しかし、このよう

に若いアーティストたちが、ここ相模原

を舞台に新たな美術文化を生み出そ

うと自発的な行動を起こしたのはこれ

が初めてではない。何十年も前、志の

高い若者たちが新たな美術の波を起

こそうと集結したことがあった。筆者が

考えるにそれは6回。旧相模原市域で

4回、旧藤野町域で1回、そして現在に

つながる1回である。

　ここではSUPER OPEN STUDIO以

前、昭和から平成にかけて、相模原で

始まった若いアーティスト（画家、彫刻

家と呼んだほうが妥当な場面もある）

の度重なる情熱的な集団活動――こ

れを仮にムーブメント movementと

する――を時系列で紹介してみようと

思う。なお、昭和初期から戦後まもなく

 S
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どを審査員に迎えている。詳しいことは

わからないがレベル向上のために広く

会員を募集し、さらに審査を加えたもの

と思われる。

　余談であるが、この年の秋、展覧会

終了後の作品が国立相模原病院に移

され、そこで患者向けに展示されたこと

がある。これをご覧になったのが慰問

に訪れた高松宮ご夫妻であった。そして

「戦後間もない、この草深い相模原の

地に、こんな立派な展覧会が開かれ、

しかもこの地方の人々の手による作品

ということは、地方文化向上のためにも

立派なことです」＊２というお褒めの言

葉を発せられたという。それが一般的

な感想であろう。当時、国立相模原病

院の周りはほとんどが畑で、民家など

は数えるほどしかない。そのような「草

深い」いわば「美術文化不毛の地」に、

横浜の展覧会にも引けを取らないよう

な作品が並んだのである。単なる褒め

言葉ではなく、高松宮はそのレベルの

高さに本当に驚かれたのであろう。

　1954（昭和29）年、相模原町は相

模原市となり、これを機にさがみ美術

は書道、文芸の団体などと合流し、「相

模原市文化団体連絡協議会」を発足。

これが長年にわたって相模原市の市

民文化祭を支えることとなる［10］。

洋画家・宮木薫もこれに協力した。当

時、宮木は上溝町の外れ、陸軍関係者

が住む星が丘住宅にいたのである。な

お、原は新戸地区にある常福寺の住職

であり、文化人としても知られていた。

1945（昭和20）年11月3日、「相模自

由画会」はこうして生まれた。その名称

からも戦争が終わり、誰にも気兼ねする

こともなく自由に絵が描けるようになっ

た弘人らの喜びがうかがえる。

　ところで、一般参加も設けられた正

式な展覧会とも言うべき第1回展は、

1948（昭和23）年5月に上溝の振興

会館で開かれている。この時は当時の

相模原市長が会長となり、宮木薫と甲

斐仁大（一水会）が理事を、そして伊藤

弘人、吉川啓示、原義範らが幹事を務

め、町民を含む35人の出品があったと

いう。おそらくこれが相模原市域で開

催された初の公募展であろう。町民レ

ベルでの広域な美術文化の幕開けで

ある。

　翌年、第2回目の展覧会が開催され

たが、これには会員のほか、日展の飯島

亮や大根田雄国、「二期会」の成井弘

文、院展の熊坂東以や並木瑞穂など、

横浜や厚木などから多くの画家を招待

している。横浜の展覧会に負けないレ

ベルにまで上げようと、弘人や啓示ら

が努力したことがこのようなことからも

読み取れるのである。

　1951（昭和26）年、相模自由画会は

新たに「さがみ美術」として生まれ変わ

る。前の会と異なるところは、広く厚木

や愛川、津久井など近隣の市町村から

も会員を募ったところである。そして院

展の小島一谿や二期会の成井弘文な

ては日本最大規模の相模原町が誕生

していた（のちに座間町は独立する）。

わが町にも美術団体がほしい。弘人は

そう考えた。横浜では戦前、横浜美術

協会による横展が開催されていた。そ

れを意識していたことは間違いないで

あろう。ちなみに1930（昭和5）年には

「 川 崎 絵 画 会 」が、1941（ 昭 和16）

年には「横須賀美術協会」が結成さ

れ、その後、「茅ヶ崎美術クラブ」、「藤

沢市美術協会」などが結成されている。

「文化は海から」。まさしく美術活動

が活発なのは海沿いの町であった。一

方、相模原は海からもっとも離れた神

奈川北端の町ではあるが、画塾が開か

れ、門下生には「読画会展」や横展に

入選し、賞を獲る者までいる。その腕前

は決して横浜にも引けを取らないとい

う自信と、絵画制作の喜びをみんなで

共有したいという気持ちがあったのだ

ろう。創立会員である宮崎行望の文に

よれば「それは良く晴れた日の昼下がり

であった。30歳くらいの青年が国民服

に脚にゲートルを巻き、自転車を右手

に私を訪ねてきた。これが伊藤弘人氏

との初めての出会いであった。氏は相

模原町にも全町を一丸とした美術の愛

好者の団体をいち早く結成したい意向

であった。（中略）伊藤弘人氏等の呼び

かけに協力して集まった人達は原義範

（中略）の各氏と私であった。名称も相

模自由画会とし（中略）会場は上溝町

内会館を借り開催した」＊1とある。当

時の弘人らの熱意ある行動が目に浮か

ぶようである。吉川啓示は復員後すぐ

これに参加し、弘人とともに会の中心と

して活躍するようになる。また、日展の

過酷な修行を教訓とした結果であっ

た。しかし、画家への夢を捨てたわけで

はなかった。勤務の傍ら、院展を目指し

て描き続けていたのだ。しかし、これも

長くは続かなかった。手元に召集令状

が届いたのである。警察官であるため

覚悟はできていたが、それでも満州や

フィリピンで激しい戦闘に巻き込まれ、

さらに捕虜となり収容所に送られた時

にはそれなりの覚悟をした。1946（昭

和21）年11月、啓示は上溝町に帰っ

てきた。実に5年4カ月ぶりの故 郷で

あった。

　さて、吉川啓示が戦地から戻る1年

前、終戦直後の相模原の町を自転車

で走りまわる男がいた。湘雲画塾で最

年少だった伊藤弘人である［9］。行動

力と説得力をもち合わせた29歳の弘

人は、宮崎行望や原義範など美術愛

好家に声をかけ、全町を一丸とした美

術団体を結成しようと奔走していた。

1941(昭和16）年、上溝町、座間町を

中心に近隣の6カ村が合併し、当時とし

啓示である。19歳の啓示が湘雲と出会

い、すぐさま弟子入りを願ったことは先

に述べた。

　その啓示は門下生時代に大変な修

行を敢行する。「遊歴」である。絵を描

く代わりに一宿一飯の恩恵にあずかる

遊歴は、画家として生きてゆく覚悟が

なければできない修行のひとつであっ

た。絵画の技術はもちろんのこと、交渉

術や洞察力、人間性などあらゆる能力

が要求される過酷な旅である。しかし、

人生の半分をこのような境遇で過ごし

てきた湘雲は、一番弟子である啓示に

これを勧めた。日頃から他地方での湘

雲の活躍に心躍らせ、その人柄や技術

を心から尊敬していた啓示はついに決

心する。1933（昭和8）年、重いリュッ

クを背負い、杖をついて京都を目指し

て歩き始めたのだ。22歳だった。甲州

街道を歩き、裕福そうな家を見つけて

は声をかけ、絵を描くので泊めてくれと

頼んだ。親切にされることもあれば、冷

たく追い払われることある。様々な対応

をされながら、2カ月後には長野の諏

訪にたどりついていた。ここから西に折

れ、中山道に沿って京都を目指すことに

なるが、すでに季節は冬を迎えていた。

長野は雪が深い。時には泊めてくれる

家がなく、行き倒れ寸前にまでなること

もあったが、そのたびに手助けしてくれ

る者が現れ、翌年3月、ついに啓示は

京都にたどりついた。何度も折れそうに

なった気持ちを奮い立たせ、初心を貫

き通したことはのちの画家人生の大き

な励みとなった。　　

　遊歴の修行を終えた啓示は警察官

の採用試験を受け、首席で合格する。

や信州を転 と々し、人生の半分を遠地

で過ごした日本画家は、その終焉を故

郷で迎えたのである。享年65歳であっ

た。その半年後、11月に開かれた第9

回横展は紀元二千六百年奉祝の記念

展として、横浜の主な美術団体が軒並

み参加する大きな展覧会となった。その

日本画部門で実業賞に輝いた門下生

がいた。山本梅枝であった。県北の小さ

な田舎町から参加した20代の無名女

性がいきなりの受賞である。まわりの者

がどれだけ驚いたことか。そして湘雲画

塾の者はどれだけ鼻が高かったことか。

　なお、湘雲の逝去から二十余年後、

1961（昭和36）年、当時の市長、教育

長らを発起人とする「片野湘雲画伯顕

彰会」によって上溝の寶光寺に顕彰碑

が建てられ、また、市民文化祭に「片野

湘雲賞」が設けられた。すでにその名を

知る者も少なかろうが、湘雲の存在が

いかに相模原の美術文化に大きな影

響を及ぼしたのかを、このようなことか

らも知ることができるのである。

第 2 の ムーブメント
ー相 模自由画 会 の 結 成ー

さて、この湘雲画塾は主宰者の死去に

より自然解消となったが、門下生たちは

着実に成長していた。ここでは塾の主

力であった吉川啓示、伊藤弘人、山本

姉妹を中心に述べてみたい。間違いな

くこれらの者が昭和の相模原画壇の

最大の貢献者であるからだ。まずは自

他ともに湘雲の一番弟子であった吉川

これが相模原画壇の始まりであると同

時に、小さいながらも相模原で起こっ

た最初の美術ムーブメントであった。

　門下生たちには雅号が与えられた。吉

川啓示は「耕雲」。ほかにも「雲亭」「松

雲」「秀雲」など、それぞれの号には「雲」

の文字が付けられ、毎日毎日、日本画の

基本である四君子、つまり蘭・竹・梅・菊

を描く練習をさせられた。そしてある程

度描けるようになると、湘雲の師とも言う

べき荒木十畝が主宰する「読画会展」へ

の出品を勧められた。啓示は1930（昭

和５）年の第23回｢読画会展」で早々に

初入選を果たしている。

　さらに画塾の門を叩く者がいた。同じ

く上溝町の伊藤弘人（本名・弘）、さらに

山本松枝・梅枝の双子姉妹であった。

山本姉妹は地元の町医者の娘であり、

揃って女子美術専門学校を卒業したば

かりであった［6］。余談だがこの学校は

相模原にもキャンパスをもつ女子美術

大学の前身であり、おそらくこの二人が

開校以来初の双子入学者であろう。

　さて、画塾の門下生たちが第一の関

門とする「読画会展」に、吉川啓示は4

回も入選していた。記録がないのでわ

からないが、伊藤弘人や山本姉妹も出

品していたとすれば間違いなく入選して

いたであろう［7］。しかし、これは荒木

十畝一門内の展覧会であり、他流試合

ではない。さらに上を目指す門下生た

ちの目は前述した横展、そしてその先の

院展などに向けられていた。

　1939（昭和14）年6月、肺炎をこじ

らせた湘雲は家族や門下生が見守る

なか、静かに息を引き取った［8］。東海

でいうと3～4万円くらいであろうか。そ

してその頒布会では仲間の画家や書

家を招くことも多かった［3］。1928（昭

和3）年の御大典記念の際には山野紅

蘭や高畑翠石ら人気の書家を招き、湘

雲が描いた菊花に「君が代」の一句を

加えて大いに頒布されたという。実際、

筆者もその一幅を所有している［4］。

時には荒木十畝などの大家も招待した

ようであり、会場となった寺院などには

見事な掛け軸が残されている。いわば、

頒布会は当時の一大美術イベントであ

り、湘雲はプロデューサーとしても才知

に長けていたのである。その頃の人々

の熱狂ぶりが目に浮かぶようである。

　その湘雲が住む上溝町は、多くの神

輿、山車が練り歩く天王祭、いわゆる夏

祭りが有名である。1928（昭和3）年7

月、湘雲は祭り会場の片隅に「片野湘

雲作品展示場」を設け、数点の掛け軸

を飾った。これを食い入るように見つめ

る青年がいた。地元農家の長男・19歳

の吉川啓示（本名・啓治）である［5］。

子どもの頃から絵を描くのが得意だっ

た啓示は、画家になることを夢見て湘

雲への弟子入りを直談判した。湘雲は

これを快く受け入れ、以後、啓示は畑

仕事を終えると毎日のように画室を訪

れ、湘雲の前で筆を走らせるようにな

る。それを聞きつけたのか、近隣の村々

から次々と弟子入りを申し出る者が現

れた。ほとんどが農家の若者であった。

1930（昭和5）年、湘雲は「湘雲画塾」

を開き、これらの若者を門下生とした。

あとから入門した者も加えても、平均年

齢は二十歳前後であったと思われる。

2 S.O.S.  BOOK 2013

[5]吉川啓示(1930年頃)

[7]山本梅枝《からすうり(部分)》 (1933年)

[8]片野湘雲の葬儀と門下生(1939年)｡左側が家族・親族｡右側が吉川啓示､伊藤弘人､山本姉妹ら門下生

[9]伊藤弘人(1952年)

[10]さがみ美術を中心とする市民文化祭(1959年)

[6]女子美術専門学校時代の山本松枝(右側は友人)

[4]片野湘雲「菊扇図(部分)」 (1928年)｡筆者所蔵



て結ばれる。そのデッサン教室には北

大路魯山人の最後の内弟子・高木辰

夫（石童子）も通っていた。高木は彫刻

を能くし、1966（昭和41）年には矢部

の相模野病院で野外彫刻展を自主開

催している［21］。詳細はわからないが

数点の石彫を病院の庭に並べたとあ

る。相模原市域での野外彫刻展はおそ

らくこれが最初であろう。

　その頃、美大卒業と同時に一緒に

なった遠藤原三・彰子が相模原の中央

部に転居してくる。まわりにはまだ雑木

林が広がり、二人は自然豊かな楽園生

活を楽しんだ。のちに遠藤彰子も安井

賞を受賞するが、これは女性で2人目

の受賞であった。その数年後であろう

か、日展の評議員を務める彫刻家の陶

山定人が小田急沿線に転居してくる。

陶山の女性像をホールや図書館など

で見かけることも多かろう。同じく日展

の評議員となる洋画家・成田禎介が、

また、一時期ではあるがスーパーリアリ

ズム絵画で知られる上田薫などもこの

地に居を構えている。

　なお、1970（昭和45）年には院展

の重鎮である日本画家の岩橋英遠が、

ティストが住む｢芸術のまち｣となってい

る。形は違えど、藤田らが描いた夢が叶

えられたのである［19］。

第 4 の ムーブメント
ー 相 模 原 芸 術 家 協 会 の 設 立と
国 際 交 流ー

話は再び旧相模原市域に戻る。昭和

30年代、40年代になると市域全域は

急激な開発に見舞われ、特に南側、小

田急沿線の発展は目を見張るものが

あった。広大な畑や雑木林はみるみる

うちに団地や住宅に埋め尽くされ、日

本全国から多くの人々が転入してきた。

1954（昭 和29）年の市 制 発 足当時

は8万人しかいなかった人口は、1967

（ 昭 和42）年には20万 人、1977（ 昭

和52）年には40万人にも膨れ上がって

いる（令和4年現在で72万人）。

　そのなかには多くの画家や彫刻家が

含まれていた。彗星のように現れ、「画

壇の芥川賞」と言われた安井賞を女性

で初めて受賞した上條陽子がやってき

たのは昭和30年代の中頃だった。ほ

ぼ独学で絵を学んでいた上條（当時は

角羽）［20］は、町田のデッサン教室で

美大出身の上條明吉と知り合い、やが

な開発などは避けられた。代わりに浮

上したのは藤田らが夢見た「芸術都市

計画」であった。県はこれに着目し、こ

の地域を芸術で彩る「藤野ふるさと芸

術村構想」を打ち立てた。これが今に

続く「藤野ふるさと芸術村メッセージ事

業」の発端である。ただし、芸術都市の

ような開発行為をするのではない。目

立つ構造物といえば宿泊もできる芸術

体験施設「藤野芸術の家」、それに《山

の目》(1988年)や《緑のラブレター 》
(1989年)[17]など緑の中に30点ほ

どの立体作品が点在する「芸術の道」

くらいであろう。むしろ、近年では多く

の人が訪れる「藤野ぐるっと陶器市」

[18］や「サニー・サイド・ウォーク」など、

自主的なソフト事業の方が話題になる

ことが多くなっている。

　なお、県の計画に前後して藤野に移

住してくる芸術家も増えていた。初期の

移住者はこの計画とは関係なく、藤田

らと同様、都心に近いながらも水と緑

が豊かなこの地が気に入ったという者

が多かった。しかし、だんだんとこの地

が芸術で彩られ、アートイベントなども

多くなっていくと、人が人を呼ぶ現象が

現れ、今では画家や彫刻家、陶芸家や

工芸家、さらには音楽家や映像作家な

ど、200人とも300人とも言われるアー

「マチス通り」などと名前が付けられ、

湖の湖畔にはヨットハーバーまで描か

れた。実際、この計画は当時の神奈川

県知事にも説明され、資産家の援助も

取り付けたという。ただ、終戦になると

画家たちは疎開先を離れて自宅に戻っ

たため、この計画は途中で断ち切れ、

設計図も行方不明となって、長い間、知

る者もいない幻の計画となっていた。

　それが再び脚光を浴びるようになっ

たのは、終戦から40年近くが過ぎた

1980年代のことであった。神奈川県

では相模川とその沿岸地域を良好な

環境のまま21世紀に引き継いでいくた

め、川の流域に7つの拠点を設定し、

それぞれコンセプトに合ったモデル事

業を始めた。「いきいき未来相模川プラ

ン」である。当時の藤野町は相模川最

上流部であるため、「森と湖と創造の

拠点」に設定されたが、水源地である

ため自然環境の保護を優先し、大規模

（ともに1945年）は、この疎開先で描

かれたと考えられている。ただし、それ

らに関する資料は確認されていない。

　さて、画家たちは仲がよく、集まって

語ることも多かった。そのうち水を湛え

始めた相模湖の景色を前に、この静か

で美しい森と湖の地域に新たな街をつ

くったらどうか、ならば一大芸術都市を

つくろう、という声があがった［16］。猪

熊の自宅は田園調布にある。整然と計

画されたその住宅地の姿が脳裏に浮

かんでいたのかも知れない。そしてそれ

は単なる夢物語で済まなかった。黒部

ダム発電所などの設計で知られ、のち

に「新制作派協会」に建築部を設ける

建築家の山口文象が設計にあたった

のである。設計図では相模湖を見下ろ

す丘の上に芸術大学があり、その周辺

には住宅やアトリエが立ち並んでいた。

また、縦横に走る通りは「ピカソ通り」

た。これは長い間、村人の間で語り草に

なったという。そのようなことから画家と

村人たちの交流が生まれ、スケッチなど

をしていると、その傍らに小豆や野菜、

牛乳などがしばしば置かれるようになっ

た。画家たちも親切にされた御礼にと

腕をふるうことがあった。例えば、藤田

は出兵する村の若者がいれば豆と蛙を

描いて渡した［14］。マメに帰れ、つまり

無事に帰ってこいという願いが込めら

れたものであった。また、猪熊と二人で

世話になっている親子の似顔絵を面白

可笑しく描いている。藤田の意外な一

面がうかがえるエピソードであろう。

　このように村人と疎開画家たちの温

かい交流が始まっていたが、終戦を迎

えると彼らは別れを惜しみながらも次々

と東京へ帰っていった。しかし、親切に

してもらった御礼にと疎開先の家に作

品を残していく画家もいた。例えば、佐

藤は風景画や裸婦画（モデルは美子と

思われる）を、中西は自らが桃源郷と呼

んだ沢井村の風景画を、そして伊勢は

兵士や静物を描いた作品を残している

［15］。ちなみに藤田は戦争画でも知

られているが、陸軍美術展覧会に出品

された《サイパン島同胞臣節を全うす》

や《薫空挺隊敵陣に強行着陸奮戦す》

　藤田が疎開してきた1カ月後、洋画

家の佐藤敬が妻でオペラ歌手の美子

を連れて吉野町に疎開してくる［13］。

ここへの疎開を勧めたのが藤田であっ

た。また、それを追うように猪熊弦一郎

が同じく吉野町に疎開してくる。これも

藤田と佐藤の勧めがあったという。そし

て翌年には脇田和が吉野町へ、春にな

ると中西利雄が沢井村へ。さらに伊勢

正義が沢井村に、荻須高徳が日連村に

疎開してきた。藤田以外は「新制作派」

と呼ばれる洋画家集団のメンバーであ

り、ロマン主義で知られる藤島武二に

師事する仲間であった。みな、自宅から

大量の作品を運び込み、佐藤や猪熊

に至ってはピアノまで持ち込んだとい

う。猪熊が連れてきた猫が疎開先の鶏

を襲ってしまい、大騒ぎになったという

話も残っている。

　ところで、当初、疎開してきた画家た

ちは村人たちにとって近づき難い存在

であった。何しろ芸術家と呼ばれる人た

ちである。「気難しいかも知れない」「遠

慮しておこう」、そのような雰囲気も漂っ

ていた。しかし、意外にも彼らは人懐っ

こかった。例えば、伊勢や中西は小学

校の運動会に楽器を持って応援に駆

け付け、中西に至っては青年団に頼ま

れて「中里音頭」までつくっている。これ

は80年経った今でも歌い継がれてい

るという。また、猪熊は村長になること

を勧められている。特に村人に人気が

あったのは、佐藤の妻で美貌のソプラノ

歌手と謳われた佐藤美子であった。美

子は村の子どもたちに歌を教え、音楽

祭を開いてみんなで外国の歌を合唱し

もうひとつ の ムーブメント
ー藤野の疎開画家たちの夢ー

戦時中、これとはまったく別のムーブメン

トが生まれようとしていた。場所は旧藤

野町（現・相模原市緑区）。藤野町は甲

州街道沿いの吉野町や小淵村、山間

の沢 井 村など1町4村が1955（ 昭 和

30）年に合併してできた町である。その

町制がしかれる前、1944（昭和19）年

の夏、小淵村の養蚕農家にある著名な

画家が疎開してきた。パリで名を馳せ、

のちに世界のレオナール・フジタと呼ば

れた藤田嗣治である。東京に空襲の危

機が近づくと「頭に近い耳か鼻の穴に

隠れている方が安全」と言いながら、都

会に近いながらも緑に覆われたこの地

が安全と藤田は考えた。この一帯は四

方を山に囲まれながらも前年には中央

本線の「藤野駅」が開設され、それに乗

れば都心まで1時間半ほどで出られる

便利な場所であった。また、1940（昭

和15）年に着工した相模ダムの工事も

着 と々進み、藤田が疎開してきた頃には

湛水作業も始まっている。当初、八王子

への疎開を考えていた藤田はトンネル

ひとつ抜けた景色のよいこの場所が気

に入ったのである。

あった。「昭和二十三年には相模原の

同好の士を募って十余点を出品し、落

選なく三点受賞という成果を上げた。

その後三年ほど、どろくさい相模原調

がハマ展日本画を塗りつぶしたという

評が出る珍風景を見たのは愉快だっ

た」＊3と啓示は回顧している。湘雲画

塾の精鋭が相模自由画会を通し、ハマ

展などで相模原画壇の実力を世に知

らしめた瞬間であった。筆者はこの相

模自由画会の結成を湘雲画塾の開校

に続く第2の美術ムーブメントと考えて

いる。おそらく当時の会員たちの平均

年齢も30代前後であったのだろう。ま

だまだ若く生き生きとしていた。

　さて、吉川啓示が努力の画家であ

るならば、伊藤弘人は才能豊かな秀

才肌であった［11］［12］。啓示が度

重なる落選を経て院展に入選したの

は1953（昭和28）年、43歳の時だっ

た。弘人はそれよりも5年も早い1948

（昭和23）年、32歳の 時 に入 選して

いる。若い入選者と言ってもいいだろ

う。二人は前田青邨の指導のもと、互

いに切磋琢磨しながら院展への出品

を続けた。やがて啓示は異国情緒漂う

横浜の景観、弘人は鎮魂をテーマとし

た石仏や古墳などを得意とする画家と

なり、揃って無監査の｢特待｣となって

いる。また、山本姉妹であるが、姉より

も実績のあった妹の梅枝は結婚を機

に筆を置き、逆に姉の松枝はさらに腕

を磨こうと小倉遊亀の門下となり、その

著書にも登場するほど可愛がられた。

そして「院友」になるも、これからという

時に惜しくも逝去している。

ハマ 展 へ の 挑 戦

さて、会ができると腕に覚えのある者は

ただちにハマ展に挑戦した。この公募

展は戦後すぐに再開されていたのであ

る。例えば、1947（昭和22）年の第3

回展には伊藤弘人と吉川啓示、宮木

薫らが出品した。この時は弘人が自分

と啓示の作品を自転車に縛り付け、途

中、米兵の妨害に遭いながらも横浜ま

で運んだという。結果は二人とも入選。

宮木薫に至っては市長賞まで受賞し

ていた。先の横展における山本梅枝の

実業賞や今回の宮木の市長賞、啓示

や弘人たちの入選といい（ほかにも入

選者がいたらしい）、それは横浜の出

品者たちを驚かせるには十分なことで
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ところから野外彫刻展が始まった。当

時、国 民 体 育 祭の開 催 地が神 奈 川

県となり、相模原は横山にあるグリー

ンプールが水 泳 競 技の会 場に選ば

れた。道路の環境美化を担当している

「財団法人みちの協会」は、そこにた

どりつくまでの道程、つまり相模原市

役所から横山公園方面に続く約400

ｍの桜並木をより魅力的な空間に演

出しようと考え、2カ月間にわたって宮

澤光造や西澤利高など12人の彫刻を

置いた。これが「みちの造形展」である

［30］。主催者である協会と彫刻家と

を仲介したのはギャラリースペ－ス游の

小林であった。

　この野外展は半年ごとに半数の作

品を入れ替えるという手法になり、1年

間を通して20点ほどが置かれるように

なった。これに参加した彫刻家は、高木

辰夫、堤一彦、韮山康宏、安丸信行な

ど市内在住者が主であるが、町田や横

須賀など市外の者も含まれていたこと

が特徴であった。一方、この展示場所

が市役所や警察署の前の並木道という

ことから、いくつかの問題も発生し、その

反省から「パブリックアートの現状と課

題を考える」という意見交換会が行わ

れた。このように彫刻家と行政が意思

疎通を図るために努力をするという良

好な関係も築かれつつあるなか、その

主催者である財団法人みちの協会自体

が廃止されることになり、惜しまれつつも

この野外展は10年間にわたる活動に

終止符を打っている。この1992（平成

4）年から2008（平成20）年頃まで続

いた彫刻家たちの自主的な活動を、筆

者は第5のムーブメントと考えている。

しているが、吉原洋子なども仲介役と

して関わっている。さらに翌年6月、今

度は相模大野中央公園で野外彫刻展

「公園と彫刻｡」が開催されている。こ

れは美術館やギャラリーではなく、公園

など開放されたパブリックな場所での

作品展示を考えることをテーマとしたも

のだった。「生活の中の彫刻展」はあと

が続かなかったがこの「公園と彫刻。」

は、松本雄治や清水一直、小泉勝雄、

川島茂雄などが代表を務めながら10

年続いている［29］。

　それが継続している最中、1998（平

成10）年、今度はまったく予期しない

［28］、一定の目的を果たしたため、

2010(平成22)年に解散している。こ

の時期、二つの芸術家集団が競うよう

に活動を続けていたのである。

第 5 の ムーブメント
ー彫 刻 家 たちの 集 結ー

さて、相模原芸術家協会が動き出した

頃、もうひとつのムーブメントが起きて

いた。1992（平成4）年、相模原市の

街中に民間の｢ギャラリースペース游」

が開廊した。その主宰者・小林明子は

彫刻家の活動に注目し、その支援に

尽 力した。1986（ 昭 和61）年、市 教

委の主催で開催された「現代彫刻家

5人展」で知り合った彫刻家たちは、こ

の年、相模大野ギャラリーで「広場の

彫刻を考える展」を開き、それに伴うシ

ンポジウムを実施している。筆者が知

る限り、これが初めて相模原市内で開

かれた芸術家によるシンポジウムでは

ないかと思われる。参加したのは中心

となった後藤良二のほか、天野裕夫、

塩澤宏信、松本雄治などであった。そ

れに関連してか、1993年4月から7月

にかけてギャラリースペース游では小

林の企画による第1回「彫刻家12人リ

レー展」が行われている。出品したのは

前田忠一、別府博文、清水一直など多

摩美術大学の出身者を中心とした12

人であった（このリレー展はその後10

回ほど続いたと思われる）。また、10月

には大型家具店・大正堂を会場とした

第1回「生活の中の彫刻展」が開かれ

ている。これには陶山定人などが参加

聞記事なども使用したミクストメディア

の「記録」シリーズなどである。上條は

その怒りと悲しみを作品に叩きつけた。

そして何度も現地を訪れ、難民キャン

プの子どもや女性たちをアートで支援し

［27］、ほぼ不可能と言われたパレス

チナのアーティストの来日をも実現させ

た。人はそのような上條のことを「パレ

スチナ支援の現代美術家」と呼び、そ

の活動範囲は日本のみならず、海外に

まで及んでいる。それゆえ上條の目は

常に世界に向けられているのだ。地方

都市の画家や彫刻家の集まりである相

模原芸術家協会が、友好都市とは言え

海外との交流が盛んな背景には、「世

界中のアーティストはアートで会話がで

きる」という上條の信念があるからにほ

かならない。

　また、この協会から分派した美術

家集団「C AT (Con tempora r y  A r t  

Tr ia l )」の存在も忘れてはならない。

2000(平成12)年、小原義也を中心

に松山徹、横田瑛子（現展）、大沼正昭

（日本版画協会）、菅沼稔、中谷欣也、

大貫博（現展）ら７人が独立し、CAT

を立ち上げる。こちらはグリーンホール

相模大野の多目的ホールを拠 点に、

毎回、ゲストアーティストを迎えなが

ら意欲的な展覧会を10年間続けるが

合わせて参加アーティストの出身国で

あるイスラエルやポーランドの大使が

訪れるなど、このような地方の美術団

体としては珍しいほど国際的レベルで

の活動を見せているのである。

　これには、現在、会長として協会を牽

引する現代美術家・上條陽子の存在

が大きく影響している。上條（当時は角

羽）の実家は欧米に工芸品を輸出する

裕福な美術商であったが、彼女は画家

になりたい一心で家を飛び出し、相模

原に移り住む。そして1978(昭和53)

年、人間の苦悩を描いた《玄黄》で安

井賞を受賞する。女性では初めての、

それも独学で描く無名の新人の登場に

マスコミは沸いたが、画壇からは総バッ

シングを受ける。さらに大病を患い、片

耳が難聴になって顔もゆがんだ。それ

でも生き残った喜びが爆発し、狂喜的

な絵画「ダンス」シリーズが生まれる。そ

れはやがてパーツを切り取って貼り合

わせる「ペーパーワーク」シリーズへと移

行する。

　1999（平成11）年、上 條 はひょん

なことからパレスチナを訪れ、そこで不

自由な生活を強いられる難民たちを知

る。これに衝撃を受け、新たなシリ－ズ

が始まった。黒を基調とした「光と影」

シリーズ、さらに針金や焼け焦げた新

　相模原市は中国の無錫市、並びにカ

ナダのトロント市と友好都市を結んで

いる。芸術家協会はそれらの都市のプ

ロデューサーなどと独自の関係を築き、

現地の展覧会やアートイベントに参加

したり、また、逆に何人もの画家を相模

原に招待するなど、盛んな交流を続け

てきた。特に2001（平成13）年の第

10回協会展では「無錫市芸術院」から

9人の画家を、また、2004（平成16）

年の第13回協会展［26］ではカナダ

から5人のアーティストを招き、それに

が開催された［23］。これには女子美術

大学から、鹿野幸子や佐野ぬい、橋本

弘安など多くの教員がゲストとして参加

している。筆者はこの協会の結成を、湘

雲画塾の開講、相模自由画会の結成、

藤野の疎開画家たちによる芸術都市構

想、それらに続く第4のムーブメントと考

えている。

　ちなみに伊藤弘人が戦後まもなく興

した相模自由画会は、その後「さがみ

美術」「さがみ美術協会」（現在は「相

模原市美術協会」）と名を変え、この頃

には創立50周年を迎えるほどの歴史

を誇っていた。ただ、この会は主に美術

愛好家によって構成されており、プロの

画家は少ない。それに対し、相模原芸

術家協会は全国レベルの美術団体に

属している者や定期的に個展を開いて

いる者など、いわゆるプロの画家や彫

刻家によって構成されていた。それによ

り、便宜上、二つの団体はすみ分けら

れている。また、吉川啓示はこの会では

顧問を務めていた。当時の相模原の美

術文化は、まさにこの画家を中心にま

わっていたのである。

会 長・上 條 陽 子 の 視 点

結成後の相模原芸術家協会の活躍は

素晴らしいものがあった。定期開催の

会員展［24］をはじめ、美術評論家を

招いての講演会、会員によるシンポジ

ウム［25］など、活発な活動を続けてい

たが、特に、海外の友好都市との交流

に意欲を見せていた。

　さっそく上條を中心に数人の仲間が

市内を奔走し、知り合いの画家や彫刻

家に声をかけ始めた。それは終戦直後

の町を自転車で走り回った伊藤弘人の

姿を彷彿させるものであった。ちなみに

この時すでに伊藤は他界している。こ

うして1991（ 平 成3）年、「 相 模 原 芸

術家協会」が結成された。会長は吉川

啓示（院展）。副会長に勝田寛一（モダ

ンアート協会）。運営委員長に陶山定

人（日展）。企画委員長に小原義也。広

報担当に上條陽子。事務局長に美術

情報誌『沿線アート』を発行していた吉

原洋子。そして顧問に岩橋英遠（院展）

が迎えられた。なお、創立メンバーに

は、このほか遠藤彰子（二紀会）、遠藤

原三（光風会）、上條明吉（東京展）、

清水龍雄（写実画壇）、高木辰夫（モダ

ンアート協会）、成田禎介（示現会）な

ど様々な団体に所属する画家がおり、

バリエーションに富んでいた。ベテラン

もいるが総じて会員たちの平均年齢は

40代半ばくらいであろう。まだまだ意

欲に燃えていた。

　翌年10月、グリーンホール相模大野

（現・相模女子大学グリーンホール）の

多目的ホールでこれらの会員による記

念すべき第1回「相模原芸術家協会展」

美術館整備への期待が生まれたのもこ

の頃である。当時、市では市立博物館

の整備が進められていた。基本構想に

はそのなかに美術部門が組み込まれ

ていたが、1995（平成7）年に開館し

た博物館ではそれがなくなっていた。

なぜなら当時、美術館（総合芸術セン

ター）案が浮上していたからである。画

家たちはその実現を期待した。そしてま

すます画家や彫刻家同士の結束が深

まっていた。

相 模 原 芸 術 家 協 会 の 設 立

平成の時代になると景気が向上し、

様々な大型イベントが行われた。1992

（平成 4）年に県立相模原公園、市立

麻溝公園を会場として開催された「第

9 回全国都市緑化かながわフェア――

グリーンウェーブ相模原 ʼ92」もそのひと

つであった。これには県内外から100

万人を超える来場者がやってくる。全

国から注目を浴びることが予想され、そ

の前の年から行政や企業、商店街、自

治会、そして画家たちは沸いていた。動

き出したのは陶山や上條らであった。

これを機会に市内の画家や彫刻家が

集結し、「市の文化を高めるような団体

をつくろう」「相模原の美術文化を全

国に知らしめよう｣そう考えた。おりし

も、その前年、「グリーンウェーブ相模

原 ʼ92｣会場の隣に女子美術大学の

相模原キャンパスが開校している。画

家たちの気持ちはいやがうえにも盛り

上がっていた。

この相模原を終焉の地として選んでい

る。「北方ロマンの雄」と謳われた英遠

はその後、1994（平成6）年に文化勲章

を受章するが、当時の市長や教育長、

市内の文化人、経済人などは大いにこ

れを喜んだという。

　このように元・湘雲画塾の門下生に

加え、続 と々新たな画家や彫刻家が転

居してくる状況に行政も注目していた。

1980（昭和55）年、市では美術品収

集基金を設け、併せて、教育委員会社

会教育課に美術の担当職員を配属し

た｡同時に作品の収集が始まり、自主

企画展も開催されるようになった。記

念すべき第1回展は岩橋、吉川、伊藤

による「日本画三人展」（1981年）で

ある。以後、「招待作家展Ⅱ」（1982

年）や「新鋭作家美術展――安井賞の

人々」（1983年）、「現代彫刻家5人展」

（1986年）［22］など意 欲 的 な展 覧

会が続いていく。筆者はその頃、直接の

担当ではなかったものの、新米職員とし

てこれらの展覧会のほとんどに携わっ

ている。本稿を起こすにあたり、当時の

思い出が次 と々浮かび上がっている。

　それに伴い、市と画家たちとの距離

も縮まっていた。様々な情報が市に寄

せられ、活発な意見交換が行われた。
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S.O.S.の参加アーティストと同じ年代

の頃だったのである。今もむかしも目指

すべき道が見えた者は互いに連動し、

集結し、そして社会を相手におのれの

存在価値を見出そうとする。それは時

代に関係なく、普遍的なものとして繰り

返しを重ねながら、「続いていくストー

リー」を創り出しているのである。

　行政や企業の力に頼らず、アーティス

トたちの自発的な活動で新たな文化を

築く「SUPER OPEN STUDIO」。その

ムーブメントはまだまだ小さく、世間一般

に浸透しているわけではない。そしてこ

れがさらに大きく進化していくのか、ある

いは終息に向かってしまうのか、それは

筆者にはわからない。ただ、願わくばこ

のプロジェクトが新たなる展開を見せ、

ここ相模原を舞台とした壮大なアートス

トーリーとして描かれていることを、10年

後20年後に確認してみたいのである。

　今後、これら相模原で巻き起こった

ムーブメントを、その時代背景や美術

事情などに照らし合わせて紹介してい

く必要があるだろう。

かせた「相模自由画会」の面々。戦時中

にも関わらず夢を抱いた藤野の疎開画

家たち。仲間内の美術団体に終始する

のを嫌い、海外にまで目を向けた「相

模原芸術家協会」の会員。自らの力で

道路や公園をアートで演出しようとし

た彫刻家たち。そして手前みそではあ

るが、筆者や美術専門員たちが声をか

け、それに応じたアーティストたちがや

がて自発的な活動を始めた市民ギャラ

リーやアートラボはしもとでの諸活動。

これらのムーブメントが直接的・間接的

なつながりを見せ、本人たちが意識す

る、しないに関わらず、現在の「SUPER 

OPEN STUDIO」を形成する下地に

なったとするのは、考えすぎであろう

か。いや、筆者の目にはそれが一連の

ストーリーとして見えている。すでにこ

の世にいない湘雲画塾の門下生や相

模自由画会の創立メンバー。藤野の疎

開画家。高齢化が進む相模原芸術家

協会の会員や彫刻家たち。彼らがその

ムーブメントを起こした時は、皆、今の

と」の開館2年目のことであった。

　アートラボはしもとの生い立ちやその

活動については割愛するが、マンショ

ン販売センターを再利用し、近隣の美

術大学などと連携して様々なアート活

動を実験的に行う施設、と考えていた

だければよいだろう＊8。その活動のな

かで、美術専門員である加藤慶、久野

真明＊9からあの「オープン・スタジオ」

を再び、との声があがったのである。と

もに市民ギャラリーの「学生企画展」

の経験者であり、特に加藤は「オープ

ン・スタジオ展」の際にはアルバイトで

受付などもしていたのでこのことはよく

知っていた。二人はこれを拡大し、さら

に大規模なプログラムとして再開しよう

と考えたのである。そこでいくつかのス

タジオのアーティスト（筆者が知る限り

では井出賢嗣、千葉正也、山根一晃の

各氏）とともにその準備に取りかかり、

10年ぶりの「オープン・スタジオ」、つ

まり20軒のスタジオが参加する「042 

ar t  a rea  project  2013  SUPER 

OPEN STUDIO」が開催されたので

ある［37］。これには市民ギャラリー時

代の同企 画にも参 加した「STUDIO 

牛小屋 」「stud i o  b an 」「STUDIO  

VOLTA」、そして「STUDIO カタクリコ」

（すべて現在の表記）も含まれていた。

最後に

このように、美術文化先進都市・横浜

に憧れ、北相模の片隅で夢を描いた

「湘雲画塾」の若者たち。その横浜に

負けまいと終戦後の街に文化の華を咲

独自に企画したほどです。」「また『オー

プン・スタジオ』を開催したいですね。

ほかのスタジオも誘って。僕らにとって

相模原は居心地がいいんですよ」＊7。

この企画は非常に好意的に受け入れ

られたのである。

　また、来場者のアンケートでも「いくつ

ものアトリエが存在し、お互いに影響し

合いながら活動している様子が手に取

るように感じられます。」「若い人たちが

皆で知恵を出し合って場をつくりながら

制作しているのを知って嬉しくなりまし

た。相模原はそういう人たちの力が集積

した力がこもっていて、それを町の人々

も暖かく見ている感じがしてよかった」

と好評であり、さらに「このような活動と

発表の場が継続的に存在し、時代のパ

ワーになるとよいですね」と再度の開催

を望む声も多かったのである。

　そこですぐにこの第2弾を考えた。ま

ず目に入ったのはSTUDIO voltaを

訪れた際に、同じ倉庫内にスタジオを

構えていた「studio カタクリコ」であっ

た。しかし、再び同様の企画を行うこと

が難しかったため、小規模な展示とは

なるが「アートスポット」での、いわばミニ

「オープン・スタジオ」を実施した。この

展示では作品自体はあまり紹介できな

かったが、確か3回にわたるスタジオ公

開が行われたと記憶している。

　このように「オープン・スタジオ展」

は、多くのスタジオが点在する相模原

周辺の特性を生かした企画として再び

の開催が待ち望まれたが、予算の削減

など厳しい状況により、しばらく遠ざか

ることになる。これが再開されたのは

2013（平成25）年、「アートラボはしも

アーティストが都内の画廊などに作品

を売り込むというよりも、むしろ画廊など

が制作場に出向いて商談をしていくよ

うなシムテムができないかとも考えてい

た。こうして実現したのが2003（平成

15）年７月、26日間にわたって市民ギャ

ラリーで開催された「オープン・スタジオ

展」（当時の表記）である［34］。参加

スタジオは「stud io  ban」「STUDIO 

vo l t a」「stud i o  牛小屋」「ONS」（す

べて当時の表記）の4スタジオ。21名の

52作品が展示され、同時にギャラリー

トーク［35］やそれぞれのスタジオが公

開された。STUDIO voltaでは溶接教

室も行われ、子どもたちが果敢に溶接

作業に挑戦している［36］。

　その結果を参加アーティストはどう捉

えたのか。ONSの鈴木健二と村林基

はその後のインタビューでこう述べてい

る。「いいことやるなぁって（笑）。いくつ

かのスタジオがあってそれぞれ誰が所

属しているのかは知っていたし気にも

なっていました。しかし、その割には横

のつながりがなかった。やはり誰かが声

をかけてくれなければ。そのきっかけを

市民ギャラリーがつくってくれた。嬉し

かったですね。」「この展覧会のもうひと

つのテーマであった“地域との交流”も

非常に成果がありました。我々もスタジ

オ周辺の人たちと接触を持ちたいし、

地域の人も我々の存在が気にかかって

いたみたいですし。しかし、やはりきっ

かけがないと接触が図れない。展覧会

の開催と同時に行ったスタジオ見学、ま

さに“オープン・スタジオ”では多くの人

がここに見学に来てくれました。これは

非常に良かった。その後も自分たちで

聞く。ならば積極的に公開し、アーティ

ストだけでなく、地域住民も引き込んで

彼らの理解者になってもらおう。その方

が安心して制作活動に取り組めるだ

ろう。筆者はそう考えた。また、花坂は

「7Art ists」に参 加した吉田拓 也が

所属する「studio ban」であったと思

う。ここで吉田朗や久村卓など何人も

のアーティストと知り合うと同時に、雑

然としたスタジオの空間そのものに魅

力を感じた。「7Art ists」のような企画

で彼らも順次紹介したいが、そのような

展覧会が年に1回開催できるかどうか

の施設ではそう簡単にはいかない。ま

た、制作途中の作品を見るのもなかな

か面白い。さらに彼らからも「ほかのス

タジオがどうなっているのか見てみた

い」「アーティスト同士のコミュニティを

形成したい」など様々な意見が飛び出

してきた。おそらく花坂の発案だったと

思うが、ならばスタジオごと公開したら

どうかという企画が生まれた。まだオウ

ム事件の記憶も新しく、工場や作業所

の看板もない倉庫に何人もの若者が

集まっていることを怪しむ住民もいると

を呼ぶ――旅と風景展」(2002年)な

どである。同時に若手アーティストの育

成も考え、企画展をひとつ増やした。こ

れは美術館勤務の経験をもつ若手の

花 坂が担当した。「7Artists style/

l i fe」(以下7Artists)(2001年)[31］

や「モリワキット・エキスポ2001」などの

通称「夏の企画展」である。

　また、彼の発案により、自主参加の

学生がチームをつくり、２年がかりで展

覧会を開催する通称「学生企画展」も

始めた＊5。これはいわゆる学生のグ

ループ展とは異なり、企画者側の学生

がその企画に合わせて別の美大生に

出品を依頼するという、まさに学生企

画による学生作家の展覧会であった。

現在では同様のプログラムも少なくは

ないが、当時は先進的な取り組みであ

り、しばしばマスコミに取り上げられた。

さらに、ギャラリーの廊下の一角にミニ

展示コーナー｢アートスポット」を設け

た。ここでは隔月で美大生や若手アー

ティスト、さらには埋もれていた熟練の

画家などを紹介した。こうして美大生、

若手、熟練を対象とした全方位的な企

画で年間計画を構成し、単なる「市民

の発表の場」「優れた美術作品の鑑賞

の場」である市民ギャラリーを、それ以

上の魅力的な場に発展させたのである

（と自負している）。これを某文化情報

誌の記者は「日本一活動する市民ギャ

ラリー」と評した＊6。

　さて、「7 Art ists｣や｢アートスポット」

で若いアーティストを取り上げた時、筆

者は初めて彼らの制作場（スタジオ）

を訪ねることとなる［32］［33］。確か

せた。相模原にどのような画家や彫刻

家がいて、どのような活動をしていたの

か。それが市の文化形成にどのような

影響を与えたのか。これを記録に残す

ことが重要と考えた。「相模原を愛した

日本画家――吉川啓示展」(2004年)

や「上條陽子展――厚紙平面大劇場」

(2006年)、「片野湘雲とその一門展」

(2008年)などがそれである。

　一方、収蔵美術品展はもともと収蔵

作品数が少なかったことから、その見せ

方・楽しみ方など演出にこだわった。「涼

第 6 の ムーブメント
ー現 在 進 行 形のSUPER OPEN 
STUDIOー

これまでの各ムーブメントは、直 接、

SUPER OPEN STUDIOにつながるも

のではない。しかし、これらのなかで培

われたことが重層的かつ複雑に絡み合

い、結果的に当該プロジェクトが生まれ

ることになる。相模原市には市立美術

館がないが、その代わりに1997（平成

９）年11月、「相模原市民ギャラリー」

が開館する。諸事情により、急遽、配属

されたのがそれまで文化財保護を担当

していた筆者であった。2000（平成

12）年のことである。しかし、美術につ

いては門外漢であるため、同時に美術

専門員（いわゆる非常勤学芸員）として

花坂陽朗＊４が採用された。自画自賛に

なるが、この二人のタッグチームが功を

奏することとなる。

　市民ギャラリーはその名の通り、市民

が作品を展示する貸館業務が主であ

るが、それ以外にも自主プログラムとし

て「自主企画展」と「収蔵美術品展」を

もっていた。簡単に言えば自主企画展

とはどこかの美術館から作品を拝借し

て展示する展覧会、収蔵美術品展は

文字通り市の収蔵美術品を公開する

展覧会である。二人はまずはこれらの

改革に取り組んだ。自主企画展は主に

筆者が担当し、地域の画家や彫刻家を

丹念に紹介する展覧会とした。もともと

市の歴史などを調べることを専門として

いたので、これを画家の人物像や画業

の調査に置き換え、展覧会へと結実さ
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[34]「オープン・スタジオ展」 フライヤー

[35]「オープン・スタジオ展」(2003年)｡筆者撮影

[33]スタジオ調査(stud io  牛小屋) (2002年)｡筆者撮影

[32]スタジオ調査(stud io  ban ) ( 2001年)｡筆者撮影

[31]「7Art ists  sty le/ l i fe」 ( 2001年)｡筆者撮影

[36]STUDIO vo l taでの溶接教室(2003年)｡筆者撮影

[37]S.O.S .の参加者(2013年)､相模原市職員撮影
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形がない（残らない）、映し合いによっ

て起きる直観が働く無の場である。こ

のことが自覚されずになされる対話、

会話は、二者択一的な思考の域から

なかなか出ることができない。わたした

ちはこの自覚を、社会的な利害関係の

世界に慣れ過ぎているせいか、日常に

おいて忘れてしまう。

　一人自宅で制作を続けていくにせ

よ、複数の人たちで集まり共同スタジ

オで制作するにせよ、このような対話

がなされなければ直観力はどこかに忘

れ去られ、ひいては表現や制作におけ

る直観力も鈍ってしまう。

フカには小説を読み聞かせる妹がい

て、また夏目漱石には木曜会があった

ように。

　和辻哲郎は「森田、鈴木、小宮など

古顔の連中は、ともすれば先生は頭が

古いとか、時勢おくれだとか言って食っ

てかかったが、漱石は別に勢い込んで

反
はんばく

駁するでもなく、言いたいままに言

わせておくという態度であった」＊3と

振り返る。森田草平は「先生の作
さく

を読

んで、先生の前へ出ると、たいていの

人が皆
みな

悪く言った。悪く言わなければ

すまないような気がして悪く言うので

ある」と言い、一方で「先生のほうでも

若い者の気に食わんところはぴしぴし

やっつけられた。ぴしぴし頭からやられ

ながら、やはり先生と話をしている時が

いちばんのんびりした。のんびりして思

うことが十分に言えるのである」＊4と

語る。

　この「のんびり」が直観の働く場であ

り、心打たれるのである。

　卒業生のなかには、卒業後自宅で

一人制作を続ける者もいるが、スタジ

オを共同で借りて制作の場とする者も

いる。そのどちらが良いかは、その者の

性格や資質にもよるが、どのような制

作場所を選択するにせよ、対話する他

者が存在しないことはとても危険な気

がする。

　ここで今一度対話について確認す

る必要がある。対話と言っても、ただ人

とコミュニケーションを取ることを目的と

する会話とは異なる。会話は基本的に

形あるものをお互いに共有することを

前提としているが、わたしが重要視す

る対話とは、形があるのにも関わらず

することであるなら、対話もまた無視す

ることはできない経験である。

　わたしは、常にこの対話の重要性を

意識し続けている。それは、学内にお

いては学生に留まることなく、少数では

あるが同僚の教員との対話があり、学

外においては「ゲルオルタナ」という３

人のアーティストグループ（栗原一成、

小林丈人、田中良太）によって企画さ

れる「ゲルの日」のなかでの対話であ

る。ゲルの日というのは、毎月第一土曜

日にわたしが八王子に構えているスタ

ジオを開放して行われるイベントの日

で、ゲルオルタナのメンバーと来訪者

とで持ち寄った作品を見せ合い、また

ワークショップなどを行っている（現在

コロナ禍により当面のあいだ中止にし

ている）。

　では、卒業していく学生たちにとって

の対話とはどのようになされていくの

だろうか。在学中であれば、他者を形

式化しない、そして自身の表現につな

がる直観力が働く対話を自覚的に行う

ことができるであろう。しかし、卒業し

て社会の制度のなかに入り込むと、す

べてが意味化された利害関係によっ

てつくられた世界が生活を侵食してい

く。そのような場所では、当然ながら直

観力が鈍るばかりかその存在さえ忘れ

てしまう。もちろん、社会から離れ、自然

（他者）のなかに身を投げていくこと

で直観力を蘇らせることもできるかもし

れない。だが、人の世で生きている限

り、自然がすべてを解決してくれるわけ

ではない気がする。やはり、人との対話

が必要となる。例えば、ゴッホには弟テ

オやゴーギャン、ピカソにはブラック、カ

　眺める。絶え間ない映し合い、それ

はどこまでいっても結論めいたものは

現前化しない。そして、他者を形式化

することを困難とする。

　対話することが映し合いであり、与え

ること、与えないこと、またそのどちらも

ひとつとして同じであること、他者を形

式化することに抵抗し続け、すべてを

受け入れながら白紙（無限）であり続

けること。

　では、そのような意味をもった言葉

を交わしつつ同時に空虚とも言えるこ

の場において、対話者の身体には実際

のところ何が起きるのであろうか。それ

は、どのようにも形式化できず、またそ

の訪れも予測できない、自己の切実さ、

切迫、震えによって起きる直観＊1、運

動性である。

　この出来事こそが、制作、表現する

者にとってもっとも忘れてはならないこ

となのである。

　そしてこの出来事は、わたしたちに

とって日常的にものを見る行為のなか

でも起きている。それは無常観によって

生まれる「もののあはれ」のものと自己

の映し合い、花を見た時に花が自己に

なっていることや、西田幾多郎が純粋

経験について述べている「真の直覚と

は未だ判断のない以前である。風がざ

わざわいえばざわざわが直覚の事実

である。風がということもない。事実に

は主語も客語もない」＊2といった形式

化のされない、見ることの直観的運動

性など、ここで語られている対話と同じ

ようなことが日常にも起きている。

　表現者にとっての制作、表現が、日

常生活の奥深くにある出来事を経験

け取ること、受け取らないこと、それぞ

れ異なることが同時に同じとなる場、つ

まり表裏一体的に互いを生かしつつ、

またどちらにも依拠しない無の場を試

行していくことである。

　それを実践するには、自己と他者と

の映し合い、自己に他者が映され、他

者に自己が映ること。そして、自己のな

かに自己を映すことで主客が無くなっ

ていく場所にならなければならない。

らず学生は何かを与えてもらえると期

待をもってわたしと向き合う。しかし、わ

たしは学生に何かを与えようとそもそも

考えていない。もちろん学生もわたしに

何かを与えることなど考えていない。

　仮にその逆の行い、対話する相手に

何かを与えることが目的化されている

状況では、二者択一的な行いによって

何かが形式化され、あたかも目の前に

ひとつの真実があるかのように思わせ

ることになってしまう。わたしが求める

対話とは、そういった類いのものではな

い。何かを与えることに終始した対話

は、他者を形式化し有限化させてしま

う。わたしは、他者を無限化させ、同時

にわたし自身も無限化することを求め

ているのである。

　与えないことが与えることになる場、ま

た与えることが与えないことになる場。　

　しかし、それがどのようものであれ、

与えるものが何もないのなら、お互い

に何かを受け取ることもないことになっ

てしまう。

　そうではなく、与える、受け取る、故

に与えない、受け取れないといった二

者択一な思考を切り替え、二者択一で

は説明できない、形式化されない第三

の場を創造しなければならない。

　それは与えること、与えないこと、受

たしは、2009年から現

在まで多 摩 美 術 大 学の

専任教員として多くの学

生と接してきた（卒業生にはSUPER  

OPEN  STUD IOで活動しているアー

ティストが大勢いる）。そしてわたし自

身、美術大学といった表現が繰り広げ

られる場所でいったい何を大事にして

きたのか、それは一言でいうと対話で

ある。もちろんそれが学生やわたしに

とって充分に満足できるところに至っ

ているかといえば、そう言い切ることは

なかなかできない。しかしそれが不満

足なものだったとしても、制作行為自

体に対話そのものの性質が内在化さ

れているとするなら、どんな状況にお

いても対話は必要不可欠な出来事と

してわたしの前に立ち現れてくるので

ある。

　前もって言っておくが、ここでいう

対話とは、わたしが学生に何かを与え

ることではなく、表現上の問題を白黒

はっきりさせることでもない。またその

場では、相手を安易に批判し、対話の

内容を形式化することを嫌う（批判は

あってもよい、しかし形式化されるのは

つまらない）。

　実際に対話するにあたって、そこに

学生の作品が介在する、しないに関わ
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画家。1967年生まれ｡1995年多摩美術大学大学院美術研究科修

了、2011年「ゲルオルタナ」設立、現在多摩美術大学教授。2017年

より八王子市に住居兼スタジオ&ゲルオタナ活動拠点として「STUD
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京画廊+BTAP、2011年）、その他個展グループ展多数。

宮崎行望｢私の50年の思い出｣『さがみ美術協会創立50周年記念誌』さがみ美術協会、1995年、9頁。
吉川啓示「相模自由画会当時の思い出」同上、8頁。
吉川啓示｢ハマ展回顧｣『ハマ展機関誌』1964（昭和39）年。『横浜美術風土記』横浜美術風土記編集委員会
編、横浜市教育委員会、1982年、69頁より引用。
現在は大手百貨店美術部に勤務。
夏の企画展は「SAGAMIHARART（造語）」を冠し、学生企画展は正式名を「exhib i t ion program」とした。
一般財団法人「地域創造」による『地域創造レター』（2005年12月号）取材時の記者の言葉。
｢オープン・スタジオを振りかえって（スタジオONS・インタビュー）｣『開館1０周年記念誌 相模原市民ギャラリーの
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2011 年 か ら 2015 年､ ゲ ル オ ル タ ナ は 東 京 都 墨 田 区 に
オルタナティブスペースを構えていた｡ 写真は 2013 年
頃のもの｡ 当時のゲルオルタナのスペース前で撮影した
ゲルオルタナのメンバー 3 人 ( 左から田中良太､ 栗原一
成､ 小林丈人 )

　ただし共同スタジオに関して言え

ば、あえて対話が行われる場をつくら

なくても、制作する場所がそのまま対

話する場所に切り替わる可能性があ

る。また制作そのものが直観力を伴うこ

とから、自然発生的に対話を求める意

識が働くこともあるだろう。

　木曜会も夏目漱石が小説を書く場

所であり、同時に若い者たちの対話

の場所にもなっていた。そして現代で

も読み継がれる優れた文学作品が生

まれていった。時代は違えど共同スタ

ジオもそのような存在になることを切

に願うのである。直観が働く場として。 
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