アクアート 2013 を終えて
今年のアクアートも「緑と海洋きらめく町」奄美大島の瀬戸内町「嘉鉄」で開催されました。この地域は大
島海峡の東入り口に面し、南はカケロマ島の東側を望み、あくまで青い空、周囲は深緑が映える風光明媚な所
です。海底は真っ白な砂地とサンゴの群生に多くの熱帯魚が遊泳する屈指のダイビングスポットになっていま
す。この海中に多くの造形作品を展示する水中展覧会を中心にして、子供たちも一緒に作るワークショップや

『 さようならまでこんにちは』 唐澤
祥子

アクアート見学会が催されました。

『 ここにあ

今年は晴天に恵まれ、無事終えることができました。多大なる協力を頂いた関係者の皆様に感謝いたします。
アクアート実行委員会代表

岡田 弘通
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水中展示

：

奄美大島 瀬戸内町 嘉鉄沖合

関連展示

：

奄美大島 瀬戸内町 古仁屋 せとうち海の駅（過去の展覧会の様子をビデオ上映）

主

催

：

アクアート実行委員会

共

催

：

嘉鉄小学校 PTA

会

期

：

２０１3 年８月 2 日（金）～８月 4 日（日）

後

援

：
：

瀬戸内町／企画課・まちづくり観光課・社会教育課・教育委員会・瀬戸内観光協会・嘉鉄小学校
海を守る会・嘉鉄自治会・嘉鉄青年会・嘉鉄婦人会・海風舎

＜瀬戸内町

海を守る会＞（順不同 )

Resort Dive SEA GULL ／スキューバダイビング Amami ／ ダイバー民宿

おれんち ／アクアダイブ

コホロ

マリンステイション奄美 ／スタジオーネ ／マリンブルーカケロマ ／しびらんか ／リトルライフ ／エンドレスブルー
水中観光船せと ／ Fish Bone ／ととろまりん ／はげまりーん ／ケーイングマリン奄美 ／ダイビングショップ
Dive cico ／ダイバー民宿

『 じゅんさ

『うきわ雲』

『 リズム』

『海のムクム

RIKI

『小さな海中展覧会 』

W : 700 × D : 400 ×Ｈ : 400cm ( 可変 )
ミクストメディア
奄美の海を背景に借りて、たくさんのアーティストが作品を制作しました。
海の青、潮の流れ、そこに住む生き物たち。それぞれのアーティストは、
どんな思いをこめてつくったのでしょう。アクアートの中の小さな展覧会。
< 参加作家 > 五十川 命、市川 陽子、伊藤 彩、梅原 育子、唐澤 祥子、木
原 結花、日下部 雅生、公庄 直樹、くぼ まり、熊田 悠夢、佐々木 萌水、
前田 菜月、まえだ ひろこ、高橋裕希

ふじ ／マリンスポーツ奄美 ／ボブマリン ／款璽丸 ／ネプスダイブリゾート

アクアート実行委員会
代

『 うみのも

鹿児島県瀬戸内町・瀬戸内町漁協協同組合・瀬戸内町商工会・瀬戸内教育委員会・読売新聞西部本社
朝日新聞鹿児島・総局南海日日新聞社・西日本新聞社・南日本新聞社・NHK 鹿児島放送局・奄美新聞社

力

『とある変容

おじい・おばあの海の話
鉄小学校ワークショップ＆見学ツアー アクアートを体験！
アクアートの試み
音と遊ぼう！リトミック
もうひとつのアクアート

The 16th UNDERWATER EXHIBITION AQUART in AMAMI ISLAND 2013
第 16 回 水中展覧会 アクアート イン 奄美大島

協

『遠い帰郷』

市川 陽子

表

：

岡田 弘通

事務局

：

安藤 隆一郎

アート・ディレクター

：

委員＆参加者 2013

： 市川 陽子／稲垣 萌子／染谷 聡／又吉 賢昌／公庄 直樹／五十川 命／伊藤 彩／

田島 史朗
梅原 育子／唐澤 祥子／木原 結花／日下部 雅生／くぼ まり／熊田 悠夢／佐々木 萌水／
高橋裕希／前田 菜月／まえだ ひろこ／國松 万琴／川合 千束／西村 浩一／他

『 流星』 五十川命／高橋裕希

『87bouquet』 まえだひろこ

Yoko Ichikawa
【略歴】1985 年大阪生まれ。2011 年京都市立芸術大学院修士課程
漆工専攻修了。
【主な個展】2013 ～うるしとかわ foodies cafe nifty（京都）
【主なグループ展】2007 二人展＜星の汀＞ , ギャラリースペース
KURA（京都）
。2011 会津・漆の芸術祭 ? 東北へのエール～ , 大和
川酒造（福島）
。2013 KYOTO STUDIO, 京都市立芸術大学ギャラ
リー @KUA（京都）
【主な企画】2007 ～ 2012 てのひらカフェ , 堺町画廊など（京都）
伊藤彩

『 ほし、ながれる、つかまえる』
佐々木萌美

『海のものか山のものか』

W : 300 × D : 100 ×Ｈ : 150cm 可変
木、漆、貝殻

『Chromatic Dragon 』

W : 300 × D : 100 ×Ｈ : 150cm
ビニールホース、刺繍糸、レース糸など
水中では自分の体と水境界線があいまいになる
体にあいた無数の穴から水が入り込み、
通りぬける波と一緒に揺らいで戯れる

稲垣 萌子
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染谷 聡

Satoshi Someya

Moyoko Inagaki
【略歴】
1984 年 滋賀県生まれ。2007 京都市立芸術大学美術学部版画専攻卒業。
2008 年英国王立美術員（Royal College of Art ) 交換留学。2009 年同大
学大学院美術研究科版画専攻修了。
【主な展示】2010 年「Jungle Project!! - Johnny come lately - 」
Mori Yu gallery( 東京）。2012 年「UNDULATIONISUM Ⅱ」Mori Yu
gallery( 京都）
【コレクション】
内なる樹 -2 / 京都銀行（京都）

「海に潜ると、山の途中だったと思う。
海を見上げると、空の延長だったと思う。

「Chromatic Dragon」

W : 400 × D : 140 ×Ｈ : 250cm（可変）
寒冷紗、カッティングシート、糸、ゴムホース
『水中では自分の体と水境界線があいまいになる
体にあいた無数の穴から水が入り込み、
通りぬける波と一緒に揺らいで戯れる

【略歴】
1983 年東京都生まれ .。2008 年京都市立芸術大学院漆工専攻修了大学院市長賞。現在同大学漆工専攻非常勤講師
【主な個展】2008 年「Heritage of S exhibition」ギャラリー恵風（京都）。2009 年「御獣 ? おけもの ?」イムラアートギャラリー（京都）。2011 年「う
らがえりたいのために」イムラアートギャラリー（京都）
【主なグループ展】2009 年「現代工芸への視点 ? 装飾の力」東京国立近代美術館工芸館（東京）、「自宅から美術館へ 田中恒子コレクション展」和歌山
県立近代美術館（和歌山）。2010 年「里山のおいしい美術」越後妻有まつだい農舞台（新潟）。2011 年「ZIPANGU 展 -31 人の気鋭作家が切り拓く
現代日本のアートシーン -」高島屋（東京日本橋、大阪難波、京都店）、「ポップ？ポップ！ポップ ? ? コレクションに見るポップなアートの 50 年 ?」
和歌山県立近代美術館（和歌山）、「漆展 ? 新しい漆のかたち ?」伊丹市立工芸センター（大阪）、「会津・漆の芸術祭 2011 ? 東北へのエール ?」大和川
酒造（福島）、「六甲ミーツアート」六甲山町駅内（兵庫）※ユニット「（ゆ）」で参加。2012 年「工芸ビエンナーレ 2012」奨励作家 京都市文化博
物館（京都）
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「 お もしろサンゴ 」（珊瑚移植プロジェクト）

W : 70 × D : 70 ×Ｈ : 30cm / 鉄
鉄を素材にカメのオブジェを作りサンゴを移植します。これま
での経験をもとに作品をしっかりと固定しサンゴの成長と共に
カメを覆いつくして行く過程を観察したいと思います。今回は
種類の違うサンゴを複数、移植したいと思います。それも楽し
みです。

「 う・み・は 」

W : 400 × D : 200 ×Ｈ : 700cm / スチレンボード、テグス
『海（うみ）
』は林柳波（はやしりゅうは）による童謡です。
彼は 1892 年に私と同じ群馬県に生まれました。海なし県で育った彼の海に
対する思いは、とてもよく伝わります。今回、歌詞の一部を海に漂わせました。
『う・み・は』に続く言葉について、皆で考えを巡らせてみたいと思いました。

田島 史朗

Shirow Tajima
【略歴】
1972 年群馬県桐生市生まれ。多摩美術大学彫刻科入学後、他物との関わりから生まれる変化に着目し様々な表現行為を行っている。卒業後、奄美大
島に移り住む。その後アジアを周遊し、東京に戻る。2000 年 同大学助手 ( ～ 04)。2004 年 ポーラ美術振興財団財在外研修生としてイタリアにて研
修 ( ～ 05)。2007 年 Atelier Ardiglione 代表。2011 年～多摩美術大学非常勤講師。
【主な展示】2013 年「変わるものこそ美しい」
（島根県隠岐西ノ島 )、
「ほんのてんらんかい」
（島根県隠岐西ノ島 )。2012 年 アートプログラム青梅 『存
在を超えて』
（東京 )。2011 年 隠岐・アート・トライアル 2011「美田小の実験」
（島根県隠岐西ノ島 )、
「ものうみ」清課堂ギャラリー（京都 )。2009 年「砂
鉄の物語」焼火神社（島根県隠岐西ノ島）、「ART LINK PROJECT 」白石島（岡山 )、2007 年「The 10th UNDERWATER EXHIBITION」( 鹿児島県
奄美大島 '08'09'10'11'12)、「 ‐ ibuki-」Atelier Kika（鎌倉 )。2005 年「20.Mostra di fine anno」Le Arti Orafe( イタリア )。
【ディレクション】2013 年「変わるものこそ美しい」
「ほんのてんらんかい」( 島根県隠岐西ノ島）
。2010 年 AQUART2013 ( 鹿児島県奄美大島
'11'12)
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又吉 賢昌

Kensho Matayoshi
【略歴】
1965 年那覇市生まれ 2010 年からアクアート出品
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report 01

Aquart Art Program 2013

今回は「おじい・おばあの海のお話」と題し、嘉鉄在住のおじ
い・おばあに昔の海のと人々の生活にまつわるお話をしていた
だきます。昔の人にとって海はどのような場所だったのでしょ
うか？ お話を聞きながらみなさまと一緒に瀬戸内町の海の魅力
清島さん ( 左 ) とやっと爺こと ( 右 )、

日時：８月２日（金）１９：００〜 会場：嘉鉄公民館（嘉鉄小学校向かい側）

司会 ： それでは始めさせて頂きます。

( ガヤガヤして 2 人揃ってはないなあなど意見があがる。)

今回、こういった話の企画をさせてもらったのは、僕らも数年嘉
鉄に滞在させてもらって、いろいろな方と関わりながら、展覧会

海に何をしにいったのか、、テラダ採りに行った人？
(3 ～ 4 名手が上がる。)

をさせてもらっています。でも展覧会で作品を展示させてもらっ
ている海で、集落の方がどういう風に生活の中で関わりを持って
いるのかということを全然知る機会が持てていません。毎年展覧
会しながらも、そういうことを知りたいなあという思いがあって、
今回どなたか良い方いらっしゃいませんか？と集落の方々に相談
したところ、やっと爺さんがよいのではないか！という話になり
ご紹介頂きました。
先日初めてお会いしたところなので、やっと爺さんはどういっ
た方なのか、実はあまり詳しくは聞いてません。お名前の方も本
名はお伺いしていなくて、嘉鉄の集落の方々に伺っても、皆さん
あだ名で呼ばれることが多く本名はなんだったかなあ？となるこ
とが多くてですねえ。その辺も踏まえて本名の方からお聞きした
いのですが、よろしくお願いいたします。( 笑 )
やっと爺さん：もう。本名は皆言わんでも分かってると思うけど
( 笑 )。ヨシモトヤストシです。皆さんよろしくお願いいたします。
ついこの前から、ヨシキ君に子どもたちと島の海の話をしてくれ
んか？という事だったもんですけど、子どもたちと海の話っていっ
ても、子どもにはあまり難しいんじゃないかと思うんだけどねえ。
我々が小さいときには、もう小学校 2 年生の時にはひとりで海に
魚釣りに行きよったんですから、今の子どもは 6 年生になっても
誰もひとりで行けないような時代ですから。そういう時代と、我々
の時代との差があんまりにもひどいものですからね、なかなかそ
の話に持っていけないんですよ。というのは、今、アクアートの
ビデオを見させてもらったんですけど、泳ぐのは上手ですねと関
心して見たんですけど。ああやって団体の泳ぎはああゆうふうに
泳ぐんですけど、自分ひとりだったらね、もう心配で泳げないだ
ろうと思うんですよ。そういうもんです。
子どもたちに 1 点だけ聞きたいんですけど、お父さんとお母さ
んに連れられて海に行ったことある人？

はい。ありがとう。あんまり海に行ってないねえ。なんでお母
さんなんかとテラダ採りにいかんかと？前の用務員のマミコおば
ちゃんなんかは、テラダをよく採った。親子のふれあい、ああい
うのを必ず連れてった方がいいと思うんですよ。わしゃなんでそ
ういうこというかとういうと、渡邊さんところなんかはしょっちゅ
う連れて行ってるものだから、よく見ると面白そうにやっている。
子どもは、海に連れて行って『これはなにぞ！』
『これはテラダどぉ』
と教えていいと思うんですよね。ただ、あぶないあぶないっていっ
て、連れていかなければ何にもならないと思うんですよね。ほら、
そこに海専門のトヨヒロおじさんなんかいるんだから、おじさん
は潜りもすれば何でもする。ああいう人に聞いてね。じゃあ、公
民館の先の海の中に大きな岩があるがね。そこまで行ったことあ
る人？（数名手を挙げる。）
あれは何だった？珊瑚礁だった？分からん？
あれはね。この公民館ができる前に、サイレン台というものが
あったのよ。この公民館を作るときにブルドーザーで壊して海辺
に投げたの。投げたんだけど、台風がくるたんびに、くるたんび
に沖にもっていく。台風は何でかこっちに持ってくればいいのに、
沖に沖にもっていく。だけど集落の人は今ではタコを採るところ、
タコが入るところになったよ。そこなんか行ったらタコがおるよ。
なんであんな近いところにタコがいるのに、なんであんたなんか
ただ見に行くだけ行く？笑。もうちょっと何かいないかねえ～と
よく見てごらん？ 見に行ってもいいんだけど、手はいれんな
よー。手をいれたらウツボがおるよ。海は絶対岩の中に手を入れ
たらウツボがおるよ。お母さんと海なんか入ってれば分かるんだ
けど、あれが岩なのか珊瑚なのかコンクリートなのかわからんで
しょう？
今ここにおる、お母さんたちはね。経験無いんだけど。潮が満
ちてくるとねー。ビンダレ ( 注 1) 持ってねえ貝とり泳いで行きおっ
たねえ。いっぱいおるよ。潮が引いた時は魚釣りにも行ってごら
ん。昔は小学校が潮が引いたら逃げてでも行きよったよー。そん
でねえ。今は、餌は古仁屋に行けば 100 円で沖アミが買えるがね
え。昔はね。お父さんお母さんに 20 円くれっていっても 20 円な
いーって言うもんだからまたそこの海岸でね、石をひっくり返し
てね。アマン ( 注２) がおるよ。アマンを百個位とって、魚釣るの
が一番面白い。そういうことをお父さんなんかとしてごらん。ビ
ンディンやマネンで魚釣るときは竿が長いでしょう？今はリール
なんかがあるけど、昔はないもんだから 2 メートル位の竹を切っ
てきて、ただ紐を付けて投げるといくらでも釣れるのよ。そんな
中でね、おじさんが 1 番釣りやすいのが、テンニャボラという魚
がおるよ。なんで、テンニャボラかちいうとね。魚は普通ね。横
を向いてるんだけどお。テンニャボラはねえ、頭だけ上にあげて
天ばかり見てるからテンニャボラいうんねあれ。
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たら、また島の潮が引く時分。その繰り返しで続くわけよ。それ

るわけですよ。

が大体治るのが３月半で７周痛いっていうのよ、ほんとだねえっ

やっと爺さん ： それをねえ。海ん中で釣ってねえ。ビンダレに入

「おじい・おばあ
の海のお話」

を再発見したいと思います。

ヨシキさん ： ハゼの仲間でね。食べ物を落ちてくるのを待ってく

て。あれだけは怖いは。スガリとりは気をつけなくちゃいけない。

れるもんだから飛び出るわけよね。飛び出ないように、釣ったら
ねえ。2，3 回岩に叩くわけよ。そういうことしよったから面白い

タコは普通 8 本の足の間に口があるもんだけど、このタコの口
は歯が２㎝位出ているの。ああ、これだなあって。それからタコ

うのよ。今度お父さんやお母さんと行ってごらん。面白いってあ

をスガリをみるとこのタコ危ないよって、みんなに言うんだけど、

の魚釣りってのは。

そういうのはお互い教えておれば良いわけよ。我々の時代は子ど

それとねえ。その辺の岩にね、みんな知ってと思うけど穴があ

も連れて何処にでも行きよったんですけど、今は危ないっちゅう

いてるがね。穴があいてるところはね。よく見てごらん。たまー
にね。その穴のあいているとろに頭の良いタコがおるのよ。タコ

て子どもを連れて行かないから、やっぱり子どもたちにそういう
体験を親子でした方が良いんじゃないかと思うんです。

は頭がよいから。なんでおじさんたちがね、タコを採れるかとい

司会 ： それでは、何かやっと爺に質問があるひと？

うとね。普通見ても分からんのよ。分からんだけどタコの頭の良

会場からの質問 ： タコ採りの時の水深はどのくらいですか？

いやつは、自分は中に入ってから、ほらウツボが入ってきたら食

やっと爺さん ： そりゃあ、いろいろよ。浅いときもあれば深くな

べられるから。ねえ。自分が入った後から石持ってきてきれーに
穴を閉めてあるわけ。穴閉めてるからウツボは入れんわけよ。し

てくるときもある。深くなってくればタコどころではないがね。
自分が溺れるから。

て人間ちゅうのは頭が良いでしょうまた。皆さんもタコより頭が
良いもんだからね。うーん。ここにはタコが入ってるって銛で突

会場からの質問 ： メスのタコを採ったらオスのタコは突いてき
た、という話を聞いたことがあるのですが。

くわけ。( 実際のタコを突く銛を持参いただき、見せて頂いた。)

やっと爺さん ： それはねえ。夜のスガリ採り。どういうことかと

これがタコを突く銛だけどね。タコが居るっちゅうときはね。見

言うとね。突いたタコは１メートル位の針金に通して引っ張って

たら石を積んであっても古い石と新しい石があるのよ、石には。
ほらそこの海に行けばね。みんな分かると思うんだけ、新しいと
ころは下になるわけ。上は泥や藻がついて黒いのよ、だからタコ
はそれが分からんもんだからただ石を積めさえすれば良いと思う
んだが。あ。ここにはタコが居ると分かるのは、石が新しいやつ
と古いやつが混じってるからこりゃ分かるわけよ。もうちょーっ
とタコが頭が良ければねえ。古いところばかりを積んでれば人間
は分からんだけど、タコはそれがない。タコはねえ。銛で突いて
もなかなか出てこないんのタコは。引っ張っても出てこない。島
の言葉でグジュッコてねえ。
ヨシキさん ： くすぐるという意味ね。
やっと爺さん ： そうくすぐってねえ。隣の人にくすぐってごらん。
気持悪いよね。タコもねえ。気持ち悪いから出てくるのよ。それ
でも出てこないときはね。もうひとつよ銛でね。こんにゃろって
ねえ。二つで引っ張るのねえ。出てきたらねえ。タコも必死だよ
ね。出てきたら墨を吐くのね。顔にかかったらそのすきに逃げら
れるからね。すみかけるって時は避けとくのね。海は真っ黒になる。
タコ採りは大変だよね。
また夜にねえ。海に行くときはスガリ ( 注 3) を採るの。噛まれ
たら大変。スガリはね。昼のタコのは怖くないけど、夜のタコの
スガリは怖いのよ。なんで怖いかというとすぐ噛むのよ。あれに
噛まれたら大変だから。針を指にちょこっと刺したら血が出るが
ね。あれくらいでもう毒が入ってるのよ。夜のスガリ採りは本当
に注意しなくてはね。
やっとじいも１回噛まれたのよ。ちょっと酒飲んでおってねえ。
潮が引いてねえ。海に 5，6 人行っておったもんだから自分もス

行くわけ、それで自分は４っつ採ったと思って帰ってみると５つ
ダコがついてる。自分も分からんわけよ。そういう事があった。
採りもせんタコが居るというのはそういうことかね。
会場からの質問 ： タコはどうやって食べるのが美味しいですか？
やっと爺さん ： 刺身ならね。皮をむいてねえ。吸盤の所も皮がむ
けるからね。
ヨシキさん ： カルパッチョなんかも美味しいですよ。
会場からの質問 ： 魚やタコを採ったりする意外に海で楽しんだこ
とってありますか？
やっと爺さん ： 今、みんなはお父さんが作ってくれた飛び込み台
があるがね。昔はそんなものはなかったらからね。沖にきびなご
漁に使っていた伝馬船があってねえ。そこまで泳いで行ったもん
だねえ。泳ぎが上手にならんと遊べないんだねえ。
注１：ビンダレ
洗面器
注 2：アラミニャ
岩につく貝類
注 3：イサダン
小さいサザエ ( チョウセンサザエ )
注 4：アマン
ヤドカリ
注 5：スガリ
正式名称はウデナガカクレダコ
道具上からヒニョシ、マガリ、トゥギャ、サクシアミ

ガリ採りに行かんばちゅうてね。銛と針金を持って行ったのよ。
海に入ったらすぐそこに大きいのが座ってる。おおこりゃしめた！
と突いたのよ。突いたら次に行くから針金に通して引っ張ってい
くのよ。そしたらこっちから５メートル位いかんとまた居るわけ
よ。夜はあっちこっちにもおるわけよ。そんでまた突いてね、採っ
て上げるまでは良かったんだけど、やっと爺は酒飲んでるもんだ
から、ふらついて針金に通さんばならんのにタコが足にひっつい
たのよ。
あっと思ってすぐに取ったのよ。でももう遅い。もう噛まれて
るよの。んで見たらね。ちょっと血が出てるもんだから、ああ、
もうすぐに家に帰って一生懸命洗ったりりしたんだけどねえ。
それでねスガリに噛まれると、島の言葉で７周痛いっていうの
よ。７周じゃから月に潮の引くのは２回じゃから。月の１日と
１５日に潮が引くがね。
すると７周だから３ヶ月半になるわけね。あのー。ひと月でね治
ることには治るのよ。ちょっとした傷だけど、また赤くなってき
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report 02

Aquart Art Program 2013

「嘉鉄小学校ワークショップ＆見学ツアー
アクアートを体験！」

嘉鉄の子ども達とともに水中に作品を展示し、アクアートの鑑賞会をもっと楽しんでほしい。嘉鉄の奇麗な海をこれから
の子ども達に見てほしいという思いを込めて 2 年前から始まった嘉鉄小学校の作品制作。

今年で３回目を迎えた嘉鉄小学生による作品。この 3 という回
数は第 11 回目から AQUART に参加し、14 回目から事務局長と
して嘉鉄の方々と関わり始めた私にとっては重要な数字です。「ま
だ３回目だったのか」という思いと、ワークショップに参加する
子ども達が「もう 3 学年も大きくなったのか」という驚きが生ま
れました。
嘉鉄にみられるような「集落」という構成単位は京都市内で育っ
た私にとっては馴染みのないものでした。「集落」という言葉を調
べてみると、その意味は「農山海村の地域社会において共同生活
を営むための住居の集まり」や「単に人が住む家屋の集合した状
態の場所」と記載されています。後者の説明から考えると私の育っ
た場所ではそれは「町」であり、そこに「町内会」という組織が
構成されています。しかし、住居は多く連なり「町」と「町」の
境界は視覚的に分かり易いものではなく、地図上で区切られたも
のです。人の入れ替わりが多い現代の都市部の地域社会において
は地域に所属しているという意識は低く、ゴミの当番といったよ
うな定期的に決められた役割によってのみしか生まれないように
思います。
それに対し、嘉鉄は峠や山、海に囲まれ、「集落」という地域社
会の境界が視覚的にはっきりと見えています。そしてその「集落」
には PTA、婦人会、青壮年団など数多くの組織があり、代表とし
て「区長」がいます。それは、「町内会」に見られる持ち回りのも
のではなく、しっかりと役割を持って存在しています。それは「集
落」まさに「共同生活を営むための住居の集まり」であり「単に
人が住む家屋の集合した状態の場所」とは異なります。都市部の
地域社会の繋がりが決して稀薄というわけではありませんが、そ
こにはない団結力や人の繋がりがあるように感じます。
全く異なる環境に育ち、
「外」から来ている私にとって嘉鉄の「集
落」のかたちは想像もつかないものであり、毎年少しずつ教えて
いただきながら分かりつつあるものの、まだまだ分からないこと
が多くあります。今年も、これまで関わりの少なかった方々とお
話をする機会があり、AQUART の活動に対して理解していただけ
たけたことや、まだまだ伝えきれてなかったところもありました。
しかし、区長さんや PTA、婦人会、青壮年団、そして、AQUART
実行委員会代表でもある岡田弘通さんのご協力により、嘉鉄小学
校の作品と展覧会のメインイベントである観賞会は年を重ねるご
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とに素晴らしいものとなっています。
今年の嘉鉄小学生の作品はペットボトルの透明の素材を活かし
た「ウニ」。昨年のハイビスカスの作品に続き、大小合わせて 8 個
のウニが水面に浮かぶ作品です。カフェ夢紅での搬入とオープニ
ングを終えて、7 月 30 日に瀬戸内町に到着して次の日の 31 日、
昨年と同じように作品の完成作業を嘉鉄小学校で開催しました。
今年の PTA 会長の嘉原さんから子ども達に完成作業の説明をして
いただき作業をスタート。球体のブイに刺をイメージしたペット
ボトルを沢山取り付けたウニを完成させます。その刺のペットボ
トルの表面に子ども達が思い思いの絵を描いたり、中には装飾と
して紙を入れて出来上がります。低学年の子も高学年の子も一緒
にペットボトルを手に取り作業を始めると、低学年子が何を描こ
うかと悩んでいる様子。「このペットボトル何に見える？」と「う
～ん？？」と首を傾げる。そこで、
「ス～イ、スイ。タコみたいじゃ
ない？」と言うと笑顔で「あ！ほんとだ！」言ってペットボトル
を真っ赤に塗り始めました。真っ赤になって行くにつれて「タコっ
て何があるかな？」「お口は？目は？」と聞いていくと、あっとい
う間にタコの完成です。「じゃあ。これは何に見える？」と聞くと
「さかな！」と、どんどんカラフルな刺が増えていきます。高学年
の女の子たちは、みんなでテーブルを囲みながら１つ１つ丁寧に

色を塗っていく、対象的に男の子たちは、あっちへ行ったりこっ
ちへ行ったり賑やかに作業を進めます。そうこうしている間に全
てのウニは完成し、あとの展示となりました。
8 月 3 日（土）待ちに待った観賞会。晴天の空の下、浜辺には
沢山のシーカヤックが並べられ、公民館では婦人会の方々が昼食
のカレーの準備をしてくださいました。子ども達はライフジャ
ケットを着用し、海風舎さんのシーカヤックの講習を受けます。
今年はその中に混じって初めて参加する子ども達がいました。昨
年から嘉鉄 PTA と、
「段階的に他の集落の小学生も参加してもら
えるようにしよう」と話を進めてきました。そして、油井小学校
の PTA 会長である堀さんに AQUART の趣旨やこれまでの活動を
話し、提案させていただききました。その結果、
「是非一度観賞
会に参加させてください。
」とお返事をいただき、油井から３名
の子どもが参加することになったのです。
「水中観光船せと」が
AQUART の会場を通過し、安全を確認した後で、子ども達はシー
カヤックに乗って会場となる沖へと向かって行きました。みんな
慣れたもので、あっという間に子ども 2 人だけでシーカヤックを
漕いで行ってしまう。そのスピードに毎年さすがだな、と感心す
るのですが、それは海に入っても同じです。みんな、自分たちで
協力し合ってちゃんと作品のある場所まで泳いで行きます。素潜
りもほとんどの子が上手にこなし、作品を水面、水中からと自由
に作品を鑑賞することができます。海が怖くて泳げない子も、毎
年少しずつ泣きながらも克服しているのが伺えるように、初めて
参加した油井の子達も始めは緊張していたようだったのですが、
時間が経つに連れて楽しんでいたように思います。こうして、子
ども達の様子を毎年みていると、海は成長と学びの場となってい

くの方々が体験し、身をもって何かを得ていただける展覧会にし
てきたいと考えています。また、それと同時に私たちもこの奄美
大島、そしてこの素晴らしい海から多くのことを、まだまだ沢山
学ばせていただきたいと思います。

るのだと実感することが出来ます。
幼少の頃から海との関わりが少ないまま大人になった私にとっ
ては、海はただ怖い場所でした。もちろん今でも海はその自然の
力により、怖い場所でもあることは変わりがないのですが、奄美
で海と関わるようになってから反対の側面も知るようになりまし
た。地上には無い浮力、水圧、水流などを体験しながら作品を展
示したり、多様な生物を観察してその生命力を知ること、子ども
達の成長を見ることは、私や人々に様々な教えを与えてくれてい
ます。観賞会に参加した油井集落の堀さんが海で泳ぎ、また子ど
も達が泳いでいる姿を見て「来年、油井の小学生達も参加させて
あげたい」と言っておられたことは、私たちと同じように海から
何かを得たからだと思います。
来年も水中展覧会 AQUART をきっかけとして、子ども達や多

安藤 隆一郎 ／ Ryuichiro Ando 染色家
【略歴】
1984 年京都生まれ。2009 年京都市立芸術大学院染色専攻修了。現在同
大学染色専攻非常勤嘱託
【主な個展】
2009 年「なのない壺」ギャラリー恵風（京都）、2013 年「水平線のために」
MORI YU GALLERY TOKYO（東京）
【主なグループ展】
2010 年「京都オープンスタジオ」凸倉庫（京都）、「Jungle Project!!Johnny come lately- 安藤隆一郎 稲垣萌子」MORI YU GALLERY
TOKYO
（東京）
2011 年
「Undulationism2」
MORI YU GALLERY KYOTO
（京
都）、「六甲ミーツアート」六甲山町駅内（兵庫）※ユニット「（ゆ）」で参
加。2012 年「工芸ビエンナーレ２０１２」京都市文化博物館（京都）
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report 01
「アクアートの試み」
アクアートは 1997 年から開催され、今年で 16 回目を迎えま

アクアート アート・ディレクター
田島 史朗

した。水中や水面を舞台として様々な表現が試みられてきまし
た。

アクアート (AQUART ) とは？
アクアート (AQUART) とは、AQUA ＋ ART の造語です。海の

によってモノを識別することになります。
これら浮力によって作品の設置方法が変わってきます。重い素

環境と人間の創造活動との共生のもと、奄美大島の素晴らしい環
境資源をアートと共に再発見し、美術・環境への意識を高めてい

単ではありません。空気による浮力は水圧の影響を受けるからで

く水中の展覧会名、また関連するプログラム名、そして運営団体
名です。

奄美大島って？
会場となる瀬戸内町は、鹿児島から南に 400 キロほどの奄美大
島本島の南に位置し、大島海峡をはさんで加計呂麻島、請島、与
路島の有人 3 島からなる人口約 1 万人の町です。平地は少なく、
300 メートル程度の山岳地が連なり、海岸線は典型的なリアス式
海岸を形成し、多くの集落はその海岸線にあります。主な会場と
なる嘉鉄集落は瀬戸内町の中心である古仁屋から車で 10 分程度
の大島海峡を望む入江内にあります。ワークショップ活動など陸
上で行う企画は、主に集落内で行います。また展覧会は集落から
700 メートルの沖合の水深 8 メートル前後の海中で行なわれてい
ます。透明度が高く、海底は白い砂地、海峡に面している為に大
きく波の影響は受けないが、潮位による海水の入れ替えは大きい
などの諸条件が他にない特徴を有しています。

水中展覧会というもの
私たちの陸上での日常も約 1 気圧の中で多少の浮力や風雨など
の諸環境にさらされています。これが水中の世界になると、陸上
生活よりも環境の変化に敏感になります。気温の 1 度よりも水温
の 1 度の変化はより大きく感じられますし、また台風などの暴風
は別として風よりも潮流は、わずかに流れるだけで体を支える事
ができないほど粘り強くあたります。
しかし、これら変化する環境の中で一番大きな違いは浮力にあ
ります。海中による浮力は、海水より比重の重い軽いで浮き沈み
が決まります。陸上の世界においては、重い軽いの違いはありま
すが、大半のモノは下に落ちます。しかし海中では比重 1.024（海
水温 24 度）を境に、浮くもの、沈むものといった物理的な比重
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材を浮かべるには空気を利用するのが効果的ですが、なかなか簡
す。
陸上においても気圧の変化はあります。低気圧の接近で気圧は
下がりますし、山に登っても下がります。しかしその変化は 1 気
圧のもとで多少の増減を繰り返すもので極端な変化ではありませ
ん。水中での変化は、水深によって変わり、水深 10 メートルで
は陸上の約 2 倍の圧力がかかります。例えば水面で 500ml のペッ
トボトルが半分の大きさになってしまいます。これは先ほどの浮
力と関連しますが、体積が半分になれば、浮力も半減してしまい
ます。微妙なバランスで作品が浮いている状態で、何かしらの影
響で作品が少し沈めば浮力は水圧によって徐々になくなり作品は
沈んでしまいます。逆に作品が少しでも浮けば、水圧の低下から
体積は増し、浮力は増大して水面まで作品は浮いてしまうなど水
深による変化は大きく現れます。
これに加えて干満の差による潮流は、1 日 2 回ずつ、大潮の時
が最大で、干満の差は 2 メートル以上になります。そして透明度
は、霧でもでない限りある程度遠くまで見える陸上に対して水中
では透明度が場所や状況によって大きく変わります。濁る海では
自分の手が見えませんが、綺麗な海では 50 メートル先も見えま
す。また色相の変化も著しく、距離によって最も赤系が退色が速
く紫へと変化します。金属の素材なども電位差による腐食など、
普段の日常では考えられないようなことが起きます。

海からみえるもの
これら諸条件の変化は、新しい意識や表現方法の変化が生まれ
ます。いかに普段の日常生活が限られた世界観の中で生活してい
るのか、しかしその影響は意識を超えた所にまで及ぼしていると
いう現実です。水が循環する中で海と山はつながり、人と海もつ
ながっています。日常の生活をもうひとつ大きい視点から捉えな
おすことで見えてくるものがあります。これがアクアートの大切
にしていることであり、アクアートの役割であると考えています。
このように実験的な展覧会だけを開催することから、よりワー
クショップやその他の活動に力をいれるようになったのは 6、7
年前からです。それは 1997 年から見続けていた奄美の環境の悪
化です。外から見た海に大きな変化は大きくは見えないが、水中
での変化は大きいものとなっています。1998 年の白化現象に始
まり、オニヒトデの大量発生と奄美の海は大きく被害を受けまし
た。その後のサンゴの復活は進んでいるものの、当時の珊瑚の状
況に戻っていないのが現状です。そして何より水質の悪化も著れ
ています。私たちにとって海の素晴らしさ、美しさに感動したこ
とからはじまった活動であり、また創作の場でもある海の水質の
悪化は作品が見えなくなるなどの具体的な課題として現れていま
す。これら課題を認識した時に、アクアートの方向性もより社会
性を持って活動していくことに決まりました。

綺麗な海を取り戻したい
綺麗な海を取り戻したいことは確かなことですが、それを前面
に押し出していくのではなく、海の素晴らしさを再認識してもら
うことで答えを一緒に見つけ出していきたいと思っています。ワー
クショップ活動や見学会は、地元の集落との連携で行われていま
す。集落から水中の会場までは約 700 メートルも離れているため
に、シーカヤックで会場まで漕いで向かいます。その後は泳いで
の鑑賞となります。私たちが力を入れているのが、体感です。知
識で作品を鑑賞するのではなく、体得してもらいたいと考えてい
ます。水はしょっぱい。寒い。苦しい。疲れる。青く綺麗だ。変
なものが浮いている。面白い。
奄美の人たちは、海に入らない人が多い。作品を見学すること
で、たくさんの人に海の中を覗いてもらいたいと思います。また
地域の要望もあり、作品を毎回すべて撤去していましたが、2010
年より、数点残し、そこに珊瑚を移植する試みも行いました。
海底で折れた枝サンゴは、そのままでは砂に埋もれて死んでし
まいます。折れた枝サンゴを作品に固定し、移植することでサン
ゴは育つのではないか？という試みです。移植はとても難しいこ
とです。珊瑚の種類は数百あり、それぞれ好みの水深、潮の流れ
等複雑な条件の中で珊瑚は根付き成長します。2010 年夏に移植
したサンゴは順調に生育し、2012 年 8 月の段階で、ミドリイシ
科クロマツミドリイシ（※１）のサンゴは 10 数センチ伸びました。

人たちと共に何ができるのかといった交流を広げながら、活動を
広げていきたいと思います。芸術は新しい概念を創造すること、
または再認識させることが大きな仕事のひとつだと考えています。
海の中から水面越しに見る日常はどのように見えるのか、実際に
体感することで変わってくる。そんな活動を続けていきたいと思
います。

その他に藻やソフトコーラル等も付着し、作品を覆っていました。
潮流等で動く作品にいわゆる造礁サンゴは定着せずに、ソフトコー
ラルが自然に付着するなどの結果が出ていました。
しかし 2012 年 8 月の台風 15 号や 9 月の 16 号など未曾有の
大きさの台風により、作品が砂に埋まる等の影響で、多くのサン
ゴを失ってしまいました。真夏の台風は、浅瀬の上がってしまう
海水温を下げる効果があります。それと同時にサンゴを壊すほど
の破壊力も持ち合わせています。今後の課題として、保存する実
験的に設置する作品の場所は変更も含め考えなおす必要がありま
す。

地域とアートと自然
素晴らしい世界をどのように広めるのか、またどのように美術
を普及していくのかという事を命題に、私たちアクアートメンバー
がさらなるアプローチを考え、実践していけるのか。また地域の
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report 04
「みんなで踊ろう！リトミック」

＜はじめに＞

Aquart Art Program 2013
日時：８月４日（日）１３：００〜／１４：３０〜
会場：瀬戸内町中央公民館ホール ＊参加費無料
住所：〒 894-1506
鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字船津３３
講師：中納由嘉、村上藍、東瑛子、松本真奈
今年もプログラムの中に、海にまつわる歌や生き物をたくさん

2012 年、台風がいくつも奄美大島の近くを通ったアクアート

取り入れてくれました。AQUART 海中展覧会の、田島史朗の作品

期間。船や飛行機に欠便がでるような天候の中、リトミックを実
施しに来てくれた中納由嘉さんと村上藍さん。嘉鉄の保育園での

にあわせて「海は広いなおおきいな」の歌も登場しました。スタッ
フも、波をイメージした手製の小道具や、浜辺の珊瑚を使った波

リトミック体験に子どもたちは大喜びでした。そんなお二人が、

の音で参加させてもらいました。親子での参加に AQUART のメ

素敵な仲間を連れて今年も AQUART のために奄美大島に来てくれ

ンバー達も加わり、音楽とリズムに乗って大人も子どもも一緒に、

ました。

楽しく初めてのリトミックに取り組みました。

＜リトミックとは？＞

プログラム

リトミックは音楽やリズムを通した活動が基本ですが、曲とふ
りつけが予め決まっている「お遊戯」とは異なります。リトミッ
クは即興などで流れる音楽に対して、子どもがそれぞれどう感じ

＜リトミック当日！＞
8 月 4 日 ( 日 )、4 名のリトミック講師陣が瀬戸内町の公民館に
やってきました。すぐにリハーサルが始まります。即興性の強い
リトミック、大まかなプログラムの構成を打ち合わせしながら音
合わせをします。中納さん、村上さんのピアノと歌に、ヴァイオ
リン演奏の東瑛子さん、声楽の松本真奈さんを加え、より深みの
ある音が公民館に響きます。
予定時間となり、少しずつ参加者が集まってきました。はじめ
は不安そうな子どもたち、軽快な進行と楽しいリズムに少しずつ
動きが大きくなっていき、終わる頃には笑顔で走り回っている子
もいるぐらい。
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「もうひとつの AQUART 」
水中展覧会 AQUART によるもうひとつの展覧会。メンバーが
普段作っている、染織・漆・木彫・彫刻・陶芸の作品を 陶工房

Aquart Art Program 2013
会場：陶工房カフェ夢紅
〒 894-0508
鹿児島県奄美市笠利町与湾神ノ子字殿地
会期：2013 年 7 月 31 日 ( 水 ) 〜 8 月 5 日 ( 月 )

カフェ夢紅 に展示致しました。

毎年夏、奄美空港に降り立つと、青い海岸線を横目にレンタカー
で瀬戸内町まで一直線に瀬戸内町へ向かい、AQUART が始まりま
す。３日間の展示が終わるとまた奄美空港まで一直線、自宅に着
くとその年の AQUART が終わります。しかし、今年はちょっと違
いました。数年前から瀬戸内町からの帰りに寄り道する「陶工房
カフェ夢紅」で「もうひとつの AQUART」を開催したのです。

< 導入 >
・お返事、ONE クラップ、ひざビート、まねっこポーズ
< 海へ行こう >
・絵本読みきかせ、バス活動 ( エンジン、信号、バック、ガタゴト道、く
ねくね道、のぼり、くだり、救急車 )、準備体操 ( ラジオ体操の曲で ) ぶ
らぶらポン、波あそび、ボートこぎ、絵本、海の仲間を見る、海の仲間
に変身！ ( イカ、ワカメ、カイ、トビウオ )、スカーフで海の波をつくる
( 海 ?? うたう )、魚釣り、ポニョの歌に合わせて踊ろう ??、昆虫太極拳
絵本を使った活動

講師経歴

どう表現したいかということを大切にするのです。
「一人一人が
コップを持っている。今の教育が、そのコップに水を溜めていく
ことを目的とするのに対し、リトミックはコップ自体を大きくし、
可能性のうつわを広げることを目的としている。」そんな素敵な考
え方なのです。リトミックのねらいとして■音を聴いて反応する
ことで集中力、思考力、判断力、即時反応力を養う。■音楽に合
わせての思い思いの動きの発信による表現力や想像力の伸長。■
大勢で活動を楽しむことで、協調性やコミュニケーション力が生
まれる。といったものがあげられます。リトミックは、近年、幼
稚園や小学校の支援学級で実施されたり、保育、育児に関する高
校授業でも取り入れられ始めています。
さて、こうした言葉での説明では、正直いって実際にどんなも
のなのかわかりません。リトミックは、体験してはじめてその楽
しさや意義を理解できるものなのです。
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村上藍 ピアノ
2009 年同志社女子大学音楽学
部ピアノ専攻卒業。リトミック
研究センター指導者養成校を
卒業し、リトミック指導者資格
デ ィ プ ロ マ A を 取 得。 小、 中
学校でこども支援サポーターと
してこどもの学習支援をする中
でこどもの発達と音楽の関わり
について勉強を始め、発達障害
のこどもたちと関わりながら、支援学級でのリトミック指導活動をす
すめる。現在、大阪音楽大学付属音楽院幼児音楽クラス講師として幼
児に音楽指導、また敬愛高等学校こども学コースにて保育士を目指す
生徒に音楽、リトミックを指導中。その他、地域の子育てサークルで
未就学児親子向けにリトミック活動中。
中納由嘉 ピアノ
幼少にピアノ教師の母から手解きを受ける。石橋信子先生師事。私立
相愛高等学校音楽科を経て相愛大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。
リトミック研究センター養成コースディプロマ A 取得。在学中に中学
校教諭一種免許、高等学校教諭一種免許取得。卒業後はコンサートや
ママさんコーラス伴奏、BGM をする傍ら中納総合音楽教室にて、ピア
ノ、ソルフェージュ、合唱、歌唱講座などを指導。ビクターカレッジ
スクールにて、メモリアルプレイヤー養成コース講師。産経カルチャー
センターにて歌唱講座。現在、朝日カルチャー歌唱講座指導。中納総
合音楽教室にてピアノ、リトミック、ソルフェージュ、歌会、ペコミュー
ジックスクールにて、ピアノ、リトミック指導。出張リトミック講師、
ポップス、歌唱講座指導。混声合唱団 YouCanDo ！主宰。
松本真奈 ソプラノ
愛媛県松山市出身、愛媛県立松山東高等学校、神戸女学院大学音楽
学部声楽科専攻卒業。同大学オータムコンサート、同大学新人演奏
会、西宮市新人演奏会等に出演。在学中、学内オペラ「コシ・ファ
ン・トゥッテ」デスピーナ役で出演。その他、各種コンサート、子供
のためのクリスマスコンサートなど出演。徳島コンクール第３位、神
戸新人音楽賞コンクール優秀賞受賞。イタリア Piacenza 国立音楽院
LaurraGroppi MasterClass の講習にディプロマを取得。佐藤陽三、
西明美、若本明志、LauraGroppi、各氏に師事。関西二期会準会員。
東瑛子 ヴァイオリン
神戸女学院大学音楽学部卒業。英国ギルドホール音楽演劇学校、神戸
女学院大学大学院音楽研究科修了。現在、神戸女学院大学音楽学部「音
楽によるアウトリーチ」教育要員。音楽ワークショップやコラボレー
ション、即興の研究と実践を通じて、社会における音楽家の役割と可
能性を探り、活動を展開している。

そのお店は、奄美空港から海岸線沿いを車で 15 分ほど南に下っ
た「神ノ子」という集落にあります。赤い漆喰の建物と空を包ん
でしまいそうなぐらい大きなガジュマルの木が海に向かって生え
る庭。そこが、陶芸家の夢元さんと奥さんの紅さんが営む「陶工
房カフェ夢紅」です。木造の建物には潮風が通り抜け店内には紅
さんの美味しい料理の香りが漂い、洗面台や階段等に夢元さんや
地元作家の作品があしらわれています。料理を待ちながら、夢元
さんの作品を手に取ったり、絵本を読んだり。また、食後には紅
さんとお話をして過ごすのが毎回の楽しみとなっていたのです。
私が初めてここを訪れた時、偶然にも地元の作家の方々のグルー
プ展が開催されていました。紅さんからの説明で、沢山のものづ
くりの人 U ターンや I ターンで奄美に移り住んでいることを知り
ました。同時に、私たちは毎年奄美に来ているにも関わらず、そ
ういった方々と知り合うことが無かったことにも気付かされまし
た。そこから「是非いつか奄美在住の作家の方々にも AQUART を
見てもらいたい」と思うようになったのです。
奄美での AQUART では、水中展覧会という特殊な環境で作品
の発表をしているメンバーだが、普段は染色、漆芸、木工、彫刻、
版画などそれぞれが異なる技法を用いた作品を制作し、発表を行っ
ています。そこで、まず普段制作している作品を通して参加して
いるメンバーや AQUART について知っていただけるきっかけを作
りたいと考えました。
再び夢紅に訪れた際、AQUART 期間中の展覧会「もうひとつの
AQUART」の開催の協力をお願いしたところ、快諾していただく
ことができました。開催期間は 7 月 31 日（水）～ 8 月 5 日（月）
の６日間、今回発の新しい試みに胸を踊らせながら会期を迎えま

していただいた方々とともに AQUART の記録動画を鑑賞しながら
展覧会の趣旨やこれまでの経緯についてお話をさせていただきま
した。
奄美在住の木工作家の方と意見交換をしたり、奄美での物作り
のお話を聞くなど、とても貴重な機会となりました。また、翌日
にお会いした作家の方が AOUART の展示に足を運んでくださった
り、イベントにも参加していただくことができました。
今回のこの経験を活かし、来年以降もこういった試みを継続し、
瀬戸内以外の島内の方々にも見に来ていただき、作家の方々には
参加していただける展覧会にしていきたいと思います。

した。
7 月 29 日（月）奄美空港に到着とともに、第 16 回目 AQUART
が始まりました。そして、今回は瀬戸内町まで直行せずに、夢紅
の搬入へと向いました。
夢紅の建物の２階には PARADISE+inn という宿泊施設があり、
当日はここに一泊することになりました。到着してから間もなく
大きなガジュマルの下で作品の開封し、展示の準備を始めました。
今回の展示作品は私、安藤隆一郎の蝋染め作品「水平線に近づく
ために」とドロ～イングの「とつぜんの落下」
、市川陽子の革製の
コップや箱に漆を塗った「漆と皮の日々のもの」
、稲垣萌子のシル
クスクリーンによる「手のひらの樹」
、公庄直樹の木彫「ハリネズ
ミ」
、染谷聡の漆の立体「おにぎゅり」
、田島史朗の彫刻「-ibuki-」
、
地元から参加の又吉賢昌の陶芸「トントンミー」と「みるくシー
サー」の様々な分野の７名による展示です。同日にはレセプショ
ンパーティーを開催し、紅さん、夢元さん、そして途中から参加
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おわりに
今年は天候に恵まれた。海の透明度も
まずまずの状態であった。アクアートが
始まって今年で 18 年目を迎えているが、
もっともコンパクトな実行委員会組織で
の展覧会となった。
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