
経験を引き継 ぎなが ら新たな活動を展開するために新

「宮城県美ネッ ト」を立ち上げることを発表 した。新「宮

城県美ネッ ト」においては、「宮城県美術館を改めて『知

る』、使 つて『楽 しむ』、活か して『伝 えあ う』活動 を

とお して、宮城県美術館への応援・協力・提言を行い

なが ら、県内外における人々の文化的活動の連携にも

寄与 してい く」 ことを目的 とし、 これ までのように市

民同士の連帯の下に活動を展開 していくとした。また、

本会の残高 (11月 解散時 25万円程度の見込み)に つ

いては新 「宮城県美ネ ッ ト」に引 き継 ぎ、事業費に充

てていくことについても提案を行つた。

以上のことについて、後述の質疑応答を経て、会場

参加者の拍手をもって承認をいただいた。

記録集『みんなでまもった美術館 一宮城県美術館の

現地存続運動 全記録一』発行にあたつて、事務局 とし

てどのような意義を持ちなが ら制作 に取 り組んだのか

について質問が出た。これに対 して、大沼事務局長 よ

り「宮城県美の現地存続にかかわる活動は、『自分たち

だけのものではない』 ということは常々意識 していた。

移転計画撤回 という大 きな成果 は、市民がさまざまな

立場で動いたか らこそ勝ち取 つたものであ り、そ うし

た動 きを記録 し、また止めないために、残す ことが必

要 なのではないか と取 り組 んだ」 と回答 した。また、

西大立 目共同代表か ら「現地存続の活動では、日に見

える動 きと目に見えない動 きがあ り、できる限 りつま

びらかに してい くということが大事だと考えた。また、

『行政がここまで決めていたことを撤回するということ

はないことだか ら、記録を残すべきだ』 という要望を

た くさんの方か らいただいた ことも、制作を後押 しし

た。構想か ら発行 まで半年 とい う短い期間の中で、み

んなで原稿を書いて編集 して校正 し、最後 まで総力戦

だった」 との補足があつた。

顧 間である尾崎彰宏氏 (東 北大学教授・美術史家 )

か らは、本会の活動 に対 して右記の とお りの評価をい

ただいた。

▲多くの会員の方々が関心を持つて駆けつけてくださつた

私は、顧間 として後ろから見守っていただけでし

たが、今 日改めて この会がや ってきた ことを振 り

返ってみると、本当にたいへんなことをしてきたの

だと思いました。記録集 も、 こんなに充実 した内容

のものができたのかと驚きました。

私 も、この会がこのままで終わってはいけないと、

改めてそ う確信 しました。 とい うのは、県は「美術

館の移転はやめた」 と言っていますけれ ども、改修

の進め方の詳細 について県民には知 らされていない

ゎけです し、決まったとしても美術館の改修 に相応

しいものかどうかチェツクしていかな くてはいけな

いからです。そ うい うことを踏まえると、行政の動

きを見続ける意味でも、 この会が解散 して しまって

はいけないわけです。

もう一つ、新 しい会の活動方針 として「宮城県美

術館への応援・協力・提言をしながら、県内外 にお

ける人々の文化的活動の連携にも寄与 してい く」 と

書かれています。私 は、県内外の連携 とい うことは

非常に重要なことと思っています し、またなにより

も今回の宮城県美ネ ットの活動をつぶさに拝見 して

いる限 り、日本 もまだまだ捨てたものじやないなと

つ くづ く感 じました。

日本の文化行政はず つと後退 し続 けていますが、

そんな風潮のなかにあって、文化を東北からつま り、

仙台か ら発信 させてい くとい う県美ネ ッ トの運動

は、非常 に意義があることです。ご存知のように、

明治維新で破れた東北 は、「白河以北一山百文Jと

言われたわけです。それに奮起 して発刊 した新聞「河

北新報」 とい うのは、まさに、白河以北から新 しい

文化を発信 しようという強い意気込みから生まれた

ものです。あるいは、大正期 に政党政治の上台を築

いた盛岡出身の原敬 は、「一山Jと 号 していました。

それはいうまでもな く「一山百文」にちなんだもの

です。つま り「お前 らは何の価値 もないんだ」 と言

われたことに対する強い憤 りであ り、内心に秘めら

れた決意であったわけです。 このような激 しい反骨

精神がむかったのが、新 しい文化国家の形成で した。

宮城県の中で、県美ネ ットのような草の根の活動

が生まれ、 これだけ多数の人が集まって、記録集が

できるとい うのは、全国にもそ うた くさん例がある

とは思えません。それだけに、東北のなかに流れて

いる伝統に目覚め、広 く連携 しながら文化 を育てて

い く役割を是非果た していつて欲 しいと願 っていま

す。行政 とい うのは、す ぐには動かないし、それ ど

ころか、ややもすると市民の声をまとまらないよう



にしてい くことがあ ります。 しか しそれでも、 とき

には行政 とも手を携え、市民が連帯 して一つになっ

て歩んでい くことも必要です。美術館 を守 ってい く

だけではな く、 日本の文化 を守つてい くことにつな

がってい くことになるからです。そんなわけで、 こ

れからも衿持を持ってぜひ活動を続 けて ください。

宮城県美術館だけでな く、芸術文化 に関する課題 に

ついて県内外で幅広 く連携 しなが ら取 り組んでほ しい

という意見は、他の参加者からも相次いで挙げられた。

西大立 目共同代表 は「今後の活動を展開する上で、県

美のためにやるのか、県民のためにやるのか とい うこ

とはよく考えないといけない」 としつつ、「出前講座を

とお して、各地域か ら教えてもらうことがた くさんあ

り、今後のつなが り方の足掛か りになるのではないか

と考えている。こうした経験を今後の活動に活か して

いきたい」 と回答 した。

後半部においては、共同代表の野家啓一による基調

講演 「無名の者たちの記憶 ―ダニ・カラヴァンとヴァ

ルター・ベンヤ ミン」を予定 していたが、急遠変更 し、

本会会員である美術家のサ トル・サ トウ氏にご登壇い

ただき、カラヴァン氏 との思い出を語 っていただいた。

サ トウ氏は、宮城県美術館の前庭にあるダニ・カラヴァ

ン氏の作品『マアヤ ン』が移転 によって解体の危機 に

直面するとして本会がカラヴアン氏に連絡を取 った際、

氏 と本会をつないで くださった方である。

▲顧間の尾崎彰宏氏

▲急速ご登壇くださつた美術家のサ トル・サ トウ氏

最後に、共同代表の早坂貞彦が閉会の挨拶を述べた。

今回は、当初の目的が達成 されたこともあって、

お祝いの会のような形 にな りました。皆 さんもご存

知のように、素晴 らしい県美ネットの活動だったと

思います。私が嬉 しいのは、自分 よりも若い世代が

頑張っているとい うこと。ぜひ、 このままいろんな

世代が関わ りながら、宮城県美の存続を 100年 まで

頑張ってもらいたいと思っています。現地存続の活

動は、終わつてはいません。皆 さんの力で 50年、

100年 と補修費を確保 しながら続 けていく必要があ

るのではないかと思っています。

今回 うま くいったのは、県美ネ ットを個人主体の

参加 に したことです。組織 の中の声を上げた有志、

市民同士の結合が今の皆 さんだと思います。有志の

中の個人だから、 これだけ素早 くいろんなことがで

きたのだと思います。

宮城県美の現地存続は勝ち取 りましたが、残 され

ている課題 もまだまだあ ります。例えば、県民ギャ

ラリーの問題 は宮城県の芸術家たちにとって、まだ

まだ理想の形であるとは言えない。弓|き 続 き、関心

を持って注視 していきたいと思います。思いがけな

いこととしては、今度の 9月 に宮城県美ネット主催

で開催する宮城県美 40周 年イベントに対 して、宮

城県美がポスターの貸出等、かな り積極的に協力 し

て くださっていること。 こうした連携が続いてほし

いと思います。私たちは組織ではな く、個人同士の

つなが りです。 もっと、自由につながることができ

るのではないかと思います。

最後に、年寄 りとして、これほど楽 しい、素晴ら

しい人たちに出会えたことはあ りませんで した。こ

の会は、ぜひとも続いてほしいと思っています。こ

れからもご支援 くださいますよう、 どうぞよろしく

お願いいたします。

2時間にわたって行われた今回の総会は、1年前の初

回同様、コロナ禍での開催 となったため、会場参加だ

けでな く、オンライン視聴による参加者 も数多 く見 ら

れた。会員の応援 によって支えられた ことを改めて振

り返 るとともに、 コロナ禍 における声の集め方、場の

つ くり方について工夫する余地も感 じた 1年間の活動

であ り、今後の新 しい活動への課題 として引き継いで

いきたいと考える。




