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Kamagasaki Expression and Society Research Seminar

Introduction A study group who studies the expression of Kamagasaki and world. Koji Maekawa, an artist, serves as the chairman. Maekawa is a monthly lecturer at the HitoHana Project (hereafter referred

interchangeably as HitoHana)*1 based in the Kamagasaki Neighborhood of Osaka’s Nishinari Ward. To this day, staff members have grappled on multiple occasions with the issue of how pieces created during monthly
workshops ought to be treated after the workshop-- whether they should be preserved or disposed of on the spot. Discussion of this matter with Cocoroom*2, a nonprofit organization that coordinates HitoHana’s
“Expression Program” and manages Kamagasaki Arts University*3 (KAMAGEI), resulted in the formation of this study group, which aims to further these ideas through the input of various individuals. Presented by
Maekawa and Hitoshi Tanaka, an aesthetician and regular participant of HitoHana’s workshops, are summaries from distinct angles that capture the contents of this study group’s first convening in July 2019.
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座長は前川紘士（美術家）。前川さんは、釜ヶ崎にある「ひと花プロジェクト」
（以下ひと花）※ 1 の毎月の講師です。
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これまでに、月に 1 回のワークショップで出来上がった作品を巡って、それらをどう位置づけるのか、
その場で破棄するのか保管するのか、という議論が施設スタッフとの間で幾度かなされてきました。

研究会

この件について、ひと花の「表現プログラム」をコーディネートする NPO 法人ココルーム ※ 2 とも話し合う中で、
ココルームが主催する「釜ヶ崎芸術大学」※ 3 の講座の中で研究会を行い、様々な人に開きながら
考えてみることにしました。2019 年 7 月に行われた第一回研究会の内容のまとめを前川さんに、

-

またひと花のワークショップに数度参加されたことのある美学者の田中均さんに、
この研究会について別の角度から書いていただいた文章を掲載します。

「

」 持

大阪は釜ヶ崎にある「ひと花センター」での美術
のワークショップに、 2013 年から月に 1 回関わり

関係

前川 紘士

( 美術家 )

しのタイミングなどによって、廃棄・散逸の危機に

共感の重要性を指摘するものでした。 20 代の若い

晒されている状況があります。

参加者からは、自分が生まれていない時代につい

Koji Maekawa

「絵」
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始めてはや 6 年経ちました。通いながら考えること

後半には一転して、ひと花の作品を整理・公開

て、絵を介することで一個人の視点として触れられ

になった沢山のことの中でも今回は、「絵」という

した事例 ※5 と、その後の展開につながった近年の 2

ることへの新鮮な驚きがあげられました。当日参加

「もの」を一つの手がかりに、釜芸の枠組みで行わ

つの実践 ※6 ※7 を例に、この研究会の核になる「作品

していた高校生たちからも、感想文を通して様々な

れた第一回の研究会の報告をしようと思います。

群＝資料群」というキーワードを紹介しました。１

意見が得られ、他者の作品について熱心に話す様々

市立芸術大学美術学部大学院彫刻専

2019 年前半の講座として開かれたこの研究会の

つの絵を、描かれた内容に集中して見てみる「作品

な背景を持った参加者の存在自体も印象的だった様

攻修了。異なる複数の関心について、

前半では、「ひと花センター」で行っている様々な

的」な見方と、描かれた作品の背景 ( 描いた人物や

子でした。

「表現プログラム」を、ワークショップ終了後に も

描かれた時代、場所 ) についての情報として捉える

また、作品を残すことの意味について改めて考え

のとしての作品 が残る「残りもの系」と、そうでは

「資料的」な見方の二重の見方で見ることが出来る

るきっかけになる意見も複数出されました。釜ヶ崎

ない「消えもの系」の大きく 2 つに分け ※4 、そこから

ことを改めて確認しました。その上で、社会の様々

の高齢者の街としての特徴、亡くなってゆく人がた

Illustration by
Masahiro Fujiwara (HitoHana Center)

198 0 年 大 阪 生 ま れ。 2007 年 京 都

様々な個別の機会との関わりや、個
人的に継続可能な時間や方法の中か
ら諸活動を展開する。近年の主な活
動 に、リ サ ー チ プ ロ ジ ェ ク ト
「 works(=)documents 大 井 川」

UNMANNED 無人駅の芸術祭｜大
井 川 抜 里 プ ラ ザ ／ 芸 術 祭 web サ イ

「残りもの系」ワークショップの一つである「美術の

な場所に保管されている絵の集まりを「作品群＝資

くさんいる街で、残される作品（ =「もの」）は、その

時間」の 6 年間のプログラム変遷の記録をスライド

料群」として捉え、それぞれに異なる「作品群 = 資料

人が確かにそこにいた事を実感させる、存在を記憶

ト、静 岡（ 2019 ）、個 展「 drawings
A, drawings B, 」Gallery PARC 、

形式でゆっくりと見ていきました。

群」同士を関連付けることで双方の作品群 = 資料群

する装置になりえます。釜ヶ崎に限りませんが、そ

京都（ 2018 ）、など。

これまでの美術の時間では、初期の「壁紙壁画制

に新たな視点を生み出す、という抽象化した関係の

もそもの性分や高齢になったことで、ものの整理が

作」から「近隣の風景のスケッチ」、街や人を取り巻

モデルを紹介しました。複数の作品群を関連づける

苦手な人たちがいます。釜ヶ崎は小さな仮住まいの

く状況が変わっていくことを受けて設定した「記憶

ことで、それまで単独では価値が無い ( あるいは低

ような部屋に住む人が多く、どちらかというともの

をテーマにした絵」といった様々な方法で「絵を描

い ) とされてきた「作品群 = 資料群」から改めて複数

が整理されにくい街です。こうした街では注意深く

く場」を持ってきました。各回の内容は異なります

の視点が見出され、社会の中の様々な表現とその周

残 す こ と を 試 み な い と、「作 品」と い う「も の」の 散

が、一貫して「絵をうまく描くことを目的にするの

辺にあるものに新しい役割を与える可能性を拓きま

逸は免れません。それは具体的なものや関係に乏し

では無く、ひとまず描いてみて、それらをみんな

す。こういった「複数の作品群 = 資料群の結びつけ」

くなりがちなこの町の参加者の存在や記憶に触れる

で見てみる」ということに重きを置きながら進めて

というモデルを示すことで、ひと花の作品群の様

手がかりの一つを失う事と直結しています。また、

きました。初参加者の多くは、「絵を描くのは学校

に、孤立し、ある価値基準の中に押し留められたま

生前の意志を指し示す遺言とは反対に、残す、とい

以来で、絵心が無く、、」と話されるのですが、現れ

までは「弱い」とされる作品群が、潜在的な価値を

う強い意志が本人には無かった絵が残されるかもし

た絵をご本人の自己評価をあえて外して 1 枚 1 枚見

持つことが想像できるのではないでしょうか。

れません。本人が自覚していること以上の何かが伝

てみると、描いた人それぞれの手つき、記憶や癖、

わるかもしれないし全く何も繋がらないかもしれな

迷いや居直りも含めた魅力的な絵がそこに見えて

い。そういった不確定なあり方が、この様な「絵」

きます。

という「もの」を残そうとすることには否応なくつ
いて回ることも改めて考えさせられました。

「絵」という「もの」がワークショップの時間や空
間を超えて、人の眼差しやそれを取り巻く思いを伝

さらに、市井の人々の表現を残すことの意味、

え る こ と が あ り ま す。前 畑 さ ん は 初 期 の ワ ー ク

古民家と建築の関係との類似、個人の情報が経済

ショップに何度も参加されていた絵を描くことが好

的に利用される可能性について等々、様々な視点

きな方だったのですが、数年前に体調を崩してご自

が飛び交いました。休憩時間や終了後の会話、感

分の部屋で亡くなられました。しばらくたったある

想文を通しても多くの積極的な意見が寄せられ、

日、ひと花センターで何気なく壁を眺めていると、

「絵というもの」が様々なつながりを持つことが、

講師がみるワークショップとは別に、一人のおじさ

人の意見や感情を喚起することを確認する場にも

んが自主的に取り組んでいるちぎり絵の新作が 1 枚

なりました。
第 1 回の研究会は無事終了しました。本研究会は、

飾られていました。その絵を見て妙な既視感を感じ
た直後に「はっ」と気づいたのが、そのちぎり絵の

現時点では予算的裏付けがあってあらかじめ長期的

モチーフが、「美術の時間」が始まって間もないあ

な計画が立てられているプロジェクトではなく、研

る回のワークショップで前畑さんが色鉛筆で描い
た、富士山とそのふもとを走る新幹線だったことで
した。ちぎり絵のおじさんが、数ヶ月前に亡くなれ
た前畑さんを偲んでモチーフを引用して制作されて
いたのです。そこに交わされた言葉はないのです
が、絵と絵の連鎖から、亡くなった前畑さんを悼む
気持ちや、前畑さんが描き出したイメージが、生活
の場の中で静かに伝わってきた一つの例として講座
の中で紹介しました。
スライドを見て作品自体や制作の様子から見え

2 つの富士山 ( 2013 年 11 月 / 2016 年春 )
ひと花センターの最初の頃、美術の時間のプログラムの

究会を進めながらの、人と人、人と絵、絵と絵の「出

※1 「ひ と 花 プ ロ ジ ェ ク ト」：西 成
区単身恒例生活保護受給者の社会的
繋 が り 作 り 事 業 の 愛 称。 2013 年 開
所。行政への登録を経て日中の活動
の拠点として利用する。様々な外部
講師を招いた「表現プログラム」が一
つの大きな特徴。
※2 「 NPO 法人ココルーム」：大阪
市 西 成 区 に 拠 点 を 置 く ア ー ト NPO
法人。正式名称は「こえとことばとこ
ころの部屋」。代表は詩人の上田假奈
代。2003 年 に 立 ち 上 げ、2008 年
に 西 成 区 に 移 転。 2016 年 よ り 現 在
の住所に移る。
※3 「釜 ヶ 崎 芸 術 大 学」：コ コ ル ー
ムが主催する芸術大学。「学びあいた
い人がいれば、そこが大学」として、
地域の各会場で様々な講座を開催。

2012 年開始。
：
※4 「残りもの系」と「消えもの系」
ひと花プロジェクトで行われる表現
プログラムの講師ミーティング（不定
期）の中で、各プログラムを大雑把に
分けるときに出てきた言葉。
※5 「ひ と 花 か ま が さ き 芸 術 資 料
庵」：2017 年に作品群 = 資料群への
関心を内外で広げるため講師発信で
企画した作品展。プログラム外で作
られる作品も含めてひと花センター
内に展示、期間中の通常プログラム
も外部に向け広報を行なった。資料
の居場所が確定していないことから、
資料館ではなくて資料「庵」と名付け
た。
※6 「大阪府江之子島文化芸術創造

中で参加者の前畑さんが描いた富士山の絵と、 2015 年

会い」によって大きく方向が変わる可能性がある在

センター（ enoco ）・アーティストサ

の年の瀬に亡くなった作者を想って他で貼り絵を作って

野の研究実践です。ひとまずは手元にある作品群 =

ポートプログラム

いた押川さんが自主的に作った貼り絵。2017 年 11 月、
「ひと花釡ヶ崎芸術資料庵」にて合わせて展示、撮影。

Two Mt. Fujis (November 2013/Spring 2016)
A photo of Mt. Fuji drawn by Maehata, a frequent
participant of HitoHana’s “Time of Drawing” program
above a Chigiri-E piece by Oshikawa, who voluntarily
created the piece in remembrance of Maehata’s
passing in 2015. In November 2017, these two
pieces were displayed at the “HitoHana Kamagasaki
Art Documents Retreat”.

資料群やその他の情報の整理をしながら、ひと花の

動支援プログラムの 5 回目公募に前

作品群 = 資料群を残すための具体的な方法を探る

川 が 参 加。 2017 年 12 月 ~ 2018 年

「近場」からのアプローチ ( ひと花センター自体や地

3 月に実施。このプログラムの中で、
全く異なる作品群 = 資料群の関連付

域の記録の在り方や、労働史や福祉の場に於ける表

けによって一見価値の低いとされる

現といったひと花のもつ属性に近いものの調査 ) と、

作品群の新たな可能性を見出すアイ

ある作品群 = 資料群を別の作品群 = 資料群と関連さ
せるモデルの持つ可能性を探る「迂回」しながらの
アプローチ ( 近代以降の社会で絵を描く主な場の一

てくるものが確かにあることを確認しながら、反

enoco[study?]
#05」： enoco 主 催 の 若 手 作 家 の 活

ディアを得る。
※7 「 UNMANDED 無 人 駅 の 芸 術
祭 / 大井川 2018 」：静岡県島田市と
榛原郡を跨ぐ大井川鉄道で 2016 年
か ら 行 わ れ る 芸 術 祭。企 画 は NPO

面、描画にかける時間の短さからか、「素人が描い

一連のプレゼンテーションの後、会場からさらに

つである美術教育関係や市井の人々の記憶を保存す

法人クロスメディア島田。前川が、

た絵だ」という理由からか、一部の身近な職員にさ

多くの意見が語られました。「作品的」
「資料的」と

る民具・民俗関係の資料といった、作品群 = 資料群

作品展示ではなく地域のリサーチと

えも絵が「作品として弱い、意味のないもの」とし

も違う、「私がこの人を知っていて、その人が描い

の様々なあり方のリサーチなど ) の両輪を意識し、

て扱われることがあることも紹介しました。そして

たものだから誰がなんと言おうが大切なものであ

新たな出会いの中で有機的に研究会を進めていきた

その様に見なされるが故に、保管や管理についてき

る」という「個人的な意味や関係」といった第３の視

いと思っています。

ちんと位置付けられず、施設スタッフの異動や引越

点への言及は、作者とその物語への個人的な意味や

（ 2019 年 11 月 26 日）

その資料の公開・共有という形で関
わり、大井川鉄道沿線周辺の小中学
校、高等学校、支援学校、特別養護
老人ホームなどで作られ、集まって
い る 作 品 を 取 材 し、pdf 資 料 と し て
まとめて公開した。
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( 美学者・大阪大学准教授 )

Hitoshi Tanaka
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“work” view that considers the content of the piece

dying population of Kamagasaki, pieces that are left

between people and drawings, and between drawing

and a “document” view that considers the context of a

behind ( “objects”) are assertive testaments of a

and drawings. Likely, it will grow and transform in

piece, such as the artist’s background, the era of

person’s existence. Personality traits and old age may

pur po se . F o r t he t i m e be i n g , i t ai m s t o f ur t he r

creation, and physical location. Furthermore,

prevent one from keeping their belongings organized.

develop this idea of “works (=) documents” and

performing a comparative analysis between one piece

On top of that, a large population of this town resides

concretely apply these concepts to HitoHana’s works

of art’s “work” and “document” qualities with those of

in temporary housing units. Such living

a s a l o c a l p r e s e r v a t i o n e ff o r t ( a r c h i v i n g o f t h e

ひと花センターで前川紘士さんが月に 1 回開い

川さんからじっくりお話を伺うことにしたのでし

つけ出し、それぞれの絵についてのイメージを更

ている「美術の時間」に初めて参加したのは、たし

た（といっても、 4 時間近くにわたる会話の半分ぐ

新させる」と語っています。ここで語られているの

か 1 年 半 ほ ど ま え、 2018 年 3 月 の こ と で し た。ひ

らいは、本題から離れて、来年度（ 2020 年度）の釜ヶ

は、まずもって、異なる資料体に属する絵画を併

と花かまがさき芸術資料庵や、江之子島文化芸術

崎芸術大学と阪大との共同の講座をどうするのか、

置することによって新たな見方が生じるという論

創 造 セ ン タ ー（ enoco ）※８ で の リ サ ー チ・プ ロ ジ ェ

そもそもするのかしないのか、するならどんな内

理なのですが、この文章を読む私には、それにと

専門は西洋近代の美学史、とりわけ

another extant piece creates a complex relationship

circumstances contribute an additional factor of

presence and surroundings of HitoHana Center as

芸術と共同体についての思想史、お

model. The “works (=) documents” model is thus

disorganization. If an inventory is not strictly kept, it

well as the history of labor and expression in welfare

デザインセンターでの教育活動の一

introduced. Through association of pieces, new

is easy for the objects and what they contain to

settings and the research of similar topics), expanding

環として、 2018 年から釜ヶ崎芸術

perspectives could be applied to works that up until

d i s a p p e a r a ft e r o n e p a s s e s . T h e d i s s i p a t i o n o f

through a comparative approach that looks at one

大学と共同の授業を開講している。

now had been considered worthless and weak. This

concrete objects and the relationships they contain

collection of works and documents in relation to

concept allows for an expansion of the possibilities of

subjects the memories and existences of this town’s

another (through current-day spaces of creative

クトについての話を上田假奈代さんから聞いて関

容がいいのかについて、前川さんのお知恵を借り

どまらず、イメージが更新される瞬間を見逃さな

心を持ったのがきっかけでした。そのころ私は、

ながら話し合うことになってしまったのですが）。

い前川さんの、探偵のような、あるいは猟師のよ

釜ヶ崎芸術大学と大阪大学（ CO デザインセンター）
※9

前川さんのお話は幅広い調査に基づく理路整然

うな鋭いまなざしが想像されるのです。

大 阪 大 学 准 教 授（ CO デ ザ イ ン セ ン
ター／大学院文学研究科）

よび芸術における参加の理論。 CO

が共同で行う授業の準備をしていて、「誰もが表

としたもので、生まれた作品を美術として見るだ

ここで私が言いたいのは、前川さんの見る目が

現でき、それが受け入れられる場」についての考え

けでなく、歴史的・心理学的な資料として見ること

高いといったことではなく、私たちがふだん作品

で頭がいっぱいになっていたので、ひと花センター

もまた可能であり、それによって作品が資料体と

とまじめに向き合うことがいかに少ないかという

（enoco）：2012 年 に 大 阪 府 江 之 子

expression within our surroundings. This model of

participants to erasure. Conversely, it is also possible

production, from art schools to folk practices of

“works (=) documents” presents a new reality in

that a piece that an artist did not intend to

preserving memory). I look forward to the organic

※8

江之子島文化芸術創造センター

での講座で生まれた「作品」を保存するのかどうか

して残る可能性もまた広がること、さらに資料体

ことです。作品を見る前に、「ワークショップの成

島にオープンした芸術センター。大

についての前川さんの問題意識がとても気になっ

を相互に関係づけることによってさらに新たな視

果物」
「素人が作ったもの」といったレッテルを貼っ

工コミュニティーと E-design プラッ

which works that, though weak when judged in

preserve--or actively opposed leaving behind-- may

continuation of this study group through our next

たのでした。

点が生まれるという議論は説得的でした。また、

てしまうことによって、作品をじっくり見ようと

トフォームグループ）に委託運営。

isolation, can carry collective value.

remain. Something that the artist did not consciously

encounter. (November 26, 2019)

そ れ か ら 3 回 ほ ど 参 加 し た 美 術 の 時 間 で は、あ

上田さんが、作者である釜ヶ崎のおじさんたちと

しなくなってしまう。また、逆説的ですが、美術

Following the presentation, participants in the venue

convey might surface, or nothing may be gleaned at

るときは子どもの時の思い出、またあるときは改

のかかわりから作品を見ていること、その意味で、

作品としてあがめられている作品の場合も、私た

学の「社会と知の統合」を目指す教育

voiced their opinions. Rather than focusing on the

all. Such is the nature of the drawing as an object.

研 究 拠 点。2018 年 度 よ り Kama-

“work” or “document” concepts, emphases were

Other ideas were exchanged regarding the meaning

placed on topics such as “the significance of the

of preserving the expression of a town, the

message contained within works by people whom I

relationships between traditional homes and

know,” “meanings and relationships of the

architecture, and the possibility of economic

阪府から指定管理者制度で民間（長谷

※9 「大 阪 大 学 CO デ ザ イ ン セ ン
ター」：2016 年から始まった大阪大

修前の西成労働福祉センター、さらには「オカルト

おじさんたちの人生の記録として作品を見ている

ち は 往 々 に し て、「○○の 名 画」と か「国 宝」と い う

な」思い出について、色鉛筆で描き、参加者の皆さ

こともまた、上田さんのこれまでの活動を考える

レッテルを貼ることによって、作品を見る前に判

Han として釜ヶ崎芸術大学と大阪大
学 CO デザインセンターの協働授業

んに描いたものについて紹介したのでした。私自

ならば当然のこととうなずけるものでした。ただ

断を下してしまう傾向があります。必要なのは、

を開講している。

身は、描くことの楽しさとか難しさについつい夢

し、私が会話のなかで最も強く感じたのは、それ

ひと花センターの作品を保存することだけではな

中になって、（もともとの関心のはずだった）参加

が誰によって描かれたものであれ、絵を見るとき

く、作品とじっくり向き合い、語り合う場所を作

1970 年代以降から府によって集め

individual”, and the importance of personal meaning

exploitation of personal information. Even during

ること、そしてそれを継続することでしょう。

られた美術作品のコレクション。府

and empathy within an artist’s story. Young adults in

intermissions and extending beyond the end of the

せ ず、2000 年 代 に 入 り コ レ ク シ ョ

their 20’s surprised me with their refreshing, astute

lecture, fervent discussions about topics connected to

ンは現在の名称でまとめられている。

insight on artwork that preceded their era. The high

this concept of “the drawings as an object” took place.

school participants seemed deeply impressed by the

The space allowed opinions to flourish.

diverse array of participants who earnestly discussed

The first convening of the study group was completed

阪府 20 世紀コレクション

the works of others.

with success. A study group with neither a financial

働制作を行うプロジェクト。ここで

Some responses revisited the meaning of leaving

backing nor a long-term plan, it serves as a setting for

は前川が参加した奈良県障害者芸術

behind an art piece. In the elderly town with a large

connections to be made between people and people,

Left: "Mr. Arthur" (2016) by Nomizo (80years old) Hitohana Project Right: "Blue Hood" (1991) by Takeji
Asano (91 years old) - Osaka Prefecture 20th Century
Collection

者の皆さんが描かれた作品やそれについてのこと

の前川さんの尋常ならざる真剣さでした。前川さ

ば、また前川さんがその作品をどう見ているのか

んはひと花プロジェクトで生まれた作品の画像を

その意味で、前川さんが、これから学校の美術

について深く考えるところまで至らずにいたよう

紹介しながらお話ししてくださったのですが、そ

の先生たちとの協力を広げたいと語っていたこと

に思います。それに、私自身、自分の作品がそれ

の な か で「こ の デ ザ イ ン 性 は ど こ か ら 来 て い る の

にとても期待しています。ある絵画が、もともと

からどうなるのかについても実は無頓着でした。

か」、「肩が二段になっているのはいったいどうし

想定されていなかった人に見られること、それを

今にして考えれば、頭では前川さんの問題意識を

てなのか」といったことを熱っぽく自問していたの

通じて、絵画に残された「犯人」の手がかりが発見

理解しているつもりでも、実際にはそれを共有す

でした。その熱量は、美術家であるという職業的

される、そうした場が広がることが、表現を「世間」

るところまでいっていなかったのでした。さらに

な専門性とか、描いた人との関わりによって理解

に根付かせていくと私は確信しています。

振り返ると、美術の時間をともにした人たちやそ

しきれるものを超えていて、まさに作品との真剣

の作品を、そもそも自分があまりよく見ていなかっ

勝負とでも言うべきものでした。これを例えるな

たのではないかとも思われるのです。

らば、作者という犯人が絵画という犯行現場のう

そうしたことを感じるようになったのは、後に

ちに、意図せずして残してしまった手がかりを見

なってから、実はまさにこの文章を書くことになっ

つけ出そうとする探偵の、執念深い捜査のような

てからのことです。書くことを引き受けたものの、

ものと言えるかもしれません。会話のなかで私も

私はかまがさき芸術資料庵や、リサーチ・プロジェ

また、知らず知らずのうちに前川さんの助手のよ

クトの報告会を実際に見ているわけではなく、展

うになって、画面に目をこらしていたのでした。

示の記録を見たり前川さんからお話を伺ったりし

前川さんは enoco でのリサーチの報告書におい

たことがあるだけでした。さらに釜ヶ崎で表現と

て、大 阪 府 20 世 紀 コ レ ク シ ョ ン ※10 に 含 ま れ て い

世間をめぐる研究会も、このときちょうど海外に

る浅野竹二の版画と、ひと花プロジェクトおよび

いたために参加できなかった私は、前川さんの取

アートリンク・プロジェクト ※11 の作品を並べて写

り組みをどうやったらもっとよく理解できるのか、

真撮影したときの経験について、「私（の脳）は、そ

考えあぐねてしまいました。

の 2 つの絵を関連付けようとし、短い仮設の物語

そこで私は、上田さんを交えて、あらためて前

現在は 2012 年に開設した enoco（指
定管理）が作品の管理・活用業務を行
なっている。
※11

アートリンク・プロジェクト：

障害を持つ作り手と外部の作家が協

左：「あーさーさん」( 2016 ) 野溝さん 8 0 歳 _ ひと花プ
ロジェクト

右：「青 頭 巾」( 1991 ) 浅 野 竹 二 91 歳 _ 大

HAPPY SPOT NARA 2 0 1 1 -

人たんぽぽの家）の中で実施された際
の協働制作を指している。

Koji Maekawa

左：「鼻」( 2015 ) 藤原さん 72 歳 _ ひと花プロジェクト
右：「しゃがむ男」( 1970 ) 浅野竹二 70 歳 _ 大阪府 20 世
紀コレクション

Left: "Nose" (2015) by Fujiwara (72 years old) HitoHana Project Right: "Squatting Man" (1970) by
Takeji Asano (70 years old) - Osaka Prefecture 20th
Century Collection

のようなものや、部位の関連、形式的な異同を見

Koji Maekawa

(Artist)

what remains consistent is an emphasis not on

piece in remembrance of Maehata after Maehata’s

Center started holding monthly workshops on art in

drawing well but rather on drawing pieces “for the

passing. Without an exchange of words, the links

Osaka. Though I have come to ponder many topics

moment,” to be seen together with others. While

between the two images captured the elderly man’s

throughout this time, I would like to use the idea of

many first-time participants commonly lament that

mourning and channeled the image that Maehata had

“the drawing as an object” to guide my discussion of

they have only drawn “for assignments” and that they

produced. The pieces in tandem manifested the silent

KAMAGEI’s first study group.

“have no knack for drawing,” the layer of self criticism

exchanges and connections that can occur in such a

I n t h e fi r s t s e m e s t e r o f 2 0 1 9 , t h e s t u d y g r o u p

is removed to reveal a drawing that exudes a charm

place of life.

convened. Based on how the created piece of work

formed by artist’s personal styles, memories, quirks,

Viewing the slides, one can acknowledge what exists

was treated at its closure, the workshops that

hesitations, and strengths.

in a piece. What too can be scrutinized, however, is

comprised HitoHana’s Expression Program were

The drawing as an object has the ability to convey the

the obvious brevity of the time taken to create the

divided into two categories, “Disposed Object” and

gaze and thoughts of a person, extending far beyond

piece and the visible amateurship of its artist,

A progression of slides showed

the time and space of the workshop. A few years ago,

qualities that may cause even a nearby staff member

the gradual 6-year transformation of the “Time of

Maehata a frequent participant and a passionate

to devalue its artistic worth and meaning. Due to this

Art” program, which happened to belong to the

drawer, fell ill and passed away in their home. A while

likely perception, such pieces face improper

“remaining” category of workshops.

later, as I was casually surveying HitoHana Center’s

preservation, and unforeseen circumstances such as

Ranging from “Wallpaper Mural Drawing” to “Local

wall, I noticed a drawing made of torn colored paper.

the movement of staff or facilities may lead to the

Scenery Sketches” to “Memory-Themed Art” that

An elderly man had created it outside of our regular

disposal and dissipation of the piece.

responds to the changes of circumstances, places, and

programming. It gave me a strange feeling. Startled, I

During the latter half of the convening, the

realized that the art piece was referencing another

exhibition *5

of HitoHana’s works and subsequent

create a setting where and various mediums are used

drawing, one of the Shinkansen at the base of Mount

activities*6 *7

were used to introduce the key concept

to create pieces of visual art, collectively referred to as

Fuji, created by Maehata during an early “Time of

of “works (=) documents”.

drawings. Though the content of each session varies,

Art” session. That elderly man had created the art

An art piece could be seen from two perspectives: a

people of the surroundings, “Time of Art” sessions

立の美術館計画はあったものの実現

2012（主 催：奈 良 県 企 画：財 団 法

6 years have passed since Kamagasaki’s HitoHana

“Remaining

大阪府 20 世紀コレクション：

大 阪 府 が 持 つ 美 術 コ レ ク シ ョ ン。

祭

The Relations within the Drawing as an Object

Object*4”.

※10

Born in Osaka in the year of 1980,
Maekawa graduated from Kyoto
City University of Arts with a M.A.
in Fine Art Sculpture in 2007. He
develops a variety of activities
that explore situational
relationships and continuity of
time and methodologies. His
recent activities consist
of ”Unmanned Station Art
Festival/Oigawa” Nukuri Plaza/Art
Festival website, Shizuoka (2019),
"drawings A, drawings B" Gallery
PARC, Kyoto (2018), et al.

*1 HitoHana Project: The moniker
for a project that aims to foster
social interactions among single
and elderly welfare recipients that
reside in Nishinari Ward. It serves
as the site for daytime activities.
A key feature of the program is
the “Expression Program,” which
hosts lecturers of various
backgrounds.
*2 Cocoroom Nonprofit
Organization: An arts nonprofit
based in Nishinari Ward of Osaka
City. Its full name is “The room of
Voice, Words, and Heart”. Kanayo
Ueda, a poet, serves as the
director. Started in 2003, the
organization moved to Nishinari
Ward in 2008 and has existed in
its current location since 2016.
*3 Kamagasaki Arts University:
An arts university organized by
Cocoroom under the belief that
“as long as learners gather, it is a
university.” Classes are held in
various local venues. Operations
began in 2012.
*4 Disposed Object vs.
Remaining Object: Terms coined
during an impromptu meeting of
lecturers of the HitoHana Project
and used to roughly classify
different expression programs.

Detectives Do Not Oversee Clues

Hitoshi Tanaka
(Aesthetician, Associate Professor at Osaka University)

The first time I attended Koji Maekawa’s monthly

attend the study group on the expression and world

myself engrossed in what was hidden beyond the

“Time of Art” program at HitoHana Center was one

of Kamagasaki, I wondered how I could better

screen.

and a half years ago, in March of 2018. Hearing

comprehend Maekawa’s conundrums.

In a report for enoco, Maekawa photographed a piece

Kanayo Ueda speak on the research project

Thus, I joined Ueda in a rehashed discussion to form

created in HitoHana Project placed next to a print

surrounding HitoHana Kamagasaki Art Documents

a better understanding of Maekawa’s thoughts

from the Osaka Prefectural 20th Century

Retreat and Enokojima Art, Culture and Creative

(though half of the 4 hour conversation was spent

Collection*10 by artist Takeji Asano through the Art

Center (enoco ) * 8 initially intrigued me. As I was

consulting Maekawa’s wisdom into 2020 curriculum

Link Project*11 . He wrote: “I (or rather, my brain)

preparing a joint class between Kamagasaki Arts

planning for Kamagasaki Arts University and Osaka

attempted to construct a relationship between the

University (KAMAGEI) and Osaka University’s

Arts University joint course).

two pictures, as if to create a short story. As parts were

, I had been

Based on multiple observations, Maekawa found that

associated and differences were highlighted, each

pondering ideas around “spaces that welcome self

the created works ought to be treated not just as a

individual art piece took upon a new image. This

expression for anyone” and felt compelled by the

piece of art but also as a historical and psychological

demonstrates, firstly, how the juxtaposition of the

issue that Maekawa was exploring regarding the

document. As a multifaceted document, the work

objects of documents gives rise to new meanings. On

treatment of works created at HitoHana Center.

gains increased archival value. I was drawn by the

top of that, as I am reading this sentence, I notice that

On the three occasions when I participated in the

argument that the interconnection of documents

I can too conjure the detective-like, or perhaps even

“Time of Art”, we used colored pencils to draw upon

yielded new viewpoints on the constituent parts. That

huntsman-like quality of Maekawa, who does not

memories of topics such as childhood, the Nishinari

reasoning becomes intuitive when one regards Ueda’s

miss even a moment of an image’s transformation.

Labor Welfare Center before its renovation, and the

activities in archiving the lives of Kamagasaki’s

What I hope to convey is that it is not that Maekawa’s

occult, describing the contents to one another. I

elderly men through the works that they create from

eyes are exceptionally acute; rather, it is that we rarely

myself became too obsessed with the simultaneous

interpersonal connections. However, what left the

ever view pieces with that same degree of earnestness.

difficulty and enjoyment of drawing to observe deeply

greatest impression on me during this conversation

By labeling a piece as “a workshop deliverable” or “a

enough drawings and comments of other

was the extraordinary seriousness in which Maekawa

product of an amateur”, we set ourselves up to

participants,and Maekawa’s reaction to them (though

regarded pieces of art, regardless of the identity of the

disregard a piece. Paradoxically, labeling works as “a

that was my original objective). In addition, I myself

artist. While he was presenting pieces created in

masterpiece by …” or “a national treasure”, we find

was careless about the future of my own works after

HitoHana to me, he would become absorbed in the

ourselves forming judgments before even viewing the

session. Now that I think about it, though I had

analysis of the drawing, intently voicing questions

actual piece. What we need is not the physical

understood Maekawa’s concern, but I did not really

such as, “What was the intention behind this design?”

preservation of the HitoHana Center’s pieces but

“shared” it. Upon reflection, I perhaps never even

or, “What is the purpose of drawing two shoulders

rather the continuation of their legacy through the

thoroughly observed the other participants and their

here?” This intensity stems from his nature as an

creation of a space where works can be earnestly

works during the “Time of Art”.

artist, his compulsion to better understand the artist

considered and discussed together.

I came to these realizations only when I became

of the piece, or perhaps an strong drive to uncover

With such intention, Maekawa plans to increase and

tasked with writing this piece. I attended neither

what is contained within a piece, and this pursuit can

expand his collaboration among art faculty, which I

Kamagasaki art documentation room nor report

be likened to a detective scouring a crime scene in a

look forward to. An unintended witness uncovers the

session of research project in enoco: I only saw some

painting, uncovering subconscious clues. It is an

clues in a painting left by a culprit. I am convinced

photos of exhibitions and heard of them from

obsessive investigation. During our conversation, I

that the expansion of spaces where that may occur

Maekawa. As I was overseas and could not even

somehow became the detective’s assistant, finding

will allow for the rooting of expression into the world.

Center for the Study of

Co*Design * 9

*5 HitoHana Kamagasaki Art
Documents Retreat: An exhibition
planned by lecturers in an effot to
spread the concept of “works (=)
documents”. Pieces that were
created outside of the program
were included in this showcase in
the HitoHana Center. During the
duration of the retreat, programs
were promoted externally. As the
works do not have a decided
location, the collection is referred
to as a “retreat” rather than a
museum”.
*6 Osaka Prefecture Enokojima
Art, Culture and Creative Center
(enoco) - Artist Support Program
enoco (study #5): Maekawa
participated in the open call for
the fifth edition of a Young Artist
Activity Support Program
sponsored by enoco, running from
December 2017 to March 2018.
Through the association of
different groups of “works (=)
documents”, new possibilities are
created for works that are
seemingly low in value.
*7 UNMANNED - Unmanned
Station Art Festival/Oigawa 2018:
An art festival that was held in
2016 on the Oigawa Railway that
straddles Shimada City and
Haibara County in Shizuoka
Prefecture, organized by Cross
Media Shimada Nonprofit
Organization. Maekawa was
involved not in the curation of the
exhibition but in the research of
the region and the publication and
distribution through .pdf files of
the materials created at junior
high schools, high schools,
support schools, special elderly
nursing homes, and other areas
around the Oigawa railway.

Hitoshi Tanaka
Associate Professor of Osaka
University (CO*Design Center
/Graduate School of Letters)
His research specialties lie in the
history of modern Western
aesthetics, specifically in thought
around art and community and
theories on social participatory
art. He also organizes project
-based learning programs in
collaboration with Kamagasaki
University of Arts (KAMAGEI).

*8 Enokojima Art, Culture, and
Creative Center (enoco): An arts
center opened in Osaka
Prefecture’s Enokojima in 2012.
Privately managed by the Haseko
Community and E-design Platform
Group.
*9 Osaka University Center for
the Study of Co*Design: An
educational and research center
established in 2016 with the aim
of "integrating society and
knowledge" at Osaka University.
Since the 2018s, Kamagasaki Arts
University and Osaka University's
Center for the Study of Co*Design
has held joint classes as
KamaHan.
*10 Osaka Prefecture's 20th
Century Collection: An art
collection owned by Osaka
Prefecture that holds artworks
that collected by the prefecture
since the 1970's. As the plan for a
prefectural museum was never
realized, the collection was put
together under its current name in
the 2000's. Currently, enoco (the
designated management agency)
manages and uses the the works.
*11 Art Link Project: A project in
which disabled artists collaborate
with external artists. Here, it
refers to the collaborative
production displayed at the
HAPPY SPOT NARA 2011-12 Nara Prefectural Arts Festival for
People with Disabilities
(sponsored by Nara prefecture,
organized by Tanpo-no-ye).
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左：「あいりんセンター」( 2017 ) 田邊さん 75 歳 _ ひと花プロジェクト

左：「通天閣」前畑さん ( 2013 ) 72 歳 _ ひと花プロジェクト
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Left: "Airin Center" (2017) by Tanabe (75 years old) - HitoHana Project
Right: "Umbrella Repair" (1953) by Takeji Asano (53 years old) - Osaka
Prefecture 20th Century Collection

Left: "Tsutentaku Tower" (2013) by Maehata (73 years old) - HitoHana Project
Right: "Blue Hood" (1991) by Takeji Asano (91 years old) - Osaka Prefecture
20th Century Collection
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Photographed by Maekawa for the comparison and association of materials. (2018)
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