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釜ヶ崎芸術大学、開校
◎ 植田 裕子
ココルームやカマン！メディアセンターではこれまでにも

新たに「釜ヶ崎芸術大学」として再スタートできないか、と

いてのワークショップなどは、多くても月に2回ほどのペー

日常的に、誰かと出会い、何かを一緒につくったり、話を

思いついた。私は「芸術」を、これまでの自分の考えの枠

スで行なうことが多かったが、もっと間隔を狭くしたかっ

したりできる機会をつくってきた。だが、釜ヶ崎の道ばた

を揺さぶるような出会い、世界のゆたかさを知るような体

た。不安定な日々をすごす高齢者が多いので、1ヶ月先はど

で、ふとすれ違うおじさんと言葉を交わすと「やることが

験だととらえている。だから、このまちで出会うこと、学ぶ

うなっているかわからない、遠い未来のように感じられる

ない。話をする人もいない。朝からお酒を飲むしかない」と

ことはまさに「芸術」だと考えている。ただ、
「大学」とい

と聞く。毎日の生活のリズムになるようにと集中的な日程

いう声が聞かれる。もちろんすべての人と出会うことはで

う言葉には大きな力を感じる一方で、このまちの学びの場

を組んだ。会場は、釜ヶ崎のなかの数カ所をお借りした。

きないが、もう少し多くの人に出会いたい、と感じていた。

を改めて「大学」と呼ぶには少しの違和感と大きな不安が

ココルームの拠点は釜ヶ崎の端にあり、住人には極端に行

そんな時に思い出したのが「釜ヶ崎大学」という企画だっ

あった。なぜなら、大学に行くことを人生の選択肢として

動範囲が狭い方も多いことを思うと、地域の中心部からの

た。

与えられなかった人も多いこのまちで、大学という言葉は

距離が重要だった。講師は、釜ヶ崎にゆかりのある方、も

「釜ヶ崎大学（2010-11）」、その前には「釜ヶ崎の思想

格差を表す言葉でもあり、とても権威的なものに思われ、

しくは、どんな人生を前にしてもしっかり向き合ってくれる

を囲む集い(2010)」という小さな集まりがあった。釜ヶ崎

また、このまちで出会う言葉や人々の生きざまには、大学

方。そして授業の行方がどこへゆこうとおもしろがってくれ

で仕事をする人、日雇い労働者、釜ヶ崎を研究する学生、

という言葉には到底押し込められない本当の学びの種が

るであろう方にお願いをする。そしてチラシは、できるだけ

生活保護受給者、まちにゆかりのある人など、さまざまな

あることを日頃から感じていたからだ。それでも今回は、

文字を大きく、文字情報を読み取るのが苦手な方にも見て

人が集った。釜ヶ崎の端っこのカマン！メディアセンター

この言葉の求心力にかけてみようと思った。出会ってしま

もらえるように、カレンダー形式で日程を掲載した。最後

で、
「学びたい人が集まれば、そこが大学になる」とはじめ

えばその先は、このまちのポテンシャルの高さゆえに、こ

に、釜ヶ崎芸術大学と文字を入れた看板と、出席したらス

た、このまちのことを学び合う場としての「釜ヶ崎大学」。

の大学は既存の大学の枠を大きく超えて、きっとおもしろ

タンプが押される学生証を作成し、準備を整えた。

初日前夜、ある鳶のおじさんが言った。
「こんな大学がで

いことになるに違いない。
「釜ヶ崎芸術大学」として挑戦し

きるんだったら、おれ、仕事の無い日は休まず通うよ！学

てみることを心に決めた。

さて、ココルーム主催のイベントでは事前申し込みを要
請しない。「できれば連絡ください」という感じだ。連絡

籍番号一番になる！」その言葉の強さに、こころが熱くなっ

地 域外の人にとっても、釜ヶ崎はこの上ない学びの場

手段を持っていない、心身の調子が不安定で先の予定を

た。彼はこれまでの人生、まともに学校なんて通ったこと

だ。釜ヶ崎を知ることは日本の近代化の歴史を知ることそ

立てることができない人も多いから、億劫にならないで参

がなかったというが、年を重ね、ココルーム周辺での数々

のものとも言われるし、様々な問題をフォローするための

加してほしいと願ってそのようにしている。全国にチラシ

の出会いも重ね、学ぶことのおもしろさを感じていたよう

知恵の蓄積もある。そして何より、生きていることを当た

を送付し、地域内の施設にもチラシを置かせてもらったも

だ。

り前とは思わない人々の存在がある。

のの、蓋を開けてみるまで、どれくらいの方が来てくれる

「釜ヶ崎芸術大学」、企画の名前をはじめてノートに書

のか、まったく予想ができない。誰か来てくれるだろうか、

いてみたのは2012年の5月頃だったか。その言葉の並び

この企画をつくるにあたって、これまでココルームで取り

釜ヶ崎芸術大学の3ヶ月を走りきれるだろうか。頼りない

に、何ともいえない高揚を感じた。釜ヶ崎大学は数回開催

組んで来た企画をふりかえり、意識的に改善した点がいく

思いとともに、いよいよ釜ヶ崎芸術大学の初日、西成プラ

されたが下火になっていた。もう一度この名前に注目し、

つかある。まず日程について。これまで外部から講師を招

ザで緊張しながら参加者を待った。
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釜ヶ崎芸術大学のあゆみ
●表現 .1

2012年11月19日から2013年2月16日まで、42回の講義を重ねた釜ヶ崎芸術大学のあゆみを、
スタッフメモ、講義ノート記録、写真、参加者の感想、講師の言葉などからふりかえります。

2012年11月19日(月)19:00～21:00
@西成プラザ

講師：岩橋由莉

●宗教学 .1

2012年11月20日(火)14:00～16:00
@西成市民館

講師：釈徹宗
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完全な座学の講義で宗教概論を展開。現代を生きる苦しさを解決するヒントが仏教に
あるとして、講義を姿勢や呼吸という日常の実践の話で結んだのはこれぞ市民大学と
始まるまで全く内容を決めずに臨んだ。円になって座り、手を挙げた人から自己紹
介。時間に限りがあるので5分ぐらいまで、と由莉さんが言ったにも関わらず、話が
止まらない参加者も。続いて行なったお互いを「取材」するというワークでも、聴く
順番になっても聴くことができずに話し続ける方が多数。しかし、ほとんど話すこと
のなかったKさんは意外なことに「エネルギーをもらった」と言って帰っていった。
茂木秀之（以下（も））

11月

2012年

初めて出会う人同士、なんだかぎこちない雰囲気。今となっては新鮮。

思わせるものだった。この街に生きる方は日ごろ主張の強い方が多い印象があり、2時
間ものあいだ静かに話を聴き続ける様子は新鮮なものだった。終盤になって「なんで
ずっと（一方的な）講義なの」と沈黙を破る人が現れたが、同じ思いの人が他にもいた
だろうか。
（も）

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

●哲学 .1

2012年11月21日(水)19:00〜21:00
@西成プラザ

講師：西川勝

●天文学 .1

2012年11月22日(木)19:00〜21:00
@西成プラザ

講師：高橋隼
参加者の感想より
プロジェクターを使っての講義。地球から少しずつ離れていく様子を映し
哲学とは生きることを考える。

出す。その美しさに受講者からはため息が。途中、休憩と質問の時間を設

何でも「これ哲学だ」と言える。

けるが、質問が続いて先生は休憩できず。受講者の関心の高さと、熱心さ

答えがないから。一人で言って

が伺えた。終盤、いま高橋先生が抱えている課題について。
「天文学を通

るとそれを一人よがりと言う。

してどう社会と関われるか」ということがテーマで、福祉施設に勤めてい

学問にはならない。ただ多くの

たという経験のある高橋先生だからこその考えだと感じた。
（わ）

人が良いと言うだけはミーハー
と同じ。学問にはならない。今
はここまでわかったような気が
する。少し哲学した気がした。
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先生の自己紹介の後、
「哲学」と言われて何を考えますか？という質問をし、参加者から出てきた
キーワードからそれにまつわる話をしていく。○○と言う哲学者が○○と言っていたという哲学
史ではなく、
「対話する。みんなで哲学する」という場にする、と繰り返す先生。哲学史の内容を
求める参加者が多いことに応じてのこと。いろんな方が話し出して盛り上がる時間があったが、中
にはもう少し先生の話が聞きたかったという方も。渡邉義邦（以下（わ））

参加者の感想より
一昨年の秋、米子から浜坂駅に終電で10時頃ついた。宿もなくあか
りのついた駅舎で一夜過ごした。夜中、海岸（迷路のような漁村の
街をとおりすぎ）をほっつきまわる。波の音と星座が美しく、オリオ
ン星座がくっきりみえた。久しぶりの満天の星だった。地球に生きて
いるのが奇跡に近いものだと感じ、生命のありがたさを感じる。

講義に関係ある本を持参する熱心な参加者も。

尾久土先生が 背骨を折って来釜できないことがわかり、代わりの天文学者を2日
で探した。人脈に感謝。若き天文学者の宇宙は澄んでいた。

●感情 .1

●ファッション .1

2012年11月23日(金)19:00〜21:00
@西成プラザ

2012年11月25日(日)14:00～16:00
＠西成プラザ

講師：水野阿修羅
参加者の感想より

講師：澄川小百合

感 情を学 校 教 育 でおしえ
たらええと思っています。
いかりしかだせない気がす
るが、よろこびたのしみを
こだしにしているから生き
ているかも。
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澄 川さんのこれまで の活 動 の 紹 介 から。主に
やってきたのは舞台衣装の制作。鳥取県松原町
での地域住民のファッションショーなど、服飾を
通して地域に関わる活動も。「衣装」と「洋服」
「喜怒哀楽」を基にして、男女の感情表現の違いについてのお

は違うもので、自分がつくりたいのは本当は「洋

話。特に男性の場合の「怒」の感情の表し方と押さえ込み方に

服」だと繰り返していた。後半は参加者に今日の

ついて、そして感情を上手くコントロールできなかった際のアル

ファッションのポイントを聞いていった。それぞ

コールなどへの依存の流れについて。一日の感情の起伏とその

れの人柄、生 活のありようが見えるような話が

理由をグラフに書き記すというワークも。それはこれまでの人

多く聞かれ、自分でつくってみたいという人も多

生に置き換えて書くこともでき、自分が何にどう感じているの

かった。
（も）

かを知るための手掛かりとなるという。
（わ）

11月

水野さんはこの地域に暮らし、働く人である。だから、どっしり、きっぱり。

「釜ヶ崎でファッション？」と思った人も多いでしょ
うが、おもしろいんですよ。

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

●表現 .2

2012年11月26日(月)19:00～21:00
@西成プラザ

講師：岩橋由莉

●詩 .1

2012年11月30日(木)14:00〜16:00
@西成プラザ

講師：上田假奈代

いままでも釜ヶ崎で重ねてきた「こころのたねとして」を行なう。2人一組に
なり、相手についての詩をつくり、声に出してプレゼントするワークショッ
プ。今回は10分間相手の顔を見つめて感じたことから詩をつくる「似顔
詩」。毎回のことだが、普段書きものをしない人が短時間で情感のこもった
詩をつくってしまうことに驚く。参加者からの「詩とは何なのか」という質問
に假奈代さんがこたえ、詩の歴史と現在についての授業にもなった。
（も）
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前回から引き続いて参加した方が多かったが、あらためて自己紹介。演劇では「間」というものが
大事、沈黙も大事にしよう、と由莉さん。前回とはうって変わって割れ物を扱うように静かに話す
参加者。聴く方は皆丁寧に聴こうと耳を傾ける。後半はゲーム。
「人に知られていない自分の特徴」
を3つ紙に書く→名前を明かさず読み上げる→誰のことか推測し、その人に近寄る。人からどう見
えているのか、どれだけ自覚しているのか、が可視化される。また、近寄ることで「距離」というコ
ミュニケーションに重要な要素を感じるワーク。
（も）

開校から一週間！何度か顔を合わせ、緊張もほぐれてきた。

ちょうど陽射しがやわらかくさしこんでくる時間。お昼寝からさめた園児た
ちの歓声が聴こえてきて、まどろみたくなる。

●哲学 .2

2012年12月1日(土)14:00〜16:00
@西成市民館

講師：西川勝

●表現 .3

2012年12月3日(月)14:00～16:00
@喜望の家

講師：岩橋由莉

今 回も輪になって自己 紹 介 か

まず西川先生が『シーシュポスの神話』を、解説を加えながら朗

ら。自己紹介の時間が大好きだ

読。そのあとで内容について自由に議論をしていく。参加者同

と由莉さん。「皆さんがいろん

士で白熱した議論が行なわれ、ポイントポイントで先生が整理す

なことを考えているのがわかる

る。前回は哲学史を求める方が多かったが、今回は議論の入口に

んです。いつ話そうか、何を話

時間をかけることで考え合う場になっていった。
（も）

そうか、ウケた人の後はやりづ
らいな、とか」自己紹介をまわし
ているだけの90分だったが、人

参加者の感想より

の話に反応してさまざまな話が
006

こういった 形 で の 哲 学

派生し、円の中で複雑に思いが

の 授 業 は 実 に おもし ろ

行き交って小さなドラマが無数

い。発言する人の中に、

に生まれていた。
（も）

アリョーシャが、ギローフ
が、ヴィルギンスキィがお
り、シャートフ、クプーチ
ンが感じられる。

参加者の感想より
▲まちの中、会場の前には看板を
出す

・数人の友人と＜孤独＞
を友 人にする事が大事
な様な気がしました。
・今日も寝た切り老人
を免れた。

12月

西川先生は釜ヶ崎で月に一回「哲学の会」をひらいて1年になる。
釜ヶ崎にいろんな場が生まれつつある。

釜芸スタートダッシュをのりきり、みんなの様子も落ち着き、スタッフもほっとする。

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

2012年12月8日(土)11:00～12:00
@仏現寺公園（北公園）

●詩 .2

『 冬の散歩道 』
最後の連を書き、
詩のタイトルをつけた人：垣井しょうゆ

風がふいている
カラオケが聞こえる中で
青空教室になってしまった
毎日毎日過ぎてゆく中でたいくつな時間が多すぎる
そんな時間に悩まされ続けている俺は
この時間をやり過ごすことがあまりとくいではない
そんな時には気が落ち込む
先日冬の散歩をしました
イチョウが光を浴びて
気持ちも静まったように思いました
独りの散歩もよいものです
寒さも他に集中するものがあると薄らぐようです

「生き甲斐」に決める。このテーマに沿ってオレンジの画

読。厳しい風の中でのつらい作業だったが、できた詩は

寒さで神経が研ぎすまされたかのようにすばらしいもの

だった。小手川望（以下（こ））

『ひえる夜 』
最後の連を書き、
詩のタイトルをつけた人：Ｓ

鼻の先がすうすうとする
曇り空の北公園で
生きがい生きがいと
となえてみてもなお寒い

かじかむ指も

生きがいを火にくべてみたい
たき火にあたれば
動き出す

動き出す

生きがいもするする
生きがい

解けてするする

生きがい

生きがいって
どこにある

何だろう

生きがい
生きがいって
さむい三角公園
さむい四角公園
仏現寺公園は四角
まるい公園はどこにある？
夜はよくひえる
ねこがかえってこない

こんな寒さのなかで詩をつくるなんて、どうかしている。ガクガクガクガク。釜芸が終わってみると、詩の講義の一番の笑い事に。

007
たまに遠い昔のいなかのことをおもいだす時がある
そんなおもいにとらわれた時には
なつかしい心と
もうとりかえしがつかないむなしい心が
まぜあわさった心になる
子供のころよく行った祖父のくに
ながらくごぶさたしてますが
近々行きたいな

詩をつくり、最後の３行を書いた人がタイトルを決めて朗

とりとめもない考えが次々うかんで消えていく

他の人の3行の後の言葉を連ねていく。5回繰り返して、

寒い冬の散歩道

用紙に3行ずつ詩を書いていく。一度集めて配りなおし、

こんな散歩もいいものだ

今日は「連詩」という手法で詩をつくる。テーマを「寒い」

寒い冬もいいものだ

講師：上田假奈代

●書道 .1

2012年12月8日(土)14:00～15:30
@えんがわ茶屋 こころぎ

講師：畑中弄石

●表現 .4

2012年12月10日(月)14:00～16:00
@喜望の家

講師：岩橋由莉

4回目になるこの日も自己紹介をした。4回連続で参加している方も多く、それぞれにさま
ざまな変化が。名前とひと言ぐらいしか言うことのなかったMさんは、笑顔を見せながらこ
の場に参加している気持ちを言葉に。当たり障りのないことを言うようにしているように見
えたOさんが、踏み込んだ想いを口にしたり、他の方に反論する場面も。トゲのある発言が
多かったTさんは、人との距離のとり方を考えさせられるこの場を貴重に思っている、と話
してくれた。
（も）

008

書についてのお話のあと、先生のお手本を見ながらさっそく皆で書いてみる。4
種類の違った書体で4回。先生からアドバイスをいただきながら書いていくうち
に、皆、筆の運びが軽やかに。書にも個性が出てきて、
「人の顔みたい」という声
も。
「短時間でもアドバイスを受け、人と見せ合いながら書けば大きく変わる」と
先生。今回は「空」の一文字だったが、次回は言葉を書く予定。
（も）

※この日の講義ノートはP37にも掲載しています。

12月

休憩時間の会話もだんだん増えてきた。

「希望の家」という名前がおもしろいなあ。階段の壁にはアフリカからの手紙が貼ってあった。

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

『 ともだちにあいたい 』
詩を書いた人：石川裕敏
思い出の人について聞かれた人：
坂下範征

さかしたさんは、
五年前になくなった
ともだちがいてる。
いなかは、おかやまけん
つやまである。
つやませんときしんせんである。
さかしたさんは、
のうかのしごとをしました。

『ひろとし君とミッキーマウスと
ドナルドダックとマドンナの笑顔 』
詩を書いた人：坂下範征
思い出の人について聞かれた人：石川裕敏

シャボン玉

宇宙の中にうかぶ

人生は

弟の裕志君と

ひろとし君ときいて
姉の稔子さんのことを

はちみつをなめてみたい

プーサンの声でもきいて

おもいだす
こうしていろいろな

ああ、

ことをきいていると
ひろとし君はただの

ミッキーマウスと

ひろとし君は
プーサン

ドナルドダック

ミッキーマウス

ともだちうつびょういんに
ピカチュー

他人ではなくなる

みまいにいった。
ドナルドダックと

こうべでさけを出していた。

みせをやめてかってに

楽しいドリーム号に
のることだ
ひろとし君
メリークリスマス

みんなと友だちになる

生きてることは

プーサンと

講師：上田假奈代

仮面をかぶって

とうきょうにいった。

さかしたのりゆきさんの
今、ひろとし君は

金の船あてよう

ゴールドシップで

！
！
！
！

じんせいが
そして

いっしょに

有馬記念を

白雪姫に恋をしている

プーサン庭園にいって
ミッキーマウス、
ドナルドダックと

大阪でつくる詩は、やっぱりどこか笑いの要素を含んでしまうのは、なんでなん。

ピカチューと会いたくて

亡くなった人のことを話す方が多く、自ずからしんみりとした雰囲気が

三カ月になって兄さんから

なやり方で重ねられてきた「こたね」だが、この形は初めてとのこと。

ぬいぐるみの

い出深い人のことを相手から聞き取り、それをもとに詩をつくる。様々

てがみがきた。

2人一組で詩をつくるワークショップ「こころのたねとして」。今回は思
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みんなとダンスがしたい

生まれたが、多くの作品ではそれが軽妙な言葉で綴られた。
（も）

人ごとではないと思った。

2012年12月14日(金)14:00～16:00
@西成市民館

●詩 .3

●書道 .2

2012年12月15日(土)14:00～16:00
@西成市民館

講師：畑中弄石

●表現 .5

2012年12月17日(月)14:00～16:00
@喜望の家

講師：岩橋由莉
4回連続で取り組んだ自己紹介は行なわず、身体を動か
すことに取り組んだ。まず思うままに、心地よいように
自由に動いてみる。次に、そのちょうどいいポイントを
超える動きをしてみる。これが「エッジ」を超えるという
こと、と由莉さん。その後、複数人で組になって動くワー
クを何種類も行なう。組んだ人の発想によって、自分の
発想になかった動きが引き出されていく。これもエッジ
を超えること、と再び由莉さん。レギュラーの参加者が
ほとんどだったが、組み合わせによって驚くような表情
が見られることがたくさんあった。
（も）
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先生が書いてきてくださった漢字と
かな混じりの詩のお手本が5つ。それ
を見ながら書いてゆく。先生のアドバ
イスを受けながら、皆集中して取り組
み、あっという間の２時間。最初に書
いたものとはまったく違った作品が
出来上がって皆驚いた。途中から来

参加者の感想より
初 対面の方々とも、体を
動かし、協力し合えた私
自身に驚いています。

て30分ほどで帰ってしまった方が、
「西成に来てこんなに楽しかったの
初めてや」と言っていたのが 印象に
残っている。
（わ）

12月

一本の線にこんなに表情があるなんて、気づかなかったなあ。

参加者は授業の様子が一通りわかったのか、自分の受けたい教科を選ぶ人も多くなった。

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

●詩 .4

●天文学 .2

2012年12月21日(金)14:00～16:00
@西成市民館

2012年12月22日(土)14:00～16:00
@西成市民館

講師：上田假奈代

講師：尾久土正己

今回は、2人一組になって「地名」と「2012年はどんな年だったか」について10分ずつ聞き取りをして詩を

遠い夜空に浮かぶ星たち。それが私たちの生活に深く関わっているとい

作った。地名の話をする方が多かった。思い入れの深い土地の話をするとその人の人となりが現れてくるもの

うことを、尾久土先生がまじめに面白く話してくださった。
「干支」の数え

だ。また、それをどう聞いたのか、どうことばにするのかにも、聞き取った人の人柄がよく現れていると思っ

方。クリスマスツリーの一番上にある星のこと。また、一ヶ月前の前回の

た。
（こ）

講義から今回の講義までの間に新しく発見されたことなど。過去の話か

『てっぺんから下ったとこ』

参加者の感想より
・30年ぶりに講義を受けて、昔に戻った気持ちになりました。
・星の本など 読みたくなった。ガリレオも木星を見て地球は丸と
なったと聞いているので木星を見てみたいデス

稚内んとこ

おれの故郷

詩を書いた人：茂木秀之
土地について聞かれた人：アズマ

㎞ほど下った曲渕

北海道のてっぺんに宗谷岬てあるやろ

そっから

山がきれいやった

北海道のてっぺん

人間

それからずっと西成

ペンキ屋

利尻富士て知らんか？

富士山あんねん

十六で出てきて

もうかったで

今はタダでアパート住んでる

役所が都合してくれてんねん

カミさんとは別れた

三十年も暮らしたら嫌になるわ

故郷帰りたくても金あらへんがな

遠いねん曲渕

姉ちゃん三人おってな

生きてるかどうかわからん

電話しようと思えばできるよ

めんどくさいねん

できないわけとちゃうわ

めんどくさいねん

３０

らタイムリーな話題まで幅広いお話となった。
（わ）

▲スタッフはすべての講義をノートに記録

年の瀬。なんとなく焦ったり、持ち越したりする気持ちを、聞いてもらってなんだかスッキリ。

背骨がくっついた尾久土先生登場に拍手喝采。人生おもったとおりにならへん
ことも、おもしろいと言える。
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ボールける！

おれ今日なんか

俺の名前

呼ばれない

その一 』

二人目の子は

！
！

四人でボール投げしたら

ドッチボールみたいに

ハレ舞台

カズキ 下投げした

ボールなげる！

いっこしたの弟が

次の子 サッカーみたいに

三人目の子は

を自分の中に取り入れて作品をつ

詩を書いた人：ジョニー
感動したことについて聞かれた人：大瀧千輝

カズキは十八才まで新潟にいた！

大学で京都に来た！

一週間前に釜ヶ崎にやって来た！

京都で劇をやっていた

色々なことをした、

それで満足だった

カズキは特掃 （みんなで釜ヶ崎をそう

なってきて、また受講生もそのこと

カズキといっしょの下投げ

技法や朗読の方法など深い内容に

くり朗読したように感じた。
（こ）

『エンジョイ弟 』

詩を書いた人：大瀧千輝

感動したことについて
聞かれた人：ジョニー

キャンドルナイトの

主人公

涙で見えない

詩をつくって朗読するだけのことが、回を重ねてちょっと表情や声が変わる。

この夜が

歌をうたうと

やってくる

おふくろいってた

「大丈夫」か

六年後には

十八で高松にいった

弟に

でも

免許も嫁も

もっていた。

歌うたびに

おもいだす。

すげーなぁ、

しらふを

やつはまじめに

生きている

へべれけ

くりかえし、

クリスマスも釜芸。であいはプレゼ
ントになり、喜びになる。

ねたこともあり、より詩について、

あの日うたったうたは

12月

！
！

ている感じがあったが、回数を重

長渕剛のかんぱい

で嬉しそうにしていた。
（も）

じするひと）

を語り、Yさんは納得した様子

人も多く、初めての勢いを大事にし

まったく違うことに感動した

んはYさんの状態になった気分

感動したらしかった

さんは由莉さんと組に。由莉さ

話も。これまでは初めて参加する

遊びかえられない！

て、相手の身体で自分を表す。Y

おじさんが

というワークへ。2人一組になっ

は、コツは「呼吸」である、という

自分でかえられない遊び！

けて、いまの状態を身体で表す

職人のようにゴミを拾う

けある、というYさんの話を受

というはなしなど。朗読のときに

カズキ 今 ドキドキしながら

が。ぼんやりとしたイメージだ

うな「オノマトペ」をよくつかう、
釜ヶ崎 がんばっている

などの見える、奥行きのある話
012

た。詩では、擬音語、擬態語のよ
俺もがんばる

それぞ れに生まれ育った環 境

読のときに解説と技法の話が入っ

感動した、カズキ がんばれ

的なものについて話していく。

！
！

全身全霊 ゴミを拾う おじさん

で贈った物やもらった物で印象

カッコイイ

クリスマスにちなんで、いまま

て詩をつくった。今回は、詩の朗

カズキ 思った

今回もまた輪になって話から。

単純でまっすぐな気持で

したはなし」について聞き取りをし

いいんだ！

2人一組になって「2012年に感動

こどもセンターにカズキいった

講師：岩橋由莉

こども全身全霊でぶつかってくる

講師：上田假奈代

『カズキの釜ヶ崎奮闘記

2012年12月28日(金)14:00〜16:00
@西成市民館
力強さがないとカズキ

2012年12月24日(月)
14:00～16:00
@西成プラザ

●詩 .5

気づかされた

●表現 .6

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

●感情 .2

●真冬の天体観測会

2012年12月29日(土)14:00〜16:00
西成市民館

2012年12月29日(土)19:00〜21:00
@三角公園

講師：水野阿修羅
感 情をうまく扱えない人も多い。学

講師：尾久土正己

校では感情を押さえつけることを教
えられ、自分の感情がわからないと
いう人もいる。まずは自分の感情に

越冬の炊き出しをやっている三角公園の端で、尾久土

気がつくこと。そしてその表し方を考

先生と一緒に、大きな望遠鏡で木星の観測を行なっ

える。実際に参加者同士でのワーク

た。木星は、本当に縞模様で、ガリレオ衛星を含む４個

も行ない、自分の感情の変化をうか

の衛星もきれいに観測できた。
（こ）

がう。喜怒哀楽。泣きたいときには
泣いて、怒るときには、人を傷つけな
いように怒る。そのためのヒントが授
業中にたくさん溢れていた。
（わ）
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さようなら
2012年
負けるジャンケン。アイコをめざすジャンケン。なんだろう、この不思議な気持ちは。

これほど天文学の似合うまちはないんじゃないか。三角公園の片隅で望遠鏡を
のぞく人々。驚く声。喜びの声。宇宙から釜ヶ崎をみている人がいるかも。

●越冬まつりのステージで
詩の朗読発表
2013年1月3日(木)17:30〜17:50
@三角公園

●音楽 .1

2013年1月10日(木)14:00〜16:00
@喜望の家

講師：野村誠

初めての音楽の日。やりたがりの人や演歌好きまで、にぎやかな人た
ちが多い。野村さんが音楽の速度や楽譜の話をしたりする。
「まあ、
やってみましょうか」とめいめいに持っている楽器を鳴らす。次に、音
を聴き合ってやってみる。ちょっと曲っぽい。この曲のタイトルは参
加者から「えべっさん」とあがる。急に演歌歌手になりたいTさんが練
習中の楽譜を野村さんに渡す。それを弾いて歌う野村さん。歌をつく
ろうということになり、Hさんがタイトルを「あなた」と言う。
「あ」の
つくことばが参加者全員からだされ、そのなかかから組み合わされて
歌詞ができ、参加者に順番にメロディを聞き、曲がしあがっていく。
みんなでうたう。上田假奈代（以下（か））
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講師：野村誠さんのブログより

●表現 .7

2013年1月7日(月)14:00〜16:00
@喜望の家

「釜ヶ崎芸術大学」で、ぼくは音楽の講義を行うわけです。逆
に、
「釜ヶ崎」の日雇い労働者の方が講師を担当する授業とい
うのはできないのかなぁ、とも思いました。ドヤ街では、狭い

講師：岩橋由莉

宿泊施設の外に、共有空間が様々にあります（炊き出し、焚き
火、様々な集会所など）。こうしたシェアする仕組みやコミュニ
ケーションのあり方などは、釜ヶ崎の外部の世界の人々にとっ

今回はまた円座で話を。
「節目」という言葉から思うことを話していく。葬式の話、墓参りの
話と続き、死にまつわる話が次々と語られる。儀礼の意味の持ち方はそれぞれに違うが、何ら

て、学ぶべきことは多いはずなのです。釜ヶ崎は、色んな意味
で学びの場になり得るなぁ、と思いました。

かの節目としてあるようだ。ときどき違う話に脱線しながら、また自然と戻っていく。
「今日
みたいに、はっきりと伝えるのではなくて、つかえたり困ったり、何度も繰り返したりしながら
ここ（お腹）にあるものを言葉にする、そういうことこそ表現」と由莉さんが結んだ。
（も）

こんにちは
新しい年

1

2013年 月

お正月。釜芸で会う人たちが 新年の挨拶を交わす。
三角公園、炊き出しの列。焚き火。

音楽は人気があるなぁ。釜ヶ崎では立ち呑み屋でライブが
盛り上がっていて、
「西成ジャズフェス」もある。

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

詩を書いた人：ワダ
しんどかったときをどう
のりこえたか聞かれた人：
パール

ニイニイは茶トラの
オスネコ
僕の大切な友達だった
ニイニイと僕はいつも
一緒に過ごした
ニイニイは寒くなると
僕の布団の中に
もぐり込んできた
ニイニイはとても
あたたかい
僕はいつも
幸せな気分で眠った
でもある日
ニイニイは病気になった
病院に連れていって
治療したが

今ではすっかり

いたみがなくなり

だんだんと

方法をあみだして

がまんして歩く

いたいけれど

あみだした

長いリハビリの間に

ギブスの生活に

おちてヒザを痛めて

すっとんと穴に

あるいたら

いつものように

しらずに

ふたがあいてるとは

マンホールの

しんどかったときを
どうのりこえたか
聞かれた人：
ワダ

詩を書いた人：
パール

『いたみは
いつかは
なくなるかも』
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元気になりましたが

『 無題 』
ひとりで詩を書いた人：オカモト

幸せな気持ちの時は次から次から
言葉は生まれるものだ
気どった時にはどうもいけない
気どった言葉しか生まれない
人間にはほんとうにこまった時にこそ
しんじつの言葉にめぐりあえると思う
俺は小さいころから自分が悲しくて
人にたすけを求め手をのばしていたが
だれ一人として俺の手を
抱きしめてくれることはなかった
それが悲しくてしかたがない
でも人生の最後になりかかり
ある日感動的な出会いにめぐりあえた
それはしずむ心をうきたたせる
感動する心だ
それは人に感動することでしかないと
いうことである
自分自身の原点は親であり
親が悪かったなら
子供はどうなるということである
そこでまよえる子供が
あるというもの
それはいったいだれが
わるいというのか
俺自身さえわからない
おれは親の愛情さえも
感じられず
あいりんにきてしまった

手紙と詩は、しっくりしすぎる組み合わせでもある。ことばの湿度があがる。ちょっと柔らかくなる。

とうとう死んでしまった
僕はつらかった
毎日毎日つらかった
でもやがてだんだん
寒い時期は

（以下（ゆ））

少しずつ明るくなった
ちょっぴり

マに、インタビューをし合い、詩をつくる。植田裕子

悪いことがあっても

きた詩を朗読した話から始まる。参加者の近況報告

いたいけど

どう乗りこえたか、乗りこえられなかったか」をテー

悪いことのあとには

1月3日に三角公園のステージで、この詩の授業でで

ね。

詩の手紙を送ろうと「しんどかった時のこと、それを

きっと良いことがある
悪いときは
悪いときが過ぎるのを
じっと待っていれば
きっと良いことが
やってくる

講師：上田假奈代

信じていればやってくる

参加されていたSさんが入院されたとのことで、彼に

『 悪いこと
良いこと』

2013年1月11日(金)14:00～16:00
@西成市民館

●詩 .6

のあと、詩集を朗読し、昼下がりの光の入る部屋に

いろんな色の声が響く。この日はいつも詩の授業に

●地図 .1

●地図 .2

2013年1月13日(日)14:00〜16:00
@西成プラザ

2013年1月12日(土)
14:00〜16:00
@西成市民館

講師：水内俊雄

江 戸時代からの大阪の街の
歴 史について学 ぶ 。大 阪は
ヨーロッパ 型 の 水の 都 。琵
琶湖、木津川、淀川を使った
物の流れ、また、世界有数の
物流 量を誇った瀬 戸内海の
016

終着地。その中にある西成、
釜ヶ崎の土地の歴史を、水内
先生が豊富な資料と共に教
えてくださった。会場であっ
た西成市民館が 明治の初め
頃までは畑地だったと聞いて
驚いた。
（わ）

シーツを開いて作った1枚の大きな布に、みんなで地図を描いていく。1本目安となるラインを引くと、そこからは順番に筆が進んでゆく。見ているだけ
で、絵は書かないという方も3名ほど。そして、釜ヶ崎の、過去・現在・未来が混ざり合った地図が布に描かれていく。昔の畑、未来の森、現在の建物。私
鉄と新幹線が同じ線路に走り、街の真ん中を清流が流れる。墓地が描かれ、何処にも無い、人の住む街が現れる。
（わ）

1月

地層にもぐった気分になる。過去も未来もすごいスピードだ！

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

2013年1月14日(月)14:00～16:00
@西成プラザ

講師：岩橋由莉

今 回 は 大 きく趣 向 を 変 えて

講師：岩橋由莉さんのブログより

11月から釜ヶ崎芸術大学なるところで「表現」の
な ったフ ラ イヤ ー や 新 聞 を

クラスを担当しております。毎週月曜日に行って
使って自由に切り貼り。手を

おりますが、これが、まあ、おもしろくて、ほんと
動かしながら、いつもより日

うに毎回私の学びの時間です。その日集まった方
常に近い雰囲気でおしゃべり

たちに順不同で自己紹介から始めていただくの
が生まれる。作り終えたらプ

ですがこれがまた、もう、すごい…まるで演劇の
レゼン。明 確にコンセプトを

一場面を見ているがごとく、人々の気持ちがさま
持ってつくった 人 が 多く、熱

ざまに移ろい、さまざまに反応していくのです。
が入る。たまたまココル ーム

すごいです。毎回やろうとすることを覆されてい
に来たオーストラリアの方が2

きます。自分の器が試される場所です。
なかったが言葉に拠らないコ

ラージュだったので自然に参
加してもらえた。
（も）

いろんな色の絵の具で
自転車や人間 犬の絵を描いてみて

大昔は眠らないまちという
印象だったけど
今はすこし様子がちがう感じがする
すこしきれい
すこし整備されたみたい
たまには訪れてみたいまち

もう四〇年前になるのかな
動物園に通ったことを
おもいだします
ゴリラを描いたんですが
今日描いてみて
コリャアカンと思いました
でも時間も忘れてさせてもらえて
台所仕事も忘れさせてもらって

13

この大学の学生証ももらったし

洗濯物がきれいに並ぶ通りを
自転車でゆく
この学びの場・釜ヶ崎芸術大学へは
水路を利用し通う
終の住処はみんなで住む
平屋の大きなおおきな家
そのあとも お墓があるから
だいじょうぶ
音もあふれるこのまち
劇場で 歌われるのは
ひとびとの人生のうた
夢のつづき
天文台と巨大ペットボトル
（ KAMA-1
）
ロケット発射台
ひょうたん型プール
（川の水を利用）
古代恐竜（カマくん）
が生まれた

明日の地図よ 釜ヶ崎
角をおとしたシーツの白に
山あり 川あり 谷あり みどり
陸 海 空 青空
じゆうなこころ
太陽の大きな光

白いシーツの上に
たて横に 線にわけられた
いろんなまち
二時間でできたまち
なつかしい気持ち

山あり 川あり 谷あり みどり
陸 海 空 青空
公園のみどり
太陽の大きな光

＊ 2013 年1月 日 作成した
「明日の地図よ釜ヶ崎2013」
の地図師になった気持ちで参加した皆さんが地誌を描きました。
それをつなげて詩にしました
（上田 假奈代）

人参加、英語が得意な人はい

どこを切るのか。どこに貼るのか。緊張の瞬間。気持ちよい。
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コラージュの時間。要らなく

『 あしたの地図よ 釜ヶ崎2013 』

●表現 .8

『 愛しさ（遺言）』

遺言について
ひとりで書いた人：
メガネとマフラーの
しゃべりまくる
おっちゃん

天国に行って

あの人、この人に

逢える日を、、、。

なかよーするんも

苦しい坂、楽しい坂、

いっしょ

歩いて

あっ

いろいろな道

ねーちゃん三人もおって

寒さのためか参加者ひとりでスタート（最終的には4人）。山上

きましたよ

いっぱい書いた、愛の

講師：上田假奈代

にぎやかなのを思いだしたのか、

講師：野村誠

2013年1月18日(金)14:00〜16:00
@西成市民館

言葉

2013年1月17日(木)
14:00～16:00
@喜望の家

●詩 .7

披露しますよ

●音楽 .2

憶良の『貧窮問答歌』の現代語訳を読む。いまと変わらない世
のあり様…！近況報告のなかで、勘三郎の死から遺言を受け

『 あずまさんのゆいごん』

そのくせ

詩を書いた人：上田 假奈代／遺言について聞かれた人：アズマ

「ほんまは帰りたいねん

なんもない」

「ゆいごん

「でも
お金ないねん」

大家のお父さんに

ポケットからとりだした

「さよなら」言うわ

死んだらどうでもいい

家」

専門家がすごいのは、あらゆる方向からの質問に答えられる引き出しの多さだ。釜芸では、それが出し惜しみされることはない。

百円玉二枚にぎりしめて

1月

かんたん」

どが追加されたりした。
（わ）

「ケンカするんも

たり、のこぎりソロのパートな

くいと飲んで、目を細めて、

レンジをする。コーラスを加え

あずまさん、海はみえますか

最後に「あなた」という曲のア

「ワンカップ飲めるわ」

にしたお話を聞かせてくれる。

お母さんとお父さんの

質問に、野村さんが経験をもと

と階段をおりていく

が本当ですか？」様々な難しい

お墓にはいりたい

としてとらえると聞いたのです

北海道のわっかないにあるお墓

らえるが、外国人はそれを雑音
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間になった。
（も）

と言う

「日本人は虫の音を虫の音とと

参加者が。少人数のためいつもよりゆっくりと言葉を味わう時

海がみえる

音感ってどういうことですか？」

聞かずに詩をつくって帰るOさんなど、独特の楽しみ方をする

でも

ることなく質問が続く。「絶対

をつくることに。話だけして自分では書かずに帰るAさん、話を

男ひとりやから

をおさらい。そのあとは途切れ

取ったという話があり、
「遺言」をテーマに相手から話を聞き詩

やっぱ入らん

前回作った「あなた」という曲

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

●哲学 .3

2013年1月19日(土)14:00～16:00
@西成市民館

講師：西川勝

●表現 .9
2013年1月21日(月)14:00〜16:00
@喜望の家

講師：岩橋由莉
西川さんの看護の現場での話から。痴呆を理由に胃ろうをつけた患者さんが「食べたい」という意思を表したため、医療チーム
一丸となり口からの摂食を回復させた、という内容。食い入るように話を聞く参加者たち。これを受けて「食べる」とは何か？と
問い、一人ずつ自由に話してもらう。それぞれに自身の体験を交えながら、自らの視点で語った。哲学史の話に寄ってしまった初
回と比べて、西川さんが言う「哲学＝自ら考える」ということに肉迫した時間。
（も）

初参加の人が多く、ここ数回と比べると緊張
感が漂う。由莉さんからあらためて表現に
ついて。
「私は何者であるか、何を考えてい

参加者の感想より
・日常生活で自分たちがしている行為について掘り下げて考
えてみることでこんなに気づけることがあるんだと思った。
・その人その人、自分たちの歴史、経験、事実を自分たちの言
葉で話し、共有し、深めていくのにこれからすべき哲学だと
思いました。山口県から来た甲斐がありました。

るか、というのは表現の基本。語るほど遠
ざかり、語らないほどに伝わるということも
ある」今回も名前と今感じていることを順番
に。初参加のOさんが唐突な発言をし、誰
かがそれに応じるやり取りが繰り返される。
「悲しく生まれる人間と楽しく生まれる人
間、生まれたときに決まってるのか？ずっと
悩んでいる」とOさん。それぞれから様々な
解釈が示された。
（も）

「クラスメイトやからな」と友情が 芽生えた声も聴こえる。

路上での凍死を聞くこともある釜ヶ崎の冬。講義はつづく。
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●音楽 .3

2013年1月24日(木)14:00～16:00
@喜望の家

講師：野村誠
『あなた』
この音楽の授業に参加している「釜凹バンド」の

あなたと二人

明日に向かって歩く

メンバーに、
「1曲演奏してくれませんか？」と野

あなたと二人

アラビアの朝焼け

村さん。釜凹バンドの４名が1曲披露。その1曲を
パートに分け、パートごとに演奏する部分としな
い部分をつくり、もう一度演奏してもらう。それ
だけで曲の印象が大きく変わる。その後グループ
に分かれての演奏や、質問タイム、最初の回から
つくっている曲「あなた」の２番の作成など。あっ
という間に２時間が過ぎていった。
（わ）
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1月

AH

あんパン

あの時から歩く

あきらめない
あほんだら

あなたと二人

甘えていいよ赤ん坊

あなたと二人

アカシアの雨の日

AH

会いたい

赤信号歩く

あぁよかった

青い空

あの星のもと

ありんこ

「あ行」のおもしろさに気づいた人も多かろう。ああ、あまりに飽きない、愛の釜芸

あぁよかった

編み物を

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

●詩 .8

●芸術

2013年1月25日(金)14:00〜16:00
@西成市民館

2013年1月26日(土)14:00～16:00
＠西成市民館

講師：上田假奈代

講師：森村泰昌
多摩美の学生さん、関東からの男性が
初参加。いつもは途中からのAさんがわ
りと最初から参加。Oさんから、インタ

良い席に座りたいと1時間前から来た方も。最

ビュー詩より連 詩をやってみたいとの

初は「自前アート」について。森村さんの「手」に

声。Aさんが「こころ！」というので、お題

フォーカスされた映像作品とアンディー・ウォー

は「こころ」に。3行書いて集めてシャッ

ホールの「顔」にフォーカスされた映像作品を見

フルして、次の人が続きを3行。6回くり

る。続いて釜ヶ崎で製作中の映像の上映。そして

かえし、最後の人がタイトルを決める。

時間内に、さらに参加者2名を映像に撮り、すぐ

参加者は人のことばや字が重ねられてい

に上映する。ライブで見たものと出来上がったも

くことや、声になることでしっくりくるこ

のの違いも提示された。参加者からの「芸術と

とを楽しんだよう。
（か）

は？」の問いにまっすぐ答える森村さんの姿が印

いか

人
人

『 呼吸している人と烏賊 』

心

最後の連を書き詩のタイトルをつけた人：エトウ

ころころと

ころんで

生きもの 呼吸してる

生きものしんでんせつ

死ぬまで 呼吸してる

ＮＨＫ ダーウィンが来た

みえないけど、

ころんでも 呼吸してる

すってんころん

たいせつな、

深い海の底

こっちまでおいで

でもよくころぶ

真暗闇の中に

みえないから、

ころんだら

光っている烏賊

いか

とりあえず

ころんだまんまで

二十四秒

象的だった。
（わ／ゆ）

▲この授業のあとも釜にゆかりのある方と映像制作を続けて
います。続編をお楽しみに。

雑誌に「日本で残したい風景は？」の質問に「釜ヶ崎」と答えていた
森村泰昌さん。ていねいで大胆、そしておもしろい表現に注目。
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●表現 .10
2013年1月28日(月)
14:00〜16:00
@喜望の家

講師：岩橋由莉

●音楽 .4

2013年1月31日(木)14:00〜16:00
@喜望の家

講師：野村誠

ピアニカをドライバーでバラしていく。各部位の役割を野村さ
んがわかりやすく説明してくれる。よく目にしている楽器の、
あまり目にしない部分をみることができて、
「そうなっていた

いつになく少ない参加者数。
「今日
はなんとなく少ないといいなと思っ
ていた」と由 莉さん。少人 数 で自
分の持ち時間を気にする必要もあ
まりなく、いつもより安心して話し

のか！」と感心。その後4人一組に分かれ、構成を話し合って
演奏をする。他の人がその曲のタイトルをつけ、もう一度演
奏を聴く。するとタイトルが無かった時とは違う聴こえ方がす
る。
「ことばをつけるということは、作品にとってとても大き
な意味を持ちますね」と野村さん。
（わ）

ている様子。
「○○はこのようであ
る」と断定するYさんに対して裕子
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さんが「それはあなたの考え」と強
く言ったことに由莉さんが 興味を
示し、そこから話が広がっていく。
さまざまな話が派生しながらも、め
ずらしくひとつのテーマについて深
く話し合われた。
（も）

講師：野村誠さんのブログより
釜ヶ崎芸術大学ですが、すごい回数やっておられて、参加されて
いる方々も、なんだか表現分野の初心者ではなくなっており、明
らかに熟練してきておられます。これは、凄いことのような気がし
ます。釜ヶ崎という場所で、日雇い労働などの現場の視点から日
本の社会を見た時に、色々な矛盾や問題が、はっきり見えるはず
です。しかし、そうした矛盾や問題について、表現する術を持たな
ければ、それを人に伝えていくこと、訴えていくことは、なかなか
難しい。でも、こうして、釜ヶ崎で、詩をつくったり、歌をつくった
り、哲学したり、表現したりしていくことで、表現力が高まると、本
来表現したかったことが、もっともっと表現されてくると思うので
す。釜ヶ崎芸術大学を続けていくと、これは、これは、凄いことに
なるなぁ、と実感しました。

1月

釜芸は3ヶ月間続く。なだらかな坂道を歩いているようだ。

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

嘘、いつわりも

俺の目は

俺の目は

人の目にどう映っているのか。

くもっていないか

嘘をついていないか

夜景の美しさ

月の淡い光

雨の滲み

にじ

細かい字が読みにくくても

目が悪く

自分の身体の気になる部位について
聞かれた人：クマガイ

詩を書いた人：うらが

『 私の楽しみ』

彼に貸してあげよう。

度の狂った私のピンボケ眼鏡を

私はいつか

俺の目は

俺は俺の目を見ることができない。

少し哀し気に云うことには、

そんな彼が

というわけだ。

「百聞は一見にしかず…」

つまり俺にとってまさに

少しの違いも見逃さない。

相手の目から

瞬時に脳で分析する。

目から入った情報を

誤差０の精度

彼いわく―俺の目は、視力２・０

自分の身体の気になる部位について
聞かれた人：うらが

詩を書いた人：クマガイ

『マッドじゃない
Ｍｒ．
サイエンティストの
告白 』
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眼のいい人には判るまい

終盤に向かって走ってゆく釜芸。スタッフは書道の作品を裏貼りしたり、成果発表の構成や展覧会のことを考えはじめ「見せる」ことを意識する。

2月

2013年2月1日(金)14:00～16:00
@西成市民館

●詩 .9

講師：上田假奈代

始まりは、今日呼ばれたい名前と近況報告から。今日は、

どうやって詩をつくるか、話してから決めることにする。
近況報告が終わって話しながら、假奈代さんが「人間が

必ず等しくもっているものはなんだと思いますか？」とい

う問いかけをする。心、こわいもの、時間、いのち、名前
…などなどの答えが出る。今日の詩は、身体の気になると
ころをもとにつくることにする。
（こ）

●ファッション .2

2013年2月2日(土)14:00〜16:00
＠ニカイ！文化センター

講師：澄川小百合

●ファッション .3

2013年2月3日(日)14:00〜16:00
＠ニカイ！文化センター

講師：澄川小百合

シルクスクリーンを使ったプリント、カーディガンを巻きスカートにリメイクなど高度な
ことに挑戦する方も。Iさんは糸の通し方から教わり、いつも持ち歩いているぬいぐる
みに何かを縫い付け始める。全身を地味な色で固めている人が多い釜ヶ崎だが、様々
に色が入っていく。Sさんはいつも被っている帽子にたくさんの飾りボタンを。最後に成
果発表。みな自分のできるやり方で最後まで仕上げていた。一人ではなかなか裁縫は
しないがこういう場があれば続けたいという方も。
（も）
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自己紹介をかねて今日着てきた服のポイントを発表していく。前回も参加のUさんは
挑戦すると話していた刺繍を仕上げて来ていた。澄川さんとココルームで用意した裁
縫道具や端切れなどを使って、自分の服をリメイクしていく。澄川さんに教わりながら
それぞれに進め、玉結びの仕方から教わったOさんもベストのボタンをきれいに付け
替え。みな驚くほど自発的で、時間が過ぎても残って続ける方多数。続きは明日に持ち
越し。
（も）

2月

5日間続けての授業にスタッフはバテ気味。参加者のほうが元気です。

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

●表現 .11

2013年2月4日(月)14:00～16:00
@喜望の家

●音楽 .5

2013年2月7日(木)14:00〜16:00
@喜望の家

講師：岩橋由莉

講師：野村誠

表現のクラス最終回。今

先週に質問のあった1.8リットルのペットボトルを太鼓にする方法の説明を野村さん

回 も 呼 ば れ たい 名 前と

が。容器をへこまして空気を少し抜いた状態で蓋を閉めて、それで地面をたたいたり

いま話したいことを、自

して音を鳴らすと「トーン」と良い音が鳴る。容器の中の空気の量によって音色が変

分のタイミングで話して

わる。その後、質問のコーナーや前回までの復習。そして16日の釜ヶ崎芸術大学の

いく。「今日はいち参加

成果発表会の本番に向けての練習を行った。
（わ）

者になる。したくないと
きは進行とかしない」と
由莉さん。場の全体を見
て発言していたいままで
と比べて、個人的な興味
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に任せて話している様子
だった。90分ほど経った
ころ、10回すべてに参加
している方が、他の参加
者との関係についての悩
みを涙ながらに話す場面
も。初参加の方もあり、
最終回にしていままでに
見られない様子が多く見
られた。
（も）

もう少しで終わってしまう釜芸。淋しさと達成感が漂う卒業式前のクラスのよう。

『 無題 』

『 古里 』
詩を書いた人：ＫＡＢＡ

俺にとって「古里とは」？

詩を書いた人：タケミヤ

Ａさんに問われて、言葉に詰まる。

好きなものについて
聞かれた人：タケミヤ

摩耶山

甲山

一〇〇万＄から
俺の生まれは、西宮の夙川。

よかったと後悔している」と。

鬼ごっこをしていた子供の頃。

七月の暑い日、朝顔の垣根のそばで、

Ａさんの古里は福岡の早良。

釜をぶらぶらしている罪な奴。

そのお金をにぎって

売っちまった。

そのことについて聞いた話から

一〇〇〇万＄

好きなものについて
聞かれた人：ＫＡＢＡ

今日は好きなものの絵を描き、

なつかしい

うYさんは、
「もっと参加すれば

故郷
なつかしさ

までは詩に縁 がなかったとい

思い出す
なつかしさ

詩をもってきて振り返る。いま

ふるさとの

講師：上田假奈代

なつかしさ

まったAさんが、はじめて詩を

なつかしさ

最後の授業。いままでつくった

摩耶から見える

しても話をするだけで帰ってし

一〇〇万＄の
今もまぶたに浮かぶ思い出。

古里の土を

もう身内はいない。心の中の古里。
それでも時々

力強い作品を。いままで顔を出

うらやましい。

2月14日からは西成市民館で展覧会。大きな「あしたの地図よ」をどう壁面に貼るのか難しく、みんなで知恵をしぼる。

2月

ふんでみる。

な工夫を感じる。初めての方も

ちょっぴり

つくった。
（も）

忘れられない古里。

詩をつくる。皆勤のUさんはじ

俺は

め、慣れた参加者からは技巧的
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2013年2月8日(金)14:00～16:00
@西成市民館

●詩 .10

釜ヶ崎芸術大学のあゆみ

●成果発表会

2013年2月16日(土)14:00〜16:00
＠西成市民館

市民館は釜芸でつくられた作品に彩られ、会が始まる1時間前から、詩の朗読・
音楽の演奏の練習が行なわれた。まず、音楽の授業でつくった3曲がはにかみな
がらも堂々と演奏される。そして詩の授業でつくった詩を朗読する声がひびく。
釜ヶ崎に生きる人を写した映像の上映ではしみじみとした時間が流れる。42回
の授業の振り返りをし、また、表現の授業で行なって来た自己紹介・いま思って
いることを話す時間をとる。沈黙も大切にしつつ、釜芸に参加しての思い、今後
の釜芸への期待が語られる。最後は、多くの授業に参加された方に表彰状の授
賞式。授業に1度でも出席した方すべてには修了証がわたされた。
（ゆ）

講師：野村誠さんのブログより
釜ヶ崎に集う人々は、釜ヶ崎が 好きで、釜ヶ崎が 居心 地が いいのだ
なぁ、ということを感じました。プライバシーと孤独な生活ではなく、宿
泊所を他者とシェアしたり、生活空間を他者と共有したりする。町全体
が家のようになり、町全体でアットホームに過ごす生き方。もちろん、最
初は仕事を求めて釜ヶ崎にやって来たとしても、この町が好きで居心地
が良い人が、ここを愛して暮らし続けていく面もあるのでしょう。そし
て、釜ヶ崎芸術大学に集う人々が、釜ヶ崎芸術大学を本当にアットホー
ムに楽しんでいたのだなぁ。そのことが、今日の会に参加して一番幸福な
ことでした。
釜ヶ崎という町、そして釜ヶ崎芸術大学という場に関われて非常に楽し
かったし、ここで起こっていることは非常に面白いし、釜ヶ崎の外の世
界にないのに釜ヶ崎では成立していることもいっぱいあるので、もっと
もっと釜ヶ崎の外からの参加者も増えて混在する場が生み出されていく
と良いだろうな、と思いました。

特別な成果発表の日であるけれど、釜芸のいつもの感じも大切にされていて、あたたかい。展示も好評で、会場から「開催期間を長くして」という依頼も。
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クラスは続くよ

―『表現』の時間を振り返って

◎ 茂木 秀之
釜ヶ崎芸術大学が開かれた12週のあいだ、一週間は必
ず『表現』の授業で始まった。
だいたいいつも、2時間のうち90分は自己紹介の時間

に話すことはしない。聞くときは、黙して大事に聞く。次

どんな人であっても学び合える場と思い描いてこの大

第にひとりひとりの振る舞いの全体を表現として尊重す

学は開かれた。誰かを排除しようというような意図が現

る態度が、参加者それぞれに生まれていった。

れることは、実際になかったと思う。Tさんが参加をやめ

で過ぎる。話したい人が話したいタイミングで、自分の関
心やいま感じていることを話す、それだけの時間。
「私は何者であるか、何を考えているか、というのは表

ろうか。彼はトゲを感じさせる発言が多い。おそらく率直

現の基 本です。語るほど遠ざかるということもある

に疑問を表明しているだけなのだが、責め立て拒絶して

し、語らないほどに伝わるということもある。」

いるようにも聞こえてしまう。そういう言葉は空気を重く

自己 紹 介についてそう説 明 する、講 師 の 岩橋 由 莉さ
ん。またあるときにはこう話した。
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Tさんが参加するようになったのは3回目からだっただ

「自己紹介の時間がたまらなく好きなんです。みなさ
んがいろんなことを考えてるのがわかるんですよ。い

した。だが、あるときTさんはこう話す。
「わしは人とつき合うときのうまい距離の取り方とい
うようなものがわからんから、勉強させてもらいにき
てます。」

つ話そうか、何を話そうか、ウケた人の後はやりづら

またある日の感想用紙にはこう書き残していた。

いな、とか。」

「今日も寝たきり老人を免れた。」

自分が話すタイミングをどこに見つけるのか。それまで
どのようにして待つのか。語る内容や語り方ばかりでな
く、そこでの過ごし方の全体が表現であるという。
だからすべては参加者ひとりひとりに任せられる。とは
いえ任せきりだと、発言が好きな人、得意な人ばかりが話

それから続けて参加すること数回。ある日ひとりの参
加者が誰に向けるでもなくこう話した。
「表現したいっていう欲がみなさんあるんでしょうね。
普段そういう場がないんだろうから、ここはそれを出
す場やね。」

すことになる。だから初めの数回のうちはもうひとつ余

Tさんが強く反応した。

計に、1人5分以内というルールもあった。

「それならわしはもう話せんわ。」

「演 劇では、
“沈 黙 ”というのは重 要な表 現になりま

欲がたまっている人しかここに来て話してはいけない、

す。話すことだけじゃない、黙ることも表現だと私は

と受け取ったようだった。明らかに拒絶の響きを持ったT

思います。この場では沈黙も大事にしたいと思うんで

さんの言葉に、動揺が走る。いまのはひとつの意見であっ

すね。」

て、そのような場であるべきということではないのだと、

由莉さんがそう話してから、争うようにしゃべり立てて
いた何人かの参加者も態度を変えた。沈黙を埋めるよう

何人かが言ったと思う。しかし、その日を最後にTさんは
姿を見せなくなった。
▲ すてきにカスタマイズされた学生証

ることを決めたであろうそのときも、変わることなく。そ

い。孤を新たな関係へとつなげたいと考えるなら、こちら

る。変化した行動と変わらない言葉との間を、沈黙の背

れぞれが 望むように振る舞った結果ならば、誰かがそこ

から手を伸ばすのではなく、内発的な動機が生まれる引

にあるものを、想像する。嫌 悪が少し和らぐ。12週目の

にいられなくなることもまた受け入れなければならない、

き金となるようなものをそっと置いておくしかないのでは

表現を、僕は心して受け取った。

のだろうか。

ないか。たき火を焚くように。それを囲む輪に入りません

僕はスタッフとして11回の授業すべてに立ち会った。T
さんの言葉のトゲにハラハラしたし、しばしば 嫌 悪もし

かと誘うのではなく、ただそこに暖かい火を焚く。近寄っ
て手を当てるかどうかは自由だ。

釜ヶ崎芸術大学、全42回の授業。僕たちスタッフはた
だ場を開き続けた。こうして振り返ってまとめる文章を書

た。内容を記録するという立場が多かったので、そういう

毎週月曜日の『表現』は、年末の一週を除いて休むこと

いているものの、気持ちは授業のノートをとっていたとき

気持ちを表明したことはない。あるいはしてもよかったか

なく開かれた。いつもの参加者がいなくても特に変わる

とあまり変わらない。あの場所で起きたことの記録。
「寝

もしれないが、由莉さんというファシリテーターが場の安

ことはない。今日はいないな、と何人かは気にしているか

たきり老人 」でいることよりあの場に来ることを選んだ

心を保ってくれるこの時間にあっては、傍観することがい

もしれないし、何人かは気づいてもいないかもしれない。

ことも、それをまたやめたことも、Tさんの自由の中で起

ちばん自然だった。そうしていればやがて流れは変わり、

やることもほとんど変わらない。今日も自己紹介だ。毎日

きたことだ。42回の成果が何かと聞かれると短く言葉に

気持ちは収まる。

のホームルームで日直が号令をかけるように、規 則ただ

するのは難しいが、少なくともこのことは喜んでいいと思

しく繰り返す。不登校の生徒は最後まで姿を現さなかっ

う。この自由のもとにある行動は、大学と名付けた場と

た。

ともに起きたのだ。

姿を見せなくなったTさんのことをたまに気にしなが
ら、しかし僕はだいたい忘れて過ごした。あまりに個人的
な話を持ち出して恐縮だが、僕は中学生の頃に不登校の

僕 たちは学びたければ いつで も学ぶことが できる。

時期があった。あのときクラスメイトたちはこんな感じで

『表現 』の最終回から4日後、『詩』の授業。こちらも

そのことを担保する場をいつでも開いていたいと思う。

いたのだろうか。だとしたらそれでいい、と思う。不用意

最終回であり、釜ヶ崎芸術大学全日程の最終でもあった

釜ヶ崎芸術大学の次学期が実現できればもちろんいいけ

にまた来いなんて言ってほしくはない。作為をもって心の

日。Tさんが来た。

れど、それを待たなくても、毎日の仕事場で、過ごすまち

なかに踏み込まれるのは、ちょっと勘弁だ。それなら忘れ

「詩というのは何なんですか？」

の中で。Tさんを見かけたら、商店街のお店に来てよ、と

られてしまった方がいい。この大学でも、振る舞いかたを

何も変わらず、遠慮のない口調で言う。僕はまた少し嫌

今度は誘ってみようか。キツいことを言われたら、それ嫌

押し付けるようなことがあってほしくはないと思った。T

悪する。また姿を見ることが できたのを喜びながら。気

だよ、って言ってみてもいいかもしれない。毎回の授業で

さんに嫌悪を表すことをしなかった僕は、参加を促すよう

持ちというものはいつもない交ぜであることを思い出す。

起きた自由な学び合いが、このまちの毎日の中にいつで

なこともまたしなかった。

Tさんの中にはどんな気持ちが行き交って、来ることをや

もあったら、なによりいいと思うのだ。

め、また足を運んだのだろう。
釜ヶ崎のまちでは高齢者の孤立が深刻な問題となって
いる。日本中で起きていることだとは思うが、つながりの
豊かさが言われることの多いこのまちでさえ例外ではな

「人とどうつき合っていいのかわからんのです。だから
勉強させてもらいにきました。」
言うことは、いつかと同じ。その 表 現を噛み砕いてみ
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釜ヶ崎芸術大学への道
◎ 上田 假奈代
風に桜の花びらがはらはらと舞う風景のなかで、あたら

くり、寄せ場・釜ヶ崎に関心を寄せた。事業は公設地民営

わっている。釜ヶ崎の日雇い労働者は原発労働の経験を

しい門をくぐる。そんな節目の出来事に、ひとりひとり感

というユニークな仕組みであったにも関わらず5年で頓挫

持つ方も多いが、何の保障もなく、彼らのことばに耳を傾

じることも思うことも違い、喜びも悲しみもしんどかった

し、わたしたちは次の拠点を釜ヶ崎に定めた。2008年1

ける人もいない。周縁に置かれる人たちはいつも見えない

人もあるだろう。企画者であるわたしたちでさえ「釜ヶ崎

月、動物園前商店街にオープンしたカフェは、15人も入れ

塀の向こうにことばを届けることを奪われる。寄せ場で働

芸術大学」の門をくぐったとき、いろんな想いがないまぜ

ばいっぱいの小さな元スナック。同年6月釜ヶ崎第24次

いてきた、行き場を失いこのまちに流れ着いた、何万何千

になり不思議な感覚を持った。

暴動が起こる。やがて日本は「貧困」
「無縁社会」といっ

の人々の声にならない声を釜ヶ崎の道端で風のなかに感

たことばが流行るほどに釜ヶ崎化する。翻って釜ヶ崎の、

じた。わたしたちは代弁するのではなく、彼ら自身が表し

生き抜くための知恵の蓄積。知恵とは人と人をつなぎ、人

ていけたらいいと思い続けてきた。ココルームは場をひら

と自然をつなぐものだと思う。だからこそ、分断され個人

き、トラブルもあるけれど、嫌なことには嫌と言い、でも、

2003年、新世界フェスティバルゲートで大阪市の「新

として生きなければならない（釜ヶ崎の外の）人々とわか

であいを信じて待ってきた。

世界アーツパーク事 業 」に参画した。この事 業はまだ評

ちあえたらと思い、カフェの向かいにメディアセンターを

人はお互い安心だと思える場でこころ素直に表現でき

価の定まらない現代芸術の拠点形成を狙う10年計画の

開設した。2011年東日本大震災があり、人々は穏やかな

るんだな。表現活動にたずさわり、そしてココルームをは

取り組みだった。わたしたちは当時建物の周辺に多かっ

日常の大切さを痛感する。メディアから「絆」
「つながり」

じめて何年もかかって、こんな当たり前のことを口にする

たホームレスの方たちや高齢者と表現と発表の機会をつ

が旗めく。
「復興」の傍らで原発／エネルギー問題が横た

ようになった。支援する／される、教える／教えられる、

釜ヶ崎芸術大学にいたるわたしたちココルームの道のり
をお話したい。
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▲ ココルームが活動をはじめたフェスティバルゲート

▲ インフォショップカフェ・ココルームの外観

▲ カマン！メディアセンターの様子

という固定化した関係ではなく、まざりあった
関係のダイナミックな学びあい。それこそが、人
生。生きてきてよかったと思える。
地域に、社会に、そんな場がもっと増えるとい
い。そして積み重ねていくなかで、対話や合意形
成を学んでいけたらいいな。漠然とした思いを
少しづつかたちにしていきたい。釜ヶ崎芸術大
学はそんな気持ちからはじまった。
さらにもうひとつ、2010年頃から商店街を歩
く人の数が減ったことに気づいた。高齢化。よ
く顔をみせてくれていた人たちが入院したり、亡

031
▲ 釜ヶ崎で学んだ学生の発表に足をとめる人びと

くなる。このまちの人々は不安定な環境で 生き
てきたことから実際の年齢よりも老けてみえる。ココルー
ムも場を開いていても来てもらえない、というジレンマを
持つようになった。そこで、まちのなかにある施設でワー
クショップを開催してみようと思いついた。商店街にある
ココルームでは出会えない人たちがいるはずだから。「ま
ちでつながる」という事業を一年間実施し、予感は的中し
た。月に一回の表現のワークショップを楽しみにしてもら
えたが、一ヶ月の間の時間が「長い」ものだと聞き、生活
のリズムとなるような取り組みをやってみたいと思った。
釜ヶ崎のニーズに応えるようにして、釜ヶ崎芸術大学は
生まれた。
それからは粛々と仕事を進めた。助成金を調べ、申請
し、採択が決まると、会場や講師の調整を始めた。パズル

▲ 釜ヶ崎越冬闘争で開いている書き初めコーナー

のように組んでゆく。チラシは目が悪くても読めるように

とけることもあった。いつか、このまちのおじさんたちが

なるべく簡潔に。目に留まるようにカレンダー形式に。コ

先生役となって授業を展開していきたいと思う。そして、

コルームの前の通りで道行くおじさんたちにチラシを手渡

このまち全体が芸術大学のキャンパスである、といえるよ

し声をかける。

うに。釜ヶ崎はそのポテンシャルを持っていると思う。

さらに、前述の「まちでつながる」で登壇いただいた西
川勝先生が自主的に釜ヶ崎で月一回「哲学の会」を開催

おかげさまで、釜ヶ崎芸術大学はその印象深い名前か

することになった。にわかに釜ヶ崎に何やら集まって学

らも注目していただいた。地名の持つイメージや政治性

んだりお喋りしたり、つくったりする場がにぎやかに増え

に何らかの影響を及ぼしたのだろうか。今後「西成特区構

た。

想」や市民社会にどのような取り組みができるのか、まだ

それらの経験は実にさまざまな変化を生み出していっ

まだ継続的につづけ検証し、精進していきたい。

た。最初は数分しか腰かけていられなかったおじさんが何

釜ヶ崎芸術大学に参加し、関わってくださったスタッフ

度も足を運ぶうちにじっくり腰をすえてその場の雰囲気を

やみなさんに感謝をこめて。第二期のスタートを夢見なが

楽しみ、自分の考えを述べて帰るようになった。一度は言

ら。

い合いをして気まずくなっても、次の回で話をして誤解が

釜ヶ崎芸術大学 事業データ
●開催概要

期

間： 2012年11月19日(月)～2013年2月16日(土)

対

象： どなたも

会

場： カマン！メディアセンター｜大阪市西成区太子1-11- 6
喜望の家｜大阪市西成区萩之茶屋2-8-18
西成市民館｜大阪市西成区萩之茶屋2-8-18

参加費： 無料・カンパ歓迎

西成プラザ｜大阪市西成区太子1-4-3 太子中央ビル(100円ショップ )3F
仏現寺公園｜大阪市西成区萩之茶屋1-13

授業スケジュール
日時

【科目名】講師名

会場

参加者数

2012年
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日時

【科目名】講師名

会場

参加者数

2013年

11月19日(月)夜7時～9時

【表現】 講師：岩橋由莉

@西成プラザ

14名

1月7日(月)昼2時～4時

【表現】 講師：岩橋由莉

@喜望の家

9名

11月20日(火)昼2時～4時

【宗教学】 講師：釈徹宗

@西成市民館

24名

1月10日(木)昼2時～4時

【音楽】 講師：野村誠

@喜望の家

20名

11月21日(水)夜7時～9時

【哲学】 講師：西川勝

@西成プラザ

16名

1月11日(金)昼2時～4時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@西成市民館

9名

11月22日(木)夜7時～9時

【天文学】 講師：尾久土正己

@西成プラザ

15名

1月12日(土)昼2時～4時

【地図】 講師：水内俊雄

@西成市民館

17名

11月23日(金)夜7時～9時

【感情】 講師：水野阿修羅

@西成プラザ

16名

1月13日(日)昼2時～5時

【地図】 みんなで大地図をつくります

@西成プラザ

8名

11月25日(日)昼2時～4時

【ファッション】講師：澄川小百合

@西成プラザ

14名

1月14日(月)昼2時～4時

【表現】 講師：岩橋由莉

@西成プラザ

9名

11月26日(月)夜7時～9時

【表現】 講師：岩橋由莉

@西成プラザ

15名

1月17日(木)昼2時～4時

【音楽】 講師：野村誠

@喜望の家

11月30日(金)昼2時～4時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@西成市民館

15名

1月18日(金)昼2時～4時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@西成市民館

15名
3名

12月1日(土)昼2時～4時

【哲学】 講師：西川勝

@西成市民館

20名

1月19日(土)昼2時～4時

【哲学】 講師：西川勝

@西成市民館

12名

12月3日(月)昼2時～4時

【表現】 講師：岩橋由莉

@喜望の家

17名

1月21日(月)昼2時～4時

【表現】 講師：岩橋由莉

@喜望の家

9名

12月8日(土)昼11時～12時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@仏現寺公園

10名

1月24日(木)昼2時～4時

【音楽】 講師：野村誠

@喜望の家

11名

12月8日(土)昼2時～3時

【書道】 講師：畑中弄石

@仏現寺公園

11名

1月25日(金)昼2時～4時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@西成市民館

8名

12月10日(月)昼2時～4時

【表現】 講師：岩橋由莉

@喜望の家

15名

1月26日(土)昼2時～4時

【芸術】 講師：森村泰昌

@西成市民館

32名

12月14日(金)昼2時～4時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@西成市民館

11名

1月28日(月)昼2時～4時

【表現】 講師：岩橋由莉

@喜望の家

12月15日(土)昼2時～4時

【書道】 講師：畑中弄石

@西成市民館

11名

1月31日(木)昼2時～4時

【音楽】 講師：野村誠

@喜望の家

12名

12月17日(月)昼2時～4時

【表現】 講師：岩橋由莉

@喜望の家

11名

2月1日(金)昼2時～4時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@西成市民館

10名

12月21日(金)昼2時～4時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@西成市民館

9名

2月2日(土)昼2時～4時

【ファッション】講師：澄川小百合

@カマン！メディアセンター

14名

12月22日(土)昼2時～4時

【天文学】 講師：尾久土正己

@西成市民館

13名

2月3日(日)昼2時～4時

【ファッション】講師：澄川小百合

@カマン！メディアセンター

10名

12月24日(月)昼2時～4時

【表現】 講師：岩橋由莉

@西成プラザ

8名

2月4日(月)昼2時～4時

【表現】 講師：岩橋由莉

@喜望の家

8名

12月28日(金)昼2時～4時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@西成市民館

12名

2月7日(木)昼2時～4時

【音楽】 講師：野村誠

@喜望の家

16名

12月29日(土)昼2時～4時

【感情】 講師：水野阿修羅

@西成市民館

18名

2月8日(金)昼2時～4時

【 詩 】 講師：上田假奈代

@西成市民館

8名

2月16日(土)昼2時～4時

【成果発表会】
講師：岩橋由莉・上田假奈代・野村誠

@西成市民館

36名

2月14日(木)～3月15日(金)

【作品展】

@西成市民館

5名

講師プロフィール

● 岩橋 由莉（いわはし

ゆり）
【表現教育実践家】

● 高橋 隼（たかはし

じゅん）

● 水内 俊雄（みずうち

としお）
【政治・社会地理学者】

演劇的手法を用いてコミュニケーションを体験する「表現教育」をベー

【兵庫県立大学天文科学センター 西はりま天文台研究員】

大 阪市 立 大 学 都 市研究プラザ 教 授。20 05 年 、大 阪 就 労福 祉 居 住問

スに、乳 幼児から高齢 者までを対 象に、独自のプログラム「コミュニ

奈良出身。大学卒業後は福祉系の市民団体「たんぽぽの家」で 働いて

題調査研究会を設立。NPOホームレス支援全国ネットワーク理事。一

ケーション・アーツ」を展開する。人との間に生まれる目に見えないも

いたが、西はりま天 文台との出会いにより、大学院で天 文を学ぶこと

般社団法人インクルーシブ・シティネット代表理事。日本ならびに東ア

のを体感しやりとりを楽しむ活動を目指す。熊野の森から都心のビル

を決 意。大学院では、アストロバイオロジー（宇宙生物学）を志し、西

ジアのホームレス調査を行い、支援施策のためのネットワークづくりを

街まで日本各地で展開中。http://haraiso.com

はりま天文台の望遠鏡を用いて月に映った地球の光＜地球照＞を観測

すすめている。

● 上田 假奈代（うえだ

かなよ）
【詩人・詩業家】

している。南アフリカ天文台 への短期留学経 験もあり。へんてこな経
歴をいかして、何か新しいことをしたいと考えている。

● 水野 阿修羅（みずの

多様な人々にむけて 詩 のワークショップ を行う。「こころのたねとし

● 西川 勝（にしかわ

1998年よりメンズサポートルーム大阪をたちあげ 男性が 家 庭内での

て」など、さまざまなワークショップメソッドを開発する。ココルーム代

1957年大 阪市生まれ。長年 、看 護 師として勤務しながら哲 学に関心

暴力(DV)なしで 暮らす方法を学び、自分の感 情表 現の豊かさを回復

表。

を持ち続け、40歳を過ぎ てから大阪大学臨床哲学で「ケアの哲学」を

することを目的に「男の非暴力グループワーク」を実施。著書に「その

学ぶ。現在は大阪大学CSCD特任教員。

日ぐらしはパラダイス」。

岡山県 生まれの大阪育ちで、大学時代は昭和町に下宿し、寺田町の大

● 野村 誠（のむら

● 森村 泰昌（もりむら

学へ通う。高校教師、2つの山の中の天文台をハシゴして、2003年か

どんな人とも一 緒に音楽を作る作曲家。ピ アノの可能性を探るピ アニ

1951年大阪 生まれ。自らが 有名な絵画や映画の登場人物に扮し写真

ら和歌山大学教 授。宇宙をいかにして文化にするか日々楽しいことを

スト。動物や風 景と合 奏する鍵 盤ハーモニカ奏 者。しょうぎ作曲 開発

に撮るというセルプポートレイト作 品を作り続ける。「美に至る 病／

考えている。

者。NHK教育テレビ「あいのて」監修＆出演。作曲プロジェクト「原発

女優になった私 」(1996)「なにもかへのレクイエム／戦場の頂 上の芸

やめます」進行中。

術」(2010)などの個展を開催。近著に、「美しいってなんだろう」「ま

19 69 年生まれ。3歳より詩作、17歳から朗 読をはじめる。92年から

● 尾久土 正己（おきゅうど

● 釈 徹宗（しゃく

まさみ）
【天文学者】

てっしゅう）
【宗教学者】

まさる）
【看護師】

まこと）
【音楽家】

1961年、大阪府生まれ。相愛大学人文学部教授。博士(学術)。専門は

● 畑中 弄石（はたなか

宗 教思想。日本仏教学会理事。浄土真宗本願寺 派如来寺住職。NPO

大阪市に生まれる。昭和40年から約40年間、中学 校国語教師のかた

法人リライフ代表。著書は『ゼロからの宗 教の授業』(東 京書籍)、『法

わら書道を教える。現在、毎日書道展審 査会員。全日本書道 連盟評議

然親鸞一遍』(新潮新書)など多数。

員。字に上手い、下手はない。自分のこころを伝えられる字を書ければ

● 澄川 小百合（すみかわ

ろうせき）
【書家】

十分。筆の使い方でいろんな字が書けるものです。
さゆり）

【ファッションコーディネーター】
広 島市出 身、尾 道 市 在 住。専 門 学 校 で 服 作りなど を学んだ 後、舞 台
の 衣 裳 制 作 や 現 場 の 衣 裳 部 など を担 当 。これま で に、N a d e g a t a
Instant Party「Offline Instant Dance」、ユトリロユルリト「春子
さん」
「秋缶」などの衣裳を担当。

あしゅら）

【メンズサポートルーム大阪世話人】

やすまさ）
【美術家】

ねぶ美術史」
「露地庵先生のアンポン譚」など。
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掲載記事

▲ 2012年11月19日

毎日新聞

▲ 2013年2月25日

毎日新聞

▲ 2013年3月29日

朝日新聞

釜ヶ崎芸術大学、さまざまな学びがここに
◎ 植田 裕子

036

釜ヶ崎芸術大学を開校して数日、まずはじめに驚いた

て、これまで私が通った学校という場ではすでに排除され

参加者にも様々な変化が見られた。最初は10分も席に

のは、参加者のエネルギーの高さだった。語り出すと止ま

ていたことがどれほどあったのかを思い知る。もうひとつ

ついていられなかった人が徐々に長く時間をともにでき

らない人、熱心にノートをとる人、開始時間よりはるかに

の理由は、この場を受け持つスタッフとしての対応を試さ

るようになったり、自分の話ばっかりだった人が、人の話

早く来て準備を手伝ってくれる人…、休憩時間も講師への

れることへの緊張だ。しかしそんな場面には、私が何かを

を聞こうとするようになったり。ほとんど発言をされない

質問が絶えなかった。参加者の若者がそのエネルギーに

するまでもなく、
「私はこの授業を聞きたい」という参加

のに42回中30数回の授業に通ってくれた方は、終わりに

触れ、また集まる人の人生の多様さに触れ、授業で元気に

者の言葉や、排除することなく変に媚びるわけでもなく場

近い授業で、
「相当ためになった。天文学の授業の後から

なって帰ってゆく日もあった。書道の授業では、みんなが

を持とうとする講師の姿勢があり、授業は続いた。ここが

毎晩金星を見てるよ」と語ってくれた。

集中して筆を運んでいたため、会場の空調の音が耳につ

釜ヶ崎であるからだろう、
「私がこうしてこの場にいるよ

くほど静かな時間があった。授業を終えたあと、講師の畑

うに、また別のこの人も様々な背景を持ってここにいる」

この企画をはじめる前に、大学の起源について調べた

中先生からは「あの静けさは、学びの機会の貴重さを知っ

ということをおもんばかることのできる参加者が多かった

ことがあった。12世紀にできた現在の大学の起源と言わ

ている静けさだった」という言葉をいただいた。参加者た

ように思う。釜ヶ崎芸術大学は、あらかじめ想定されてい

れるボローニャの大学は、学生が教授を選び雇う「学生の

ちの多くには、この大学でとにかくなにかをつかもうとい

ないことがあっても、その日その場にそこにいる人たちを

大学」だったという。釜ヶ崎でもそんな、学生主体の大学

う姿勢があった。

信頼することの練習のようにも感じられた。

が実現したら…と期待を寄せた。今後、参加者と授業のこ
とや運営のことを一緒に考え、釜ヶ崎に暮らす人にも講師

そのエネルギーの高さゆえに、また、この大学の間口の

釜ヶ崎芸術大学に通ってくれた184名（のべ576名）の

広さゆえに、時にどきっとするような場面もあった。例え

参加者の多くは、釜ヶ崎で暮らす単身男性で、そこに周

ば参加者が、他の参加者の言動に感情的に言葉を返した

辺地域で 生きづらさを抱えている人や、釜ヶ崎に興味を

り、講師に対し「望んでいたのはこんな授業ではない」と

持つ人、企画やファシリテートを学びたい人などが加わっ

ただ、今回の大学をやってみて、何も講師と参加者と企

強く言うこともあった。出入り自由にしていたため、ばた

た。はじめの頃には初対面の人が多く、それぞれが授業の

画者を平等に置くことばかりが、ほんとうの学びの場につ

ばたと入退場も多く、なかにはふらっと来て講師の話は

ために足を運んでいたが、授業を重ねるうちに参加者同

ながるわけではないと感じた。哲学の講師である西川勝

聞かず、自分の言いたいことだけを言って帰ってゆく人も

士がうち解け、授業の前や休憩時間に会話が生まれるよ

さんとは講義のスタイルについての打ち合わせをし、参加

いた。

うになっていく。次第に放課後をともにすごす人もあらわ

者との対話形式にするか講義形式にするか考えた。今回

れ、大学以外での交流も生まれていった。年が明けてから

はあえて、参加者には発言したくなったら手を挙げてもら

率直な意見があり、自由な参加の仕方があることがお

は、参加者同士の雑談のなかに「クラスメイトやからな」

う講義形式で授業をすすめることにした。最近の傾向と

もしろいと頭ではわかりつつ、場を用意している私は、や

という言葉も聞かれるようになり、空席に、来なくなった

して、特に無料のイベントには対話形式のものが多い。そ

はりそのようなことがあるたびに少し緊張をする。理由の

人のことを思う時間もあった。

れはこれまでの一方的な教育に対する反省あってのこと

ひとつは、そのような場面に慣れていないからだ。そうし

になってもらう…そんな大学がいつか叶えば、と思ってい
る。

だが、そのような場には「何か発言しなければならない」

という緊張があり、逆に、専門的な話を一心に聞くことができる機会が少なくなって
いるのではないかと考えたからだ。今回の哲学の授業がそうであったように、講師が
その専門性を軸に、責任をもって場を見ていてくれるという安心感の中でこそできる
発言があるし、立場や専門が違う人をわざわざ並べてみなくても、それぞれの生きざ
まはその居ずまいや言葉のなかにちゃんと見つけることができる。この大学の授業で
何度もあった場面だが、講師へ質問を投げかける参加者の、人生とぴたりとくっつい
た問いやその姿勢に、私たちは多くのことを学んだ。
はじめての釜ヶ崎芸術大学に集まった方には、ネットも利用しない人、住所が定ま
らない人も多い。だからこそ、あいりん労働福祉センターでちらしを見て、会場にふ
らっと入って、路上でたまたま出会って…、さまざまな縁が重なって、こうして出会えた
ことが嬉しい。ココルームでは釜ヶ崎芸術大学がひとまず終ったあと、毎週木曜日に
講師の推薦図書をみんなで読む「自主ゼミ」をはじめた。またこの釜ヶ崎芸術大学を
開ける日まで、人生の学びあいの場をつなぎたい。

12月10日の表現の講義ノート記録より ▶
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