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「共棲空間」　S y m b i o t i c  S p a c e

主催｜かがわ・山なみ芸術祭 2016 実行委員会　特定非営利活動法人かがわ・ものづくり学校
共済｜まんのう町　国営讃岐まんのう公園
協力｜琴参バス株式会社　中通地区連合自治会　琴南公民館

日仏交流協会 Incla によって推薦されたアーティスト。パブリックアートを旨として制作を続け欧州だけでなくインド、アフリカでも滞在制作を行っ
ている。今回の芸術祭参加が初来日となる。約１カ月の滞在期間中、西内花月堂の壁画、営業車のボディー、レジデンス場所近くのうどん店壁面、サ
テライト会場であった琴電瓦町駅志度線コンコースに作品を展示した。

アルティスト・ウヴリエ ARTISTE Ouvrier｜フランス

064 063西内花月堂　コトデン瓦町駅国営讃岐まんのう公園



3 本の直線でできる三角形は、円に次いで最もシンプルな形。それは、島であり、舟であり。木で
あり、山であり、鳥でありそして人。面と面の呼応。お互いの関係の中で、共棲・調和の空間を創
る。その虚と実は、鑑と化した水面を境に、天と地に向かい、穏やかだが緊張感のある磁場をつ
くる。天・地・水の融合の、空間と光と時間。

杉本公和 SUGIMOTO Kimikazu｜香川県

「天地融合（三角形）」 香川県をはじめ各地から訪れる人々と、瀬戸内海に浮かぶ島々と共棲し、循環、巡拝する。

田中歩 TANAKA Ayumi｜島根県

「pause」

064 065国営讃岐まんのう公園国営讃岐まんのう公園



もし、コビトが まんのう公園に棲んでいるとしたら どん
なコビトがいるだろう？
なんて事を考えて陶製のコビトを制作するアートワーク
ショップを開催した。
ワークショップに参加した皆さんが制作したコビトたち
は展示期間中に公園のいろんなところに出没する。
「まんのう公園のコビト達」は コビトを媒介として人と地
域とアートが関わる形を作っていくなのです。

中島洋和 NAKASHIMA Hirokazu｜長崎県

「まんのう公園のコビトたち」

藤江竜太郎 FUJIE Ryutaro  | 広島県 「悪しき天狗に力を奪われた龍を空海が助け、その恩のため
に、龍が空海のしもべとなって池と人々を守っている」
満濃池にまつわる伝説より、龍のその姿を鯉のぼりのイメー
ジを借りて見立てているが、さらに池を泳ぐ鯉を鯉のぼりに
見立てることで、現在と伝説を双方からの見立てによりつな
ぐことを意図している。

「水の記憶̶鯉のぼりの棲む園」

066 067国営讃岐まんのう公園国営讃岐まんのう公園



まんのう公園内にかつて存在した集落と蛭池神社に寄せる
まんのう公園内の龍頭の丘について満濃町誌を当たったとこ
ろ、軍用地（富国強兵）から耕作地（戦後食料増産）、三菱化成
（高度経済成長期）そして国営公園という近代日本史の縮図の
ような土地利用に面白みを感じました。蛭池神社跡地の石積の
台座に半世紀ぶりに（奉納というとおこがましいのですが）懸税
または米俵をお供えして朱色の糸で鳥居の見立てを繕います。
そのことで、開墾の折に大きく恩恵をもたらした蛭池とまたそ
れを祀っていた蛭池神社、戦後の入植者の霜を踏み星をいただ
く苦しい開墾生活の中で営々と営まれた生活に想いを馳せた
いのです。また綾子踊りをベースにした音源を MTR で組み直し
て演奏して、ここに町誌にも載らない失われた歴史があったこ
とを何かしらやんわり感じてもらえればと思っています。

季節をたべる食卓 numar 
kisetu-o-taberu-shokutaku-numa｜香川県 

「蛭池を繕う」

オスカー・ロベラス Oscar LLOVERAS  |  フランス

この作品では、自然の要素、風 , 光によって有形化される « 運

命の力 » を想起しています。軽量で、浮かんでいるような構造

に、動きを見出そうとしており、内側でダンスをしている夢のよ

うな、物体の視覚的な対話を表現しています。

「la force du destin ( 運命の力 )」

070 071国営讃岐まんのう公園国営讃岐まんのう公園



紙の可塑性と光の透過性を活かせるトレー
シングペーパーを支持体としている。多角形
の連なりによって画面を構成することで、受
動性が増すと考えている。多角形の連なり
は、すべてのものがつながり連鎖しているこ
と表している。ガッシュの線描による多角形
の集積によって紙の一部が膨らみ、支持体
そのものが変化してあらたな造形が生まれ
る。今回の旧琴南中学校展示では屋外へも
向けたとなる。

高草木裕子 TAKAKUSAKI Hiroko｜埼玉県

「通路・窓 __琴南」

高澤日美子 TAKASAWA Himiko  | 埼玉県

人間は自然（nature＝本質）のものであり、生から死そしてま
た生への循環は連綿と途絶えることなく続くという認識を根
底に据え、インスタレーションという手法により、ある特定の
意味を持つ現場への介入行為が、その空間の持つ性質や痕
跡にどういう意味を加え変容を起こすのかを確かめることを
目的とする。

「山なみの移ろいにゆらゆらと」

076 077旧琴南中学校３F旧琴南中学校 階段



ここ２年ほど、家に伝わる祖先のアルバム写真を素材にし
て、自分の存立に要した人と時間の重層的な関わりに注目し
て制作してきた。今回は、会場となる琴南中が今年閉校に
至ったこと、少子化が日本全体の問題であること、私自身に
子供がいないこと、これらの事象を時代の大きな流れの中
の一部としてとらえ、祖先と自分のみに向けていた視線を、
過去の帰結である現代の問題にも向けなおし、「子供」を
キーワードに制作する。

荻野哲哉　OGINO Tetsuya｜埼玉県

「未象の庭　2016」

佐藤　淳 SATO Jun  | 東京都

私がしたいのは絵を描くことです。ですから下地は新聞紙でじゅうぶんで
す。またその絵をどう見せるかも、私の関心を超えています。そこで今回
は、見に来てくれた人たちに展示を委ねようと思います。大量の四国新聞
を伊豆大島に取り寄せ、その上に巨大な絵を描きます。それらは新聞紙と
して四国に戻り、そこでまた違った絵となって再生します。

「08 ぽ～ 09 ぽ」

078 079旧琴南中学校 ２F 旧琴南中学校英知の庭・中通り集落・琴参バス



ここ２年ほど、家に伝わる祖先のアルバム写真を素材にし
て、自分の存立に要した人と時間の重層的な関わりに注目し
て制作してきた。今回は、会場となる琴南中が今年閉校に
至ったこと、少子化が日本全体の問題であること、私自身に
子供がいないこと、これらの事象を時代の大きな流れの中
の一部としてとらえ、祖先と自分のみに向けていた視線を、
過去の帰結である現代の問題にも向けなおし、「子供」を
キーワードに制作する。

荻野哲哉　OGINO Tetsuya｜埼玉県

「未象の庭　2016」

佐藤　淳 SATO Jun  | 東京都

私がしたいのは絵を描くことです。ですから下地は新聞紙でじゅうぶんで
す。またその絵をどう見せるかも、私の関心を超えています。そこで今回
は、見に来てくれた人たちに展示を委ねようと思います。大量の四国新聞
を伊豆大島に取り寄せ、その上に巨大な絵を描きます。それらは新聞紙と
して四国に戻り、そこでまた違った絵となって再生します。

「08 ぽ～ 09 ぽ」

078 079旧琴南中学校 ２F 旧琴南中学校英知の庭・中通り集落・琴参バス



この地方の稲作には 5 0 ～ 6 0 年前まで牛を使っていたとい

う。古い農家には、住居とひと連なりに牛舎があり、牛は人と共

に生活していた。その農家の良き働き手であった牛は、聞けば山

向こうの徳島から借りてきたという。春先にやって来た牛達は

秋の収穫を終えると、その労働に見合った米を積んで帰るとい

うのだ。私の作る、疲れきって、やせ細って、報酬の米俵を背負

うこともなく還る牛達は、見えないところで我々の豊かさを支え

てくれる「誰か」と重なる。

高橋理加 TAKAHASHI Rika｜埼玉県 

「牛送り」

南優 MINAMI Yu  |  香川県

人とそれを取り巻く環境を身近な素材で確認

するような展示を試みました。

「千客万来」

080 081中通集落中通集落



見た事あるようで見た事ない物にも強烈なノスタル
ジーを感じる。それは何故かというと、こういう物は懐
かしいとかいう共通認識があって、そういう所に当て
はめて考えたり感じたりしているんだろう。実際想像し
ている事は全く違う事かもしれないけど、みんな同じ
様に思うはずだという認識でみんな生きている。

千葉尚実 numar 　CHIBA Naomi｜香川県 

「（妄想）忍者キャプター」

工藤政秀 KUDO Masahide  |  神奈川県

畳の部屋の居間を使う（庭に面したガラス戸の

手前の部屋と台所）。　生活の痕跡や記憶が残

されておりそれを生かした制作と展示。遺され

た生活用具を土で塗り（覆う）、できるだけ置か

れていた状態で展示した。

「森に棲む」　或いは　「記憶の森」

082 083中通集落中通集落



私は日常のできごとを絵日記にして記録しています。このは絵日記の中に
あった大道芸の皿回しを発展させたものです。刈取りの終えた田んぼに
無数の竿が立ち並び、その上で皿たちが波を作って揺らめいています。

井本英樹 IMOTO Hideki｜香川県 

「YURAYURA」

河野　博 Kouno Hiromu   |  香川県

アートのターゲットって何だろう。あまりそんな事公言しない
方が、、だけど少しだけ。
アートを存在させるものは、アートの視野に有るものではな
く、アートを存在させるもの、それは人間の生産活動、食べ物
を作り、車を作り、作って作って、そんな作ると言う行為が人
類の豊かさをむしろ、まあ黙って作らない事を作りましょう。

「２０１６プリント」

084 085中通集落中通集落



電線は人間の住むところ、居る場所には欠かせない設備のアイ

テムです。立体形になった電線が、みかど温泉の建物に共棲して

いるように出現します。現代の座敷ワラシにならないかな？と考

えました。

かとうかずみ KATO Kazumi｜東京都

「ゆ わらし

まんのう町教育委員会芸術家派遣事業

芸術祭参加作家によるワークショップ

南優

｜「1/２」

まんのう中学校 2年生

千葉尚実

｜「校長先生お悩み解決」

長角小学校 5年生

井本英樹｜

「おもっしょいかお」

仲南こども園

倉石文雄｜

「私の町あなたの町みんなの町」

琴南小学校

086 087琴南中学校１F3F エピアみかど


