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コスモ夢舞台、見果てぬ夢
EU。 ジャパンフェスト日本委員会

事務局長 古木修治

佐藤賢太郎さんから「第2回奥阿賀国際アートフェス

タJの冊子へ原稿を書いてほしいと依頼を受けた。日本

人の価値を変える、過疎化を変えるという意気込みで作

りたいとのこと。他ならぬ賢太郎さんからの依頼、もちろ

ん二つ返事で引き受けた。

彼から連絡があつたその頃、中国に端を発したコロナ

ウイルスによる感染が世界へ広がり始めていた。その

後、事態は悪化の 途́をたどり、この原稿を書いている

今日すなわち2020年 3月 31日現在では、感染者は世界全体で75万人、死者は3

万6千人に上っている。各国の惨状に比べると日本は比較的に平静を保っていた

が、この10日間で一気に感染者が増え、感染爆発の危機も迫りつつある。問題は

感染規模ではない。ウイルスの実態や感染経路などが解明できずにいることや、ワ

クチン等の開発が間に合っていないことだ。そして、感染以上に広まつているのは、

不透明さに対する不安、そして死への恐怖である。人間が永遠の命を手にするEl

能性があるのならともかく、死は私たちが生まれた時にすでに決定されている。そ

れなのに、私たちはその恐怖におののくのだ。

想定外の事態に私たちの多くは混乱の中にいるが、歴史をほんの少し振り返っ

ただけでも、昔から私たちの生活は平和と安定の中にあった訳ではないことが分

かる。これからも戦争や大災害、パンデミック等、私たちは様々な事柄に繰り返し

脅かされるであろう。

そんな中、哲学者ハイデッガーの町 を意識するから、人生はかがやぐのだJと い

う言葉とともに、賢太郎さんの生き様が頭に浮かんだ。毎年120日 以上をかけて、

ヨーロッパや世界の国々を駆け巡る私は様々な人に出会うが、その中でも彼は特

別な存在だ。普通の人には壁にしか見えない場所へ、頑丈なドアをこじ開けるパ

ワーを持って飛び出してゆく。ある人は、変人というかもしれないが、彼は何もかも

を超越した人間だと私は思っている。私が奥会津書房の遠藤由美子さんの紹介

で彼に出会ったのは、もう15年前のことだ。石彫作家という枠では収まらないほど

の広く大きな人間だということが、第一印象だった。彼の芸術活動であるコスモ夢

舞台は、福島県との県境に近い新潟県阿賀町豊実にある。1996年に郷里に拠点

を移し、全国から集まる有志とともに現代のツ

`源

郷「コスモ夢舞台Jに力を注いで

きた。人口200人足らずの集落。過疎化が進み、限界集落という表現が当てはまり

そうにも思えるが現実は違う。彼は謙虚を装って、豊実を辺詈:な ところと表現する

が私はその言葉を額面通りに信じることはできない。何故なら、彼の活動はとても

グローバルであるからだ。

15年前、ギリシャの石彫プログラムに招かれ、1か月の滞在制作を行ったことが

契機となり、彼の活動は世界と接点を持つようになった。その後、彼はギリシャだけ

でなくフランスやモロッコなど様々な国を訪ね歩き、グローバルな芸術交流の輪を

広げてきた。そして、今や豊実には日本国内にとどまら哄 世界各国からの訪問者

が絶えない。豊実は丸い地球の中心地にあるともいえるのだ。

前述した遠藤由美子さんが続けてきた出版活動の底流には本当のものが児

えにぐぐなった今、r・7を私たち′まなすべきだろう力句という問いかけが貫かれている。

それは賢太郎さんの取組みにも通じるものがある。彼は芸術活動の傍ら、豊実にも

縁の深い縄文文化に目を向けたシンポジウムにも取り組んできた。人間を超越し

た存在として、自然を畏敬するとともに自然との共存、決して争わない社会観など

は縄文文化の根底にある考え方だ。現代の日本のみなら哄 世界全体が忘れかけ

ようとしている大切な価値観に焦点をあてる彼の試みは、今年開かれようとしてい

る「第2回奥阿賀国際アートフェスタ」の基本理念に受け継がれている。

日本ではこの75年間戦争のない平和な時代が続いた。一方、私達はいつしか

安全、安定、安心が当たり前のように考えるようになっていった。そして、気づかぬ

間に物資的な豊かさばかりを求め、精神的な喜びを疎んじ、置き去りにしてきたの

ではないのか。

「少ししか持たない者が貧しいのではなぐ、多くを望む嗜チカ雑しいのである。」と説

いたのは、古代ローマの哲人セネカだが、この言葉は、まさに現代社会の根源的な

課題を突き付けているように思えてならない。コロナウイルスの脅威がL界を覆っ

ている中、芸術には多くの役割が与えられていると考える。人間一人一人が芸術を

通して生きることを見つめ、考え、語り合うことは、今こそ大切に思えてならない。

賢太郎さんの芸術活動によって、多くの人々に連帯と絆が生まれ、そこで生まれ

た感動が新たな価値や幸福を生み出してゆくと私は確信している。

日透き通った夢の舞台 奥会津書房 遠藤由美子

のどかな田園を従えた山裾のあぜ道を辿ると、忽

然と異空間への入り口が現れる。荒廃していた山林

を拓くために木を伐り、道を作り、整備された里山の

一角が、アートフェスタの舞台である。明るく開かれ

た林の道を歩く足音が、壮大なアート空間へと誘う

序曲を奏でている。

柔らかな春の本漏れ目が、太い樫の本に掛けられ

た古時計に注がれていた。H時 2分。長崎に原爆が投下された時間である。

もう一つの古時計は、14時 46分。東日本大震災発生時刻だ。その苛烈な記

憶は、透明な空気に浄化されたいと願っているかのように重く、しかし、静か

だった。

耳柔を打つのは鳥の声と水音。山から染み出した水を集めて瀬を作り、二

つの池に誘導している。両手を広げたほどの小さな二つの池は、かつて棚田

だったという。山の斜面のたった二枚の小さな田に、かつて、命をつなく
｀
ため

の米を作つていた。先人の苦労が刻まれた日の跡を、賢太郎氏は再び耕して

水を引き、古い記憶をいたわるように小さな島も作った。

水と古い田んばは、今回のテーマでもある。自然の摂理に敬虔に添うこと

で出会える真の豊かさが、ここには無尽蔵にちりばめられているようだ。秘め

られたものとの遊逓が約束された舞台に、命を吹き込むのはこれからだ。

『第2回奥阿賀国際アートフェスタ』は、人々の営みの歴史を見つめてきた

自然の深し
'陵

の中で開かれる。アートフェスタヘのチャレンジは、土木作業と

森林整備という容赦のない労働が要求されるものだった。なぜ、これほど困

難な舞台づくりが必要だったのか。

阿賀町豊実は、新潟県内で最も人口減少の激しい過疎地である。そうした

町は例外なく高齢化が進み、集落に残る若者も年々減少している。賢太郎氏

は帰省してH年、ふるさとを心から愛おしみ、自然と人の和の豊かさを誇り

高く掲げて、内外のつながりを強靭なものにしてきた。今回の舞台のみなら

哄 豊実の地区には、彼と仲間たち、地域の人々が力を結集した数々のアート

スペースが点在している。いくつものギャラリー、東屋、浴室を供えた宿泊家

屋、修復途中の宿泊施設等々。これらはすべて廃材を利用した手作りの、土

木と建築作業で生まれたものだ。通算20年かけた困難な作業は、未来のた

めの夢の実現という笑顔の底力がけん引してきた。

今回もまた、重労働を強いられる舞台づくりであったはずだが、それはとり

もなおさ哄 自然に対する敬意と、ふるさとへの感謝の表現なのではなかった

か。その重労働を支えてきたのは、自然と共に生きる意味と感謝とをアート活

動を通して伝えたいと切望する、賢太郎氏とコスモ夢舞台会員の面々、地域

の人々の無私の願いなのだと気づかされる。

この山の舞台には、透明で美しい「気」が満ちている。地を這って土を信じ、

適切な距離を保って自然に寄り添う姿勢から生まれた心の住処。ここではだ

れもが真に自由だ。深Vy陵に心を委ねるそれぞれの表現を、誠実に受け止め

てくれる透き通った場だ。

スコップを杖代わりに「楽しいねえ!」 と何度も繰り返す賢太郎氏の邪気の

ない笑顔は、壊れた膝を引きずってようやく歩いているのだということさえ忘

れているらしい。ここに集い、自由に表現する仲間たちの姿が、すでに見えて

いるかのようだ。

ふるさとに揺るぎない軸足を置いた彼の情熱は、彼を支える多くの人の汗

を得て、大自然の大らかな夢の舞台を作りLげた。

ここに来れば、アートフェスタの真の意味が伝わってくるはずだ。

枯野が緑に覆われる開催の日まで、夢の舞台は日々変貌し続けることだ

ろう。



I Art Festival Sandra Trailovic 1里山はメッセージである 株式会社 博進堂

I was al、 vays kind of artistically gifted,but rarely had motivation

and drive to actually sit dowvn and create something.

But M7hen l painted lny pieces in the art studio,I felt my mind

wander,letting go of all the struggles,M/orries and problems of

this 17vorld and inding lny passion again.

I found myself f11ling a boring blank board、 vith magnincent

colours And creating something l never thought l could.

So I'l13 very happy and grateful for this opportunity l got through

Sato― san.

And l couldn!t be more honored than to have my paintings exhib―

ited in his forest for the 2nd Art Festival.

The exhibition spot、 7as once an old rice neld surrounded by

stunning fauna and a beautiill river.

Today it serves as a tool to connect people with nature through art.

Listening to the sound ofthe river and the chirping of the birds

while e可oying various artpieces is a wonderful way to get back to

our roots

l hope the visitors can feel lny connection to the nature and that

it brings them as much joy as it brought me while painting them.

The moment live arrived here in Toyonli,Iive been welcomed

、ハth open arms.Traveling alone through a foreign country,there

is nothing more reassuring.

They are kind people and l ellJoy thc countlyside life with Kenta―

ro― san and NIakiko― san very much.The atinosphere is lightheart

ed and positive.

This place is illed v√ ith beautifLll nature spots.

One ofthem is secret cabin hidden behind a wooden M7all,that

makes you think youire entering another mystic wvorld.It was

built by Sato― san himself.

Itis one of the lnost idyllic places IIve been to,11lled M/ith peace

and freedom.

And I'In honestly considering to live one day in a cabin like that

(inCluding the fancy screen of boards).

Another nature spot l like is the part of forest that belongs tO

Sato― san,M7here heis planning to arrange the 2nd Art Festival and

l canit、7ait to see the pictures.

In the early days the forest spot v√ as an old rice neld surrOunded

by a bear cave and M7ild nature.

I think that Sato― san wants to make people feel the connection

with the nature again,like it once was the case.And l believe

that is very impOrtant.

llVhile l was v√ orking in the forest,、 /eeding the grass and lnaking

it ready for the festival,I felt lny rnind wander.No、 へ7orrieS,no

anxious overthinking anymore,only the peaceful chirping of the

birds*and the sound ofthe M7eeding inachine).

Iim a big animal and nature lover,、 vhich is M/hy in my opinion

humans should treasure and respect forests and irs inhabitants.

And as long as thatis the case,I have no doubt,that the Festival

■vill be a success.

第2回奥阿賀国際アートフェスタ(会期 2020年 5月 18日 ～ 6月 28日 、

会場 阿賀町豊実、主催 コスモ夢舞台)を見学するために新潟県阿賀町

の豊実へと向かった。朝5時に起き、車で磐越道にのると三川を過ぎるころか

ら雪となる。山肌も樹木も雪に覆われ、今冬の小雪が嘘のような一面雪景色

であった。タイヤを換えたことを悔やんだが今更である。お陰様で道路に雪は

なく無事到着する。着くや否や、美味しいコーヒーをご馳走になる。私の到着

を待っていたかのように、早速里山の中腹を開拓してつくった会場へと雪で

ぬかるんだ道なき道 (歩きやすいように板が一部申し訳なさそうに敷かれて

いる)を進むこと数分、展示会場が現れる。看板らしきものはこれからと聞い

ているが、なければ行くことは不可能な場所。まさに、不便を楽しむ会場である。

現代アートがいくつか点在し、中には水を張って作ったばかりの田んばもあ

る。ここは20年前田んぼがあったところだそうだが、今は里山に埋もれていた

場所である。一つ ^つの作品をよく観ることは適わなかったが、それでも場か

ら感ずるエネルギーは肌で体感できる。マーシヤル・マクルーハンはその著書

『メデイア論』(1987)で「メデイアはメッセージである」という言葉を残した。

「メデイアそれ自身もまたメッセージを持っている」ということらしい。新潟県と

福島県の県境にある辺境の地、限界集落、里山の藪の中に現代アートを展

示することで、里山ならではの日本文化、生活様式、歴史といったことを垣間

見ることが出来たようだ。「里山自身もまたメッセージである。J

日第2回奥阿賀国際アートフェスタと今 佐藤賢太郎

新型コロナウイルスが猛威を振るい、死者は増加し、経済的ダメージは計

り知げ 、東京オリンピックも延期となった。今や新型コロナウイルスは世界

の問題となっている。これは現代の私たちに何を暗示しているのだろうか。

私は思う。自然と共に生きよう。便利さばかり求めず経済活動第一主義を

止めよう。もっと物を大切にしよう。再生エネルギーを見直そう。田舎ではもっ

と薪を使おう。

豊実のアートフェスタの場所は、山林が明るく整備され、風が′心地よく吹き

渡り、鳥が囀る。新型コロナウイルスの棲家にはなり得ない別天地だ。

誰でも命は大切にしているが、どうしてそこが住みにくいところなのだろう

か。経済活動を優先するのか。命や人との和を優先するのか。価値の置き場

を真剣に再考しなければならない。

不便な小さな音の田んばを再現するのはなぜかと考える。昔の人は、水が

出るところ、少しでも土があるところに米を作った。命を繋く
゛
ための必然だっ

たからだ。

外国人はこの環境が美しいと言う。人間が自然に寄り添い、手をかけ、守り

続けてきた心のバイブレーションが今も響いているからではないだろうか。

アートは何のためにあるのだろうか。美の鑑賞だろうか。

それだけではない。フェステイバルの開催は、生き方を見直すことを促し、

地域の再生をも促すのだと考えている。
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