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兵庫県立美術館館長 蓑 豊氏の講演記録 

 

皆様、こんにちは。蓑でございます。市長さんのお話を聞きながら、5年間の

坂の上の雲ミュージアムの軌跡を見て、よく（人が）入っている博物館だなと

うれしく思いました。それは、松原館長はじめスタッフの努力が実っているん

だと思います。この手の博物館というのはなかなか人が入らないということで、

有名施設でも現代美術もそうなんですけれども。今日の（市長の）お話の中で

司馬さんが 3人の松山から生まれた若者が本当に努力して、今の日本を築いた

ということを感じますし、そういう土地柄からまた若い人たちが努力して新し

い日本をつくってもらいたいなという思いをもっています。 

特に安藤（忠雄）さんと私どもは長い長いお付き合いで、私がシカゴ美術館

の東洋部長をしていたときに初めて安藤さんに頼んで、“安藤ルーム”という日

本の屏風を並べる部屋を造らせていただいたんですけれども、それが安藤さん

の初めて世界へ羽ばたいた作品なんで、安藤さんにとっても記念すべきところ

になっていますし、私にとってもそれ以来、安藤さんとのお付き合いが続いて

いますので。また、たまたま 2年前に兵庫県知事の井戸さんと安藤さんに頼ま

れて、県立美術館の館長として務めさせてもらっているんです。金沢の時と違

いまして、金沢は一から立ち上げましたけれども、今度は堅固な巨大な建物が

できていましたんで、これをどうしたらもう少し多くの人に親しみをもってミ

ュージアムに来てもらえるか、日々いろんなことを考えながら、またスタッフ

にも悩ましていますが、一つ一つ新しいことをして、本当に人もたくさん来る

ようになっていますので、そういった例も今日お話しさせていただきますが、

１時間程度ということですので、あまり長くはお話しできませんけれども。 

その前に、世界で美術館が街の中心に建ってどれだけ集客力をもっているか

ということについて、世界の例を見ながらお話しし、最後に兵庫県立美術館で

やっている取り組みをみなさんにお話ししたいなと思います。 

それでは、最初のスライドをお願いします。 

＜グッゲン・ハイム美術館（ニューヨーク）＞ 

1959年、日本が戦後まだ苦しんでいる時代ですが、グッゲン・ハイム美術館

が街の真ん中にできました。美術館というとギリシャ神殿のような大きな建物、

大きな教会のようなものがイメージされて、明治の時代から美術館というと世

界中に建てられましたけれども、1959年フランク・ロイド・ライトがこういっ

た近代的な建物が古い有名な街なかにドンと現れたということは大変奇跡とい

うか、住民には大反対でした。これまではお城やお寺等ができて、門前町がで

きたり、城下町ができてきたと思いますけれども、これ以来そんなことはでき

なくて、近代建築である美術館がまちづくりの中心になっていかなければなら
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ないということで、これからいろいろお話しさせていただきます。 

これがニューヨークの五番街にあり、メトロポリタンから目と鼻の先のとこ

ろに、有名な古いアパートの建築物の中にこういったものができあがったんで

すね。風評被害というか大反対があり、これが 20年経たないとなかなか収まら

ない。1959年というのは、エポックでもあるし大事な年でもあります。今では、

フランク・ロイド・ライトの作品である、このグッゲン・ハイムに行かないと

ニューヨークに行っていないと言われるまでの大切な建物になっています。 

＜ポンピドゥー・センター（パリ）＞ 

そして、ちょうど 20年後に今度はパリで、これはポンピドゥー・センターと

いいますが、この建物の中に図書館と美術館が入っているが、今でも建築最中

のような建物が、しかもパリの古いいわゆるニューヨークの五番街のようなと

ころに出来上がりましたので、パリの人たちも仰天しましたし、なぜこういっ

た建物が古い街並みの中にできるんだということで、凄い反対がありました。 

しかし、今はルーブルとポンピドゥー・センターは、1回は観ないとパリに来

たと言えないくらいの観光の名所にもなるし、大事な建物になっています。こ

の建築に関わったのが、レンゾ・ピアノ。レンゾ・ピアノは世界中で数多くの

近代的な美術館を造って大事な人になっていますが、これは 30代前半のかなり

若いころの作品だと思います。 

＜グッゲン・ハイム美術館（ビルバオ）＞ 

これは、20年後の 1997年にスペインのビルバオという日本で例えると呉市

のような造船で有名な街で、バスク人という人たちが集まった街で、スペイン

の大西洋岸にある街ですが、ここも造船は日本、韓国、中国にとられて、就職

率も非常に高く 20％を超えていたと思うが、そういうところに当時の市長が文

化でまちを興そうということで、グッゲン・ハイムの支店（分館）をビルバオ

にもってきました。そして、街のど真ん中に変わった建物を造ろうと、フラン

ク・ゲーリーという大変有名な建築家ですが、彼に設計させて完成したのがこ

のビルバオのグッゲン・ハイムです。これが大当たりして、年間 100万人以上

の人が訪れ観光名所になっていますし、このお陰で街も発展していますし、失

業者も非常に少なくなったということで、文化がいかにまちづくりに寄与して

いるかが分かります。もちろん、経済波及効果は大変なもので、年間 100億以

上のお金がこの街に落ちている例です。 

＜ポール・ゲティ美術館（ロスアンゼルス）＞ 

1997年には風評というものは次第になくなっていくわけですが、20年かかり

ました。この美術館は、ロスアンゼルス郊外の山を一山買って、テッペンを平

らにして、そこに美術館、図書館、修復センターという 3つの施設を石油王と

言われているポール・ゲティのお金で造りました。これも大当たりで、ロスア
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ンゼルスに行ったらゲティというくらい、年間 100万人以上の人がこの施設に

集まるほど大事なところになっています。 

＜テート・モダン（ロンドン）＞ 

次は、風評被害がなくなって 3年ぐらい経って、近代建築を街なかに造るこ

とによって人が集まるようになった。このことによって、経済波及効果は凄い

んだということをたくさんの人が理解し始めた。このテート・モダンという建

物を造ったときは（小説にもなっていますけれども）、世界中からコンペにたく

さんの有名な建築家が応募した。ここは元々火力発電所の跡なんで、1980年代

には廃業していますので、何も使われていない建物を使いながらヘルツォーク

とド・ムーロンという若いスイスの建築家がこのコンペに勝って建物を造った

お陰で、イギリスでは古い建物を残そうという意識が強いところだが、たまた

まテムズ川の向こう側であり、街なかではないということもあり、手前にはセ

ントポールという有名な教会がありますけれども、テムズ川の畔に“世紀のま

ち”というものができていますので、これができたことで何百万人という観光

の大名所になっているぐらいですから、みなさんもご存知だとは思いますが、

この 2人は北京オリンピックの鳥の巣のような大競技場を設計したことで、彼

らは世界でも非常に有名になりました。 

＜金沢 21世紀美術館（金沢市）＞ 

みなさん、ご存知の金沢 21世紀美術館。金沢市は人口 45万人で、松山とあ

まり変わらないと思います。ここは金沢城のそばですが、となりが兼六園、元々

ここは金沢大学付属小中学校があったところで、1万坪ぐらいあります。妹島、

西沢という若い二人の SANAAという会社で彼らが設計して、これも凄いコン

ペによって決まりました。お陰で年間 150万人、昨年累計 1,000 万人を 7年で

到達するという考えられない入場者を記録し、大変成功している美術館だと思

います。 

今までは、現代美術というと本当に「人が来ない」とレッテルを貼られてい

ます。文学館とか坂の上の雲ミュージアムなどこういったタイプの博物館は、

あまり物がありませんし、作家さんの原稿見たって面白くもございませんから、

企画力というものが大事だし、司馬さんという著名な作家さん、ここ松山にと

っても英雄中の英雄が出てきたということもあるでしょうが、司馬遼太郎、そ

してテレビドラマがなかったら、松山といっても誰も分からなかったと思いま

す。だけど、あの小説がドラマ化されたことによって、たまたまグッドタイミ

ングということもありますけれども、安藤忠雄という世界的な建築家に建てて

もらったということも話題づくりという面で良かったと思います。これからも

一度来るとどんどん人がやって来ますから、その基礎をつくってきたこの 5年

は大きいことだし、それに自惚れず、常に前向きに努力すれば、50万人、100
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万人とそれぐらいの勢いで伸びてくると思います。期待しています。 

金沢も子どもに期待をかけました。現代美術というと鳥肌がたつし、作家さ

んの名前は誰も知りません。これが 1点でもルノアールとかゴッホの絵があっ

たらと。しかし、日本はバブルの時に各県、各都市、各町、村まで美術館を造

りました。その中で何をしたかと申しますと、1点だけ印象派の有名な絵描きさ

んの絵を買いました。そうすると、最初は来るでしょうが、二度と来ません。

ただ有名な絵があればではなくて、子どもの時から教育をしていかないとこれ

からの美術館というものはどんどん離れてゆきます。場所も遠く、バスが 1時

間に 1本くらいしか通らないような、そんなところにも日本中で美術館をそこ

らじゅうに造りました。今は閑古鳥です。出来た時は皆さん若くて車を運転す

るから公共交通なんて頭にもなかったでしょう。だけど、歳をとると車の運転

はできないし、歩くこともままならない。だから子どもに教育しなかったら、

美術館にますます人が来なくなると思います。 

そこで私が考えたのが、家族で来れるような美術館にしなくては。まず子供

に「美術館というのは楽しい、素晴らしいという感動を与えることによって、

子どもが親を連れてくる」、私はこういう美術館を目指しました。金沢に 4万人

の小中学生がいて、先生も入れると 4 万 2 千人くらい。全部で約 90 校ですが、

まず全員を連れて来ようというプログラムで、それにかかる費用が 5,000万円

くらいです。 

この美術館は土地と建物で約 200億円のお金を使っている。金沢市の一般会

計は約 1,500億円で、この中で 200億円は大変なお金です。だから大反対があ

りました。当時の山出市長も悩んだと思いますし、誰も館長になろうなんて考

えなかった。たまたま私が引き受けたんですけれども、私自身いろいろ言われ

ました。でも、新しい美術館で新しいことができるんです。この金沢でたくさ

んの人を呼べる、金沢で美術館に人が来れば、美味しいものはある、近くに温

泉があり、いろいろなことができる。ただ美術館があるだけではないと。松山

も素晴らしい温泉はありますし、素晴らしい瀬戸内海があるわけですから、総

合力があれば人は来ます。美術館だけでは厳しいですが。 

話は戻りますが、子どもが親を連れてきたわけです。全員美術館に来たわけ

ですから。毎日、2校バスで連れてきました。バス 4～5台で。1校に 500名～

700名いるわけですから。ここでおよそ 2時間遊べるわけです。まず館に入っ

て最初に目にする「スイミング・プール」。子どもたちにとっては、現代美術館

って何て楽しいんだと。金沢の寒いところにプールがある。まずプールを見て

下を見ると人がいるわけです。別に水着を着ているわけではない。制服を着て

いる人間が水の中にいる。それだけで子どもたちはキャーキャー言う。実際下

に行くと不思議な世界がある。ちょっとしたトリック。アルゼンチンの若い作
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家が作った作品なんですけれども、それだけで皆さんコロリときますから。そ

れで子どもたちは親を誘った。今でもリピーターが一人年に 2、3回はある。 

私が心配なのは、ここに松山の人が実際に来てくれること、これが一番大事

なことです。まず土地の人にとって誇りに思えることです。友達が来た、親戚

が来た、そういった場合に必ず美術館に連れて行く、金沢には 21世紀美術館が

あるということで、かなりプライドを持っていますから。友達が来れば必ず連

れていけるような、そういう美術館にしていくことによって、リピーターは生

まれてきます。これからは外から来る人にはリミットが来る。最初はいろいろ

なニュースによって来るでしょうが、いずれ外から来なくなった場合にはリピ

ーターです。その街の人が美術館に対してプライドを持ち、誇りに思うような

美術館にすれば、これはもう完全に美術館としてやっていけるし、美術館に行

くということが皆さんの生活の一部にしなきゃダメなんです。美術館がなけれ

ば生きていけないくらいの気持ち、水がなければ生きていけないぐらい、美術

館の存在がいかに皆さんの生活の中で大事かということを思わせることがない

と、美術館は必要ないということになってしまいます。 

ですから、金沢もそうなんですが、子どもに教育しなければならない。もう

一つはっきりしたことは、小学校 4年生、10歳という年齢です。皆さん 10歳

のごろ何をしていたか、思い起こしてください。10歳の子どもたちが一番感動

するんです。小学校低学年というと集中できるのは 10～15分ぐらいです。高学

年になると女性は体も変わるし、異性に興味を持ちます。だから、美術館に来

ても美術品よりも女性であれば自分の好きな男性の方ばかり目がいって、美術

館のことはあまり覚えていないんです。だけど、小学校 4年というのは凄い。

何でも習いたい、何でも食いつきたい。4年生に語学もそうだけど、あらゆる学

問、ピアノも習字も。皆さん、10歳というのは大事な年齢ですから、お孫さん

や子どもさんが生まれた時は、あらゆることをさせて、それがずっと感動とし

て残っていますから。 

日本の教育で一番まずいのは、10歳が一番楽なんですが、一番の新人（の先

生）を 4年生の担任にさせるんです。日本の教育が大きく間違った点なんです。

一番仕事のできるクリエイティブな先生を低学年か高学年に持たせている。4年

生は大学出たばっかりの先生をあてる。日本全国調べるとはっきりしています。

クリエイティブな先生が日本全国で 4年生の担任になったら、この日本は凄く

変わると私は信じていますんで、いろいろなところでお話しをするときには、

この 10歳を考えてください、いい教育を 10歳の時にするようにと。 

金沢では毎年、小学校 4年だけは私が金沢にいた時に予算をとっていますの

で、4 年生は美術館に来れるようにしています。4,000 人くらい来るんですが、

この予算は絶対に削られないように私は見守っていますけれども。10年後には
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金沢からたくさんのノーベル賞が出ると信じているんです。やはり感性という

ものは、ただ芸術とか美術にいく必要はないと思うんです。感性は弁護士にな

ろうが、医者になろうが、スポーツをやろうが、センスというものがどういう

ふうに生まれるかというと、小さいころに美術館に行ったり、親が音楽会に連

れて行ったり、そういうことが習慣になれば、お父さん方が週末にごろごろす

るのをやめて子どもと一緒に美術館や音楽会に行けば、日本全体が変わってき

ます。こういった教育を是非してほしいなと思っています。以上、金沢の例を

あげました。 

＜ニューヨーク近代美術館 MOMA（ニューヨーク）＞ 

これは、ニューヨークの近代美術館ですが、2004年に谷口吉生さんという日

本人の建築家が造って、ここも大変な集客力です。何百万人という人が来る場

所になりました。 

＜デ・ヤング美術館（サンフランシスコ）＞ 

これは、2006年に先ほどのヘルツォークとド・ムーロンという人が設計した

サンフランシスコのミュージアムで、これも人が来なかった美術館だった。大

体年間 40万人。今はもちろん 150万、200万人が来る美術館になっていますが、

近代建築とともに魅力を感じる、金沢もそうですけれども、テート・モダンも

そうです。それによって街に近代的な建物、もちろんコレクションが良くなけ

ればいけませんけれども、こういう美術館ができることによって街にお金が落

ちるんだということがだんだん分かってきます。 

＜ニューヨーク新美術館（ニューヨーク）＞ 

これは、金沢 21世紀を造った妹島、西沢という二人がニューヨークの貧民街

というかダウンタウンですけれども、ニュー・ミュージアムが出来てから街は

ころっと変わりました。2008年に出来ていますけれども、美術館が街に来て本

当に変わるという一つの素晴らしい例だと思っています。この辺りにはたくさ

んのホームレスが居まして、テントなどがあったんですが、美術館が出来てか

らは洒落たブティックとか、コーヒーショップ、レストラン、ギャラリーなど

ができて、賑やかな人気のある街になっています。 

＜ファースト・クリスチャン教会（コロンバス）＞ 

そして、皆さんにこれだけは見て欲しかったのは、環境によって人間がいか

に変わるかということ。アメリカの例なんですが、シカゴから 4時間ぐらいド

ライブすると、インディアナ州にコロンバスという人口 4万人くらいの小さな

町があります。この街には日本でいうとヤンマー、コマツのようなディーゼル

の「カミンズ」という会社があるんですが、ここの当時の社長が何とかして素

晴らしいエンジニアを連れてきたい、そうでないと会社が大きくならないと。

アメリカの中西部、ど真ん中のこの町に、ハーバードやエールのような有名な
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大学の学生が来るにはどうしたらよいかと彼が考えたのは、1941（昭和 16）年

ですけれども、公共の建物に会社が投資しようと。どういうことかというと、

小学校、中学校、郵便局などの公共が建てる建物に、有名な建築家に設計をさ

せようと。設計料は会社が払うが、その代わり設計は 20～25名くらいの世界で

も有名な建築家を、この中から一人起用する。もちろん、町は建物を造らなけ

ればいけませんから建築費は町が出さなくてはいけませんが、設計料を会社が

出すというプログラムを 1941年から始めて、今アメリカの観光スポットとして

6番目に入っています。そのぐらい町は建築デザインの博物館みたいになってい

ます。 

まず最初に、彼が 1942年にサーリネンという近代建築の生みの親みたいな、

フィンランドの人で、たまたまデトロイトでクランブルックという美術大学の

マスタープランを手掛た人なんですけれども、カミンズの社長が彼を連れてき

て、まず彼に町のど真ん中に教会を造らせた。これはサーリネンの代表的な作

品がこの小さな町に出来ました。目の前にあるのは、ゲートという有名なヘン

リー・ムーアの彫刻で、社長が自分のポケットマネーで建てて寄贈しています。 

＜ノース・クリスチャン教会（コロンバス）＞ 

 これは、サーリネンの息子のエーロ・サーリネンがノース・チャーチという、

今の安藤さんにしろ、丹下さんにしろ大変影響を与えた建築家なんですが、今

では、この教会だけを見に行くお客がいるぐらい。 

何もないところです。山もなく、トウモロコシ畑のど真ん中で、ハイウェーを

通っていると、真っ赤な屋根ですからどこからでも見えるんですね。 

＜シュミット・エレメンタリースクール（小学校）（コロンバス）＞ 

 1957年にサーリネンの弟子に学校を造らせた。次いで中学校は 1962年。今

までの学校のように日本全国同じようなものではなくて、各学校が有名な建築

家に造ってもらっているので、このスペースの中で、この環境で勉強できると

いうことによって、どれだけ人間が変わるか、素晴らしいデータがあります。 

ここからは、素晴らしい建築家も出ているし、お医者さんも出ている。それぐ

らい学校の建物によって、子どもたちのセンスが変わっているかという例とし

て、ご紹介しました。 

＜ノースサイド中学校（コロンバス）＞ 

＜リンカーン小学校（コロンバス）＞ 

＜コロンバス・イースト高校（コロンバス）＞ 

 これは、高校ですが、1972年に巨大な近代建築です。街じゅうの学校が有名

な建築物なんです。 

＜バーソロミュー・カントリー図書館（コロンバス）＞ 

 これは図書館ですが、1969年にルーブル美術館のガラス貼りのミラミッドを
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設計したイオ・ミン・ペイという中国人の彼が設計して、サーリネンの建物が

向かい合っていますから、同じようなレンガを使っています。 

＜コロンバス市役所（コロンバス）＞ 

 やっと市役所の建物です。日本ですと、市役所の大きな建物を造ってしまう

んですが、そうではなくて 1981年にシカゴの SOMという大きな設計事務所が

設計し、奇抜な市役所ができた。建築物を勉強する上で非常に重要な町になっ

ているのが、このコロンバスです。 

＜コロンバス教育センター（コロンバス）＞ 

 このように、普通の会社も素晴らしい建物を造り続けていますから、これま

でこの町には古い建物しかなかったのに、近代的な建物が増えてきています。

これによって、町も変わるし人が来る。素晴らしい人材が来ることによって、

カミングエンジンも世界一のディーゼルの会社になった例として紹介しました。 

環境によってこれだけ変わるんです。 

＜錦城中学校（加賀市）＞ 

 日本でも石川県の加賀市で、設計は安藤さんですが、木造で船形の中学校で

きました。本当に船の中にいるようなオープン教室ですから、丸見えです。こ

れが出来るまでは窓ガラスは割るし、喧嘩はする。今ではゴミ一つない。有名

な建築家が造ったことで、学生もプライドを持ってくる。大成功している例で

す。 

＜野間自由幼稚園（伊東市）＞ 

 これは講談社の創立者野間さんの奥様が造った幼稚園です。こうゆう環境で

子どもたちが育つことがいかに大切か、皆さんそこまで考えませんから、ただ

箱造って勉強すればよいというものではない。こういう環境を与えることをた

だもったいないとするのか。10年後、20年後はどうなるのか。ロングスパンで

ものを考えることによって、素晴らしいことができると思います。子どもたち

が 10年後、20年後にどうなるか、本当に楽しみなんです。どれだけ変わるか

ということのデータがでれば、文化庁も少しは考えると思います。 

 庭には、安田 侃の有名な彫刻、作品があるんですが、これも野間さんが寄付

したと思います。 

＜兵庫県立美術館（神戸市）＞ 

 次は、私のところの兵庫県立美術館ですが、2年でどういうふうに変えていく

かというのを紹介します。 

 巨大な建物ですが、震災で元あった美術館が凄いダメージを受けました。こ

こへ移ってきて、元々は神戸製鋼、川崎製鉄があったところですが、ここにロ

ーマの円形劇場みたいな大きな野外ステージ、バスケットコート、ここに美術

館と、これ全部安藤さんの設計ですが、私が考えたのがここにローマの円形劇
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場みたいなのがあるが誰も使っていない。出来たのが 2002年で 10年目。ここ

で何か音楽会でもしたらおもしろいなということで、まず最初にアカペラを呼

んできたら 6～7千人来ました。昨年は 12,000 人も来ました。次に、このバス

ケットボール・コートでもトーナメントを始めたんです。県からお金をもらう

ことができませんから、アシックス、昔のオニツカ・シューズという会社は神

戸に本社があるんで、何とか社長に会いました。たまたま社長が金沢の泉ヶ丘

高校の出身ということで、非常に気が合いまして、21世紀美術館をよく知って

いたもので、すぐお金を出してくれて、毎年トーナメントを開催、スリー・オ

ン・スリーのメッカにしようと思っています。ちょっとしたことですけれど、

ここに若者が来ることによって、美術館の存在というものが分かってもらえる。 

 この間、9年 6カ月で 700万人を突破した、金沢には及ばないけれども。 

今までの美術館ですと、学芸サイドでは絶対やらせなかったが、ジブリの「と

なりのトトロ」のキャラクターを描いているのは宮崎駿ですが、バックの絵、

木とかトトロの家を描く素晴らしい作家、男鹿和雄さんです。その展覧会は口

コミで広がり、2時間半～3時間待ちの状態。18～19万人入りましたね。 

 これは、水木しげるさんが 88歳になったので 88の妖怪を集めておこなった

展覧会が、たまたま NHKの朝ドラであたって、18万人も入った。 

 これも一つの例だが、普通美術館のコレクションを見せるというと誰も来な

い。企画展だと少しは来るが、常設だと人は来ない、いつでも見れるというこ

とで。兵庫県立美術館 50点と神奈川県立近代美術館（鎌倉館）50点のコレク

ション 100点を並べようということを考え、もし「兵庫県立美術館・神奈川県

立近代美術館のコレクション展」と名前を出したら、人は全然来なかったと思

う。ちょっとしたアイデアで、考えたのが「麗子登場」。麗子登場という名前だ

けで、3万人も来たんです。普通であれば、6～7千人ぐらいの展覧会である。

若い学芸員の考えたちょっとしたアイデアなんです。しかし、館長は詐欺だと

いうような投書はたくさんあった。「麗子がいっぱい見れると思って行ったのに

1点しかありませんでした」と。怒られても来たら「勝ち」で、どうしようもな

いから。ちょっとしたアイデアでこれだけ変わるということです。 

 次は、だまし絵、これが 30万人入った。だまし絵なんで、有名なゴッホには

だまし絵がないですから。絵として親子で語れる展覧会というのは、こういう

ものしかない。一番日本の教育のまずいのは、みんな知ったかぶりします。あ

れはゴッホだ、これはルノアールだというと、凄いなということで調子にのっ

てどんどんやるんですけれども。日本の教育は字引（辞典）ですよ、今のイン

ターネットと一緒ですよ、うわべだけで答えは知っているが中身はない。子ど

もたちに答えは一つしかありませんよという教育をすると、今のようになる。

だから、答えは何万とあるということを子どもたちに教えないと、子どもたち
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は何の興味も持たなくなる。100人の子どもに 1つの絵を見せますとみんな違

う。ここが面白い、それが答えだと思いますので。この絵はゴッホが描いた絵

でルノアールの描いた絵ではないというような間違いばかりをいう。誰が描こ

うと大人になって本をみれば分かるんです。暗記する必要はない。こんなつま

らない間違いでこの子はできないとか、この子は分かってないというような教

育はやめていただきたい。あらゆる答えがあるというと子どもたちは真剣に自

分で答えを探ると思うので。そういうことをこの美術館から始めている。こう

いった点で、だまし絵というのは当たった。美術館で子どもと親がこんなに会

話のある場面を見たことがなかった。 

 31万人ですよ、溢れんばかり人、人。普通だったら日本で年間 5～6万人で

すが、2カ月でこれだけ来ちゃうんですから。 

 これは、最近やったアリエッティ。今までの展覧会と違って舞台を再現しま

すから、この中に自分が入ってアリエッティになった気持ちになるんですね。

思ったより来ませんでしたが、それでも 2 カ月で 17 万人ぐらい来てますから。 

こういうものは大体、学芸員は芸術ではないと反対しますから、館長さんやっ

てくださいと言われてやるんですが。 

 このような常設展は人がはいらない。どうしたら入るか、人が来るようにタ

イトルも変えていきます。 

 いろいろな企画をすることは大事ですが、「◯◯常設展」というのはやめさせ

てもらう。年 3回ぐらい作品を触っていいような展覧会もやっている。 

 一番最初に考えたのが、ミュージアムロード構想。動物園からミュージアム

に延びる道路は神戸市が持っていたので、神戸市長と会って道路の名前を変え

ていただきました。また、安藤さんにはこぶしの花を 120本寄付していただい

た。 

 次は、駅名を変えていただこうと、一番近いところが徒歩 8分の阪神岩屋駅

なんですが、駅名の下に「兵庫県立美術館前」という名前を入れてください、

スポーツと文化のためにと、申し出ました。ところが周りにいろいろな大学が

あり、会社の若い人たちは反対する。なぜかというと、みんなが変えてくれと

押しかけてくる、会社が潰れると。看板を 1カ所変えると 15箇所ぐらい替えな

ければならない。しかも終電から始発までの間に替えなければならない。県は

一銭も払わず、阪神がすべて負担してくれた。ちょうど 1年になりますので、

今度はゴールデンウィーク明けに JRに話しに行きます。徒歩 10分のところに

灘駅がある。そこに「ミュージアムロード前」と変えてもらおうと思っていま

すけれども、私はできると思っています。私は思ったことは絶対やりたいです

から、やると存在感がもっともっと大きくなる。 

 そして、商店街も巻き込んで、このマークをつけてもらうと飲み物がタダと
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か、品物が 10％引きとか。今、46軒このマークが貼ってあります。 

 一番大事なのは、アートの店を出そうと現代アートの村上 隆さんの中野（東

京）の店がオタク族で凄く流行っている。村上さんにミュージアムロード沿い

に店を建ててもらおうと探しているところです。 

 館内では音楽会を毎週行っています。月に 2～3回ではなくて、毎週やってい

る。県から毎年 2,000万円予算をつけてもらっている。これによって、多くの

人が無料でクラシックの音楽が毎週聴ける。近所の人は毎週楽しみにしている。

2～300人は必ず集まります。音楽会は外でもやっています。 

 佐渡さんも裕ですから、豊・裕プログラムでいろんなことをやっています。 

この間も佐渡さんが来てくれてフルートを聴かせてくれた。会社に言うと 3年

ぐらいは空きがないと言われたが、休みの日に来てもらった。200人ぐらい来て

くれたんですが、佐渡さんはコンサートホールでは嫌だと、美術品が展示して

あるギャラリーの中でならやってもいいと引き受けてくれた。 

 お医者さんも連れてきます。お医者さんは子どもに手術を見せて、10年後に

ちゃんとお医者さんになっている人がたくさん出てきた。有名な須磨先生とい

って、天皇陛下の心臓の手術をした天野先生の師匠です。ちょうどタイミング

も良かったんですが、400名来ました。 

 次に、「おやこ絵画大会」ですが、この間亡くなりましたが、元永（定正）さ

んという有名な画家がここに来て、子どもたちに教えるんです。1,000 人ぐらい

来ました。 

 次は、鯉のぼりというより「元気のぼり」を新宮（晋）さんが来て、子ども

たちと一緒に作るんです。これが宮城の美術館にあがっています。 

 これが、バスケットボール大会の模様です。 

 SLも連れてきましたが、400人近くの親子が来ました。 

 これは、アカペラを呼んで音楽会を行いました。 

 今、こういうこともやり始めています。美術館入口が暗いんですが、もう少

し明るくしようと、企業にお金を出してもらって。 

 ロックフィールドといって、お惣菜で有名な企業ですけれども、彼（社長）

にエアポートのような誘導灯を付けてもらいました。 

 次のスライドは、カエルになっちゃったんですけれども、私はアヒルを載せ

てほしかった、この屋根に。そうすると、動物園を出ると丸見えなんですよ。

何か目印をと思って。安藤さんに叱られると思って、この写真を持って行った

ら、意外に喜んでくれたんで、びっくりしました。結果的にカエルになったん

ですけれども、（王子）動物園を出ると見えるんです。8メートルですから巨大。

うちの名物になっています。名前を公募したら、712名もきまして、最終的に何

だと思いますか―「美かえる」。こちらが名付け親の方です。名前はだいたい中
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国に盗られてしまうんですが、この「美かえる」は誰も使っていませんので、

このように決めました。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 


