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S.O.S.を振り返る
      SUPER OPEN STUDIO(以下S.O.S.)は2022年で10年目を迎え、2023年で10周年となります。そこで『S.O.S. BOOK 2022』

では、10周年直前号として2013年、2014年、2015年を振り返ることにしました。

大平歩さん、神山亜希子さんが所属していた「プーススタジオ」は、ちょうど2013~2015年までの間、S.O.S.に参加しています。時間

が経っていますが、当時S.O.S.に参加したきっかけ、2013~2015年の思い出、参加して得たこと、変わったことなどをお聞かせくだ

さい。また、2015年を最後にスタジオをクローズした経緯についてできる範囲でよいので教えていただけますか。

プーススタジオの「プース(πούς)」は、古代ギリシャ語で「足」という

意味です。「自分たちの過ごす環境を初めからつくり上げていく」「そこ

から歩んでいく」という意味を込めて付けました。なぜギリシャ語かと

言いますと、愛着のある名前にしたかったこともあるのですが、何より

も「プース」という響きが気に入ったからです！（今思うとなんて可愛い

理由なんだ 笑）

　アトリエの内装をつくる時には、多くの人たちに協力してもらい、人

生で初めてリフォームのようなことをしました。すべて一からやったとい

うことがよい経験になっています。一枚の壁をつくるのにもかなり時間

がかかり、間借りした倉庫をアトリエにするところから大変でした。そ

れでも、アトリエづくりはとても楽しく、どうやれば壁が建てられるだろ

うと材料を探したり、必要なものを揃えたり、なかったら棚もつくった

り、自分たちのできる範囲で少しずつ居心地のよい環境を目指してつく

り上げていき、最後は「我らが城」となりました（床がコンクリートだっ

たのもやりやすかった。何せ私は汚すので 笑　神山談）。あの時、力

を貸してくださった皆様、本当にありがとうございました！

S.O .S .に参加した経緯については二人ともよく覚えていないのです

が、お互い積極的な性格ではないため、人づてに紹介していただき、

二人で話し合って参加を決めたように思います。また、作家のアトリエ

を一般公開するという内容に興味が湧いたことが大きいです。ほかの

アトリエを見たり、作家の人と交流したいという想いもあったと思い

ます。

　実際にS.O.S.に参加して、周りに様々なアトリエがあることを知りま

した。意外と近いところに多くのアーティストさんたちが活動している

ことは、S.O.S .に参加していなかったら分からなかったことです。近所

に陶芸、版画、彫刻……とバリエーション豊かなアトリエがたくさんあ

り、「相模原市内にもこんなにアトリエがあるのか！」と驚きました。

　S.O .S .で一番印象に残っていることは、2013～2015年まで毎年

オープンスタジオで企画したワークショップです。「今紙漉きできるけど

やってく？」といった感じで、飛び入り参加も大歓迎でした。地域の子ど

もたちが多く参加してくれて、いろんな作品ができて楽しかったです。

プーススタジオが住宅地の中にあったため、あまり紙漉きとかプレス

機を使用して版画を刷る機会がないようで、興味をもってくれたのだと

思います。

　あの時、紙漉きや版画ワークショップに参加していた子どもたちは

今では高校生、大学生くらいになっていると想像するととても感慨深

いです。こうしたワークショップがきっかけで、アトリエのシャッターが

開いてると近所の子が時々遊びに来てくれました（神山はアトリエの

周りで鬼ごっことかしてたし 笑　大平談）。子どもたちのなかに、もの

をつくることが楽しい思い出として残っていたらうれしいです。

クローズした理由は、主に私生活の拠点が変わったことにあります。な

かなかアトリエに通うことができなくなりました。

　現在、大平は年に数回、版画講師の仕事をしながら、美術館の版画

工房で週1くらいのペースで版画のインストラクターをしてます。自分

の制作は正直全然できてないです。普段は美術とは全然違う労働で

生活費を稼いでいます。

　神山は美術関係ではない仕事につき、育児をしながら毎日制作を

続けています。好きなように描くドローイングが多いです。似顔絵等の

作品依頼という形式で制作もしています。住んでいる市の小学校で行

われている「放課後子ども教室」*にて不定期で絵画等を教えたりして

います。S.O.S .でのワークショップが楽しかったから、子どもに絵を教

えることに関心をもちました。また年に1回、定期的にグループ展を開

催しています。

プーススタジオは3年くらいしか運営できなかったのですが、お互いマ

イペースにやれたことは良かったですし、言いたいことを言い合えてい

たのも良かったです。最後はそうだなあ……倉庫を間借りして改装し

たアトリエだったので、冬はとにかく寒かったです。でも、ストーブを焚

いて版画を刷っていたら、冬でも暑くなったけど！

元プーススタジオ　大平歩　神山亜希子
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上：S.O.S. 2014のワークショップ
下：S.O.S. 2013のワークショップ
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プーススタジオの「プース(πούς)」は、古代ギリシャ語で「足」という

意味です。「自分たちの過ごす環境を初めからつくり上げていく」「そこ

から歩んでいく」という意味を込めて付けました。なぜギリシャ語かと

言いますと、愛着のある名前にしたかったこともあるのですが、何より

も「プース」という響きが気に入ったからです！（今思うとなんて可愛い

理由なんだ 笑）

　アトリエの内装をつくる時には、多くの人たちに協力してもらい、人

生で初めてリフォームのようなことをしました。すべて一からやったとい

うことがよい経験になっています。一枚の壁をつくるのにもかなり時間

がかかり、間借りした倉庫をアトリエにするところから大変でした。そ

れでも、アトリエづくりはとても楽しく、どうやれば壁が建てられるだろ

うと材料を探したり、必要なものを揃えたり、なかったら棚もつくった

り、自分たちのできる範囲で少しずつ居心地のよい環境を目指してつく

り上げていき、最後は「我らが城」となりました（床がコンクリートだっ

たのもやりやすかった。何せ私は汚すので 笑　神山談）。あの時、力

を貸してくださった皆様、本当にありがとうございました！

S.O .S .に参加した経緯については二人ともよく覚えていないのです

が、お互い積極的な性格ではないため、人づてに紹介していただき、

二人で話し合って参加を決めたように思います。また、作家のアトリエ

を一般公開するという内容に興味が湧いたことが大きいです。ほかの

アトリエを見たり、作家の人と交流したいという想いもあったと思い

ます。

　実際にS.O.S.に参加して、周りに様々なアトリエがあることを知りま

した。意外と近いところに多くのアーティストさんたちが活動している

ことは、S.O.S .に参加していなかったら分からなかったことです。近所

に陶芸、版画、彫刻……とバリエーション豊かなアトリエがたくさんあ

「放課後等に希望するすべての児童を対象に、勉強やスポーツ、文

化活動、交流活動などを行うことで、参加児童が学びながらコミュ

ニケーション能力などの 「生きる力」 を身に付けます。」

宇都宮市公式 Web サイトhttps://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/

* 

ex. ぷーすすたじお

おおひら・あゆみ　　　　　　　　　　　　　　　

1987年埼玉県生まれ。2013年東京造形大学大学院造形研

究科造形専攻美術研究領域修了。大学では版画全般を学

び、主に木版を自身の作品で使用する。現在、版画のインス

トラクター、木版画講師などをしている。そのほかにパン屋で

パンをつくっている。主な展覧会に「大平歩展」（GALLERY 

b. TOKYO、東京、2013年）、（ギャラリーろば屋、新潟、2013

年、2014年）、「MI-LAB主催若手水彩木版画作家国際巡回

展Fragile story」（Walla Walla Foundry Gallery、ワシントン／

Victorian College of the Arts、メルボルン、2016年）。

かみやま・あきこ

1988年栃木県宇都宮市生まれ。2013年東京造形大学大

学院造形研究科造形専攻美術研究領域修了。修了後は栃

木へ拠点を移し、現在は手法を版画からクレヨン、パステ

ル、墨などを使うペインティングへ変え作品を制作してい

る。主な個展に「LyricalDrama」（BambinartGallery、東京、

2014年）、「rituale」（worlds end、栃木、2015年）。主な受

賞・入選に「山本鼎版画大賞展入選」「ZOKEI賞」（ともに

2011年）、「ZOKEI賞」（2013年）。akikokamiyama.com

り、「相模原市内にもこんなにアトリエがあるのか！」と驚きました。

　S.O .S .で一番印象に残っていることは、2013～2015年まで毎年

オープンスタジオで企画したワークショップです。「今紙漉きできるけど

やってく？」といった感じで、飛び入り参加も大歓迎でした。地域の子ど

もたちが多く参加してくれて、いろんな作品ができて楽しかったです。

プーススタジオが住宅地の中にあったため、あまり紙漉きとかプレス

機を使用して版画を刷る機会がないようで、興味をもってくれたのだと

思います。

　あの時、紙漉きや版画ワークショップに参加していた子どもたちは

今では高校生、大学生くらいになっていると想像するととても感慨深

いです。こうしたワークショップがきっかけで、アトリエのシャッターが

開いてると近所の子が時々遊びに来てくれました（神山はアトリエの

周りで鬼ごっことかしてたし 笑　大平談）。子どもたちのなかに、もの

をつくることが楽しい思い出として残っていたらうれしいです。

クローズした理由は、主に私生活の拠点が変わったことにあります。な

かなかアトリエに通うことができなくなりました。

　現在、大平は年に数回、版画講師の仕事をしながら、美術館の版画

工房で週1くらいのペースで版画のインストラクターをしてます。自分

の制作は正直全然できてないです。普段は美術とは全然違う労働で

生活費を稼いでいます。

　神山は美術関係ではない仕事につき、育児をしながら毎日制作を

続けています。好きなように描くドローイングが多いです。似顔絵等の

作品依頼という形式で制作もしています。住んでいる市の小学校で行

われている「放課後子ども教室」*にて不定期で絵画等を教えたりして

います。S.O.S .でのワークショップが楽しかったから、子どもに絵を教

えることに関心をもちました。また年に1回、定期的にグループ展を開

催しています。

プーススタジオは3年くらいしか運営できなかったのですが、お互いマ

イペースにやれたことは良かったですし、言いたいことを言い合えてい

たのも良かったです。最後はそうだなあ……倉庫を間借りして改装し

たアトリエだったので、冬はとにかく寒かったです。でも、ストーブを焚

いて版画を刷っていたら、冬でも暑くなったけど！

元プーススタジオ　大平歩　神山亜希子

大平：なんかゆるキャラみたいなオブジェあったよね（笑）　
　　　同級生が大学の課題でつくったものだったけど。
神山：トコトコくんね（笑）
　　　マスコットキャラ!　
　　　オープンスタジオの時にアトリエ前に出してたけど、
　　　いろんな人が気にする存在だったよね。
大平：プーススタジオにしっくりきてたよね。
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S.O.S.と私 尾山久之助 温めることはできたとしても、それぞれが長年にわたって築いてきた人間関係のなかで、制作者として対等に活動することは難

しいと思われた。また、自分の求める制作のための環境がそこにあるようにも思えなかった。そんな時にS.O.S.を知ったのだ。

　S.O.S.は私の目から見てとにかく自由だった。参加するのも、やめるのも自由。そこで何をするかも自由。参加のための条件

が何かあるとすればそれはその人のやる気だけ。このすがすがしいくらいのシンプルさに私は多分感動したのだと思う。そし

て、それは私のような経歴の者にとって大変ありがたいことだった。

　2014年、2015年は以前からずっとやりたいと思っていた大きな立体作品の制作にもっぱら取り組んだ（この作品は2016年

のS.O.S.で公開している）。もちろん制作の傍ら、秋にはS.O.S.を楽しみにして毎回多くのスタジオを見学してまわり、制作上の

ヒントや刺激を得た。そして、2016年に、私は初めてS.O.S.に参加することができた。以後今日まで毎年S.O.S.に参加している。

自分がスタジオをオープンして思うことは、作品だけを発表する展覧会と違って、来訪者に自分の制作活動を丸ごと知ってもら

うことができるということ、また自由な発想で来訪者を迎えることができるということだ。

　これまで様々な人をスタジオに迎えることができた。美術関係者ももちろん多いが、親戚、友人やかつての教え子、その保護

者、地域住民の人たちが来てくれた。偶然通りかかった保険の外交員が熱心に見学していったこともあった。それぞれと交わし

た会話も面白かったし、特に二十歳以下の子どもたちがスタジオや私の作品を見た時の反応を見るのが楽しかった。それは、

教師として長年携わってきた子どもたちとの楽しかった交流を思い出させるからかもしれない。また、教職の仕事を離れてから

も、自分なりに教師としての役割を少しは果たせているのではないかという自己満足だったのかもしれない。いずれにしても、

オープンスタジオを通して出会った多くの人との交流は、私の制作活動を気持ちの上で支える大きな力の一つになっている。

　活動の中心の作品制作は日々試行錯誤の連続だと言っていい。私としては美術の基礎研究のようなことをやっているつもり

で、平面や立体の作品はそうした考えの下で制作している。一方、S.O.S.に加わってから学んだことも多い。その一つは展示の

多様なスタイルである。スタジオである倉庫や旧マンション販売センターを利用したアートラボはしもとなど、元々美術作品の

展示スペースではない場所を利用した展示は、私にとってとても新鮮であった。同時に、作品を構想する上で思考の幅を非常

に広げることでもあった。

スタジオでは今日も、変わらないものと新たに取り入れられたものとが同居しつつ時間が流れている。あとどれくらいS.O.S.に

参加できるかわからない。私にとっては残り時間との競争である。

現在の私の生活はスタジオ「ESA」を抜きにしては語れない。

　朝起きて朝食をとり、家事などの雑用を済ませた後、自宅から車で10分ほどの所にあるESAに向かう。スタジオといっても実

態は天井の高い、だだっ広い倉庫である。その一角に私のスペースがあり、正午をはさんで5～6時間、長い時には7～8時間を

そこで過ごす。その後、適当に買い物などをして自宅に戻り入浴。夕食を食べてPCをいじったり、本を読んだり、たまに酒を飲ん

だりして一日が終わる。ここ数年、用事があって外出する日などを除けば、これが私の平均的な一日である。

　スタジオで何をしているのかと言えば、例えば発泡スチロールで立体をつくったり、画用紙に思いついた形を下描きしてアク

リル絵具で色を塗ったり、つまり美術作品を制作していると言えばいいのだろうか。もちろん作業の合間にはYouTubeの音楽

を聴いたり、ストレッチをしたり、食事をしたり、お茶を飲んだりしている時間もそれなりにある。一つ言えることは、自分はそこ

で毎日とても自由な時間を過ごしている、ということであろう。

　現在の私の生活がこのようになった経緯について、SUPER OPEN STUDIO(以下S.O.S.)との関連も含めて、順を追って書

きたいと思う。

　発端は10年前の2013年、その年は私がそれまで36年間勤務してきた公立中学校での教職最後の年だった。長年美術の教

員であった私は、実はかねてから退職したら制作に専念する生活を送りたいと思っていた。しかし、その時はまだそれをどんな

かたちで実行に移せばよいのか具体的な見通しをもてずにいた。そんな状況だったその年の秋、私は第1回S.O.S.の案内を

目にした。あの時の衝撃というか感動というか、まさに望んでいたものと遭遇したような気持ちを今でもありありと覚えている。

その年、私は幾日かをかけて10カ所以上のスタジオを夢中で見てまわった。実にいろいろなスタジオがあった。場所一つとっ

ても元鉄工所、元倉庫、元工場、元民家、元商店、元ガレージ等々。内容も絵画、立体、工芸、映像、そしてよく意味の分からな

いものも含めて、その一つひとつが当時の私の目には本当に自由に輝いて見えた。還暦を迎えた自分のような者が若い人た

ちのなかに入っていけるかという不安や、新しい知識や技術が不足しているのではないかと気後れする気持ちもあった。しか

し、S.O.S.はやる気さえあれば自由に制作のできる場と環境、そして新たな人とのつながりを提供してくれるように思えた。「こ

こにこれからの自分の居場所を見つけたい」という気持ちがそれらの不安を圧倒し、その年のうちに私は現在入居しているス

タジオ（現ESA）を見つけた。

それにしても、初めてS.O.S.を知った時どうしてあんなに心を動かされたのだろう。思い当たるのは自分が若い時に一度制作

中心の生活を断念したことだ。

　1970年代、大学を卒業し当時20代だった私は、大学の賞を得て1年間、パリを中心にヨーロッパで過ごした。そして1年を過

ぎた頃、ここで制作中心の生活を継続するか、帰国するか岐路に立って自問自答したのだ。仕送りを続けてくれた両親は何も

言わなかった。結局私は帰国し、中学校の教師になり、結婚し、父親にもなった。家庭をもったこと、美術教師であったこと、長

年陸上競技部の顧問であったことも全く後悔していない。全て自分で望んできたことであり、振り返ってみればみな楽しかった

思い出になっている。定年退職して時間を自由に使える境遇になった時、真っ先に考えたことは「これからは制作中心の生活

をしたい」ということだったが、考えてみると、それはあの時に選ばなかったもう一つの道であり、改めてその道の続きを歩くと

いうことだったと思う。ただ、制作中心の生活といっても教師中心の生活が長かった自分にとって、具体的に作品を制作・発表

する場所やそれらを確保するために必要な人とのつながりをどこに求めていくかが問題だった。かつての師はすでにほとんど

が鬼籍に入られ、かつての知人で若い時から制作を継続してきた人たちの多くは団体展などの指導的立場にあった。旧交を
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温めることはできたとしても、それぞれが長年にわたって築いてきた人間関係のなかで、制作者として対等に活動することは難

しいと思われた。また、自分の求める制作のための環境がそこにあるようにも思えなかった。そんな時にS.O.S.を知ったのだ。

　S.O.S.は私の目から見てとにかく自由だった。参加するのも、やめるのも自由。そこで何をするかも自由。参加のための条件

が何かあるとすればそれはその人のやる気だけ。このすがすがしいくらいのシンプルさに私は多分感動したのだと思う。そし

て、それは私のような経歴の者にとって大変ありがたいことだった。

　2014年、2015年は以前からずっとやりたいと思っていた大きな立体作品の制作にもっぱら取り組んだ（この作品は2016年

のS.O.S.で公開している）。もちろん制作の傍ら、秋にはS.O.S.を楽しみにして毎回多くのスタジオを見学してまわり、制作上の

ヒントや刺激を得た。そして、2016年に、私は初めてS.O.S.に参加することができた。以後今日まで毎年S.O.S.に参加している。

自分がスタジオをオープンして思うことは、作品だけを発表する展覧会と違って、来訪者に自分の制作活動を丸ごと知ってもら

うことができるということ、また自由な発想で来訪者を迎えることができるということだ。

　これまで様々な人をスタジオに迎えることができた。美術関係者ももちろん多いが、親戚、友人やかつての教え子、その保護

者、地域住民の人たちが来てくれた。偶然通りかかった保険の外交員が熱心に見学していったこともあった。それぞれと交わし

た会話も面白かったし、特に二十歳以下の子どもたちがスタジオや私の作品を見た時の反応を見るのが楽しかった。それは、

教師として長年携わってきた子どもたちとの楽しかった交流を思い出させるからかもしれない。また、教職の仕事を離れてから

も、自分なりに教師としての役割を少しは果たせているのではないかという自己満足だったのかもしれない。いずれにしても、

オープンスタジオを通して出会った多くの人との交流は、私の制作活動を気持ちの上で支える大きな力の一つになっている。

　活動の中心の作品制作は日々試行錯誤の連続だと言っていい。私としては美術の基礎研究のようなことをやっているつもり

で、平面や立体の作品はそうした考えの下で制作している。一方、S.O.S.に加わってから学んだことも多い。その一つは展示の

多様なスタイルである。スタジオである倉庫や旧マンション販売センターを利用したアートラボはしもとなど、元々美術作品の

展示スペースではない場所を利用した展示は、私にとってとても新鮮であった。同時に、作品を構想する上で思考の幅を非常

に広げることでもあった。

スタジオでは今日も、変わらないものと新たに取り入れられたものとが同居しつつ時間が流れている。あとどれくらいS.O.S.に

参加できるかわからない。私にとっては残り時間との競争である。

現在の私の生活はスタジオ「ESA」を抜きにしては語れない。

　朝起きて朝食をとり、家事などの雑用を済ませた後、自宅から車で10分ほどの所にあるESAに向かう。スタジオといっても実

態は天井の高い、だだっ広い倉庫である。その一角に私のスペースがあり、正午をはさんで5～6時間、長い時には7～8時間を

そこで過ごす。その後、適当に買い物などをして自宅に戻り入浴。夕食を食べてPCをいじったり、本を読んだり、たまに酒を飲ん

だりして一日が終わる。ここ数年、用事があって外出する日などを除けば、これが私の平均的な一日である。

　スタジオで何をしているのかと言えば、例えば発泡スチロールで立体をつくったり、画用紙に思いついた形を下描きしてアク

リル絵具で色を塗ったり、つまり美術作品を制作していると言えばいいのだろうか。もちろん作業の合間にはYouTubeの音楽

を聴いたり、ストレッチをしたり、食事をしたり、お茶を飲んだりしている時間もそれなりにある。一つ言えることは、自分はそこ

で毎日とても自由な時間を過ごしている、ということであろう。

　現在の私の生活がこのようになった経緯について、SUPER OPEN STUDIO(以下S.O.S.)との関連も含めて、順を追って書

きたいと思う。

　発端は10年前の2013年、その年は私がそれまで36年間勤務してきた公立中学校での教職最後の年だった。長年美術の教

員であった私は、実はかねてから退職したら制作に専念する生活を送りたいと思っていた。しかし、その時はまだそれをどんな

かたちで実行に移せばよいのか具体的な見通しをもてずにいた。そんな状況だったその年の秋、私は第1回S.O.S.の案内を

目にした。あの時の衝撃というか感動というか、まさに望んでいたものと遭遇したような気持ちを今でもありありと覚えている。

その年、私は幾日かをかけて10カ所以上のスタジオを夢中で見てまわった。実にいろいろなスタジオがあった。場所一つとっ

ても元鉄工所、元倉庫、元工場、元民家、元商店、元ガレージ等々。内容も絵画、立体、工芸、映像、そしてよく意味の分からな

いものも含めて、その一つひとつが当時の私の目には本当に自由に輝いて見えた。還暦を迎えた自分のような者が若い人た

ちのなかに入っていけるかという不安や、新しい知識や技術が不足しているのではないかと気後れする気持ちもあった。しか

し、S.O.S.はやる気さえあれば自由に制作のできる場と環境、そして新たな人とのつながりを提供してくれるように思えた。「こ

こにこれからの自分の居場所を見つけたい」という気持ちがそれらの不安を圧倒し、その年のうちに私は現在入居しているス

タジオ（現ESA）を見つけた。

それにしても、初めてS.O.S.を知った時どうしてあんなに心を動かされたのだろう。思い当たるのは自分が若い時に一度制作

中心の生活を断念したことだ。

　1970年代、大学を卒業し当時20代だった私は、大学の賞を得て1年間、パリを中心にヨーロッパで過ごした。そして1年を過

ぎた頃、ここで制作中心の生活を継続するか、帰国するか岐路に立って自問自答したのだ。仕送りを続けてくれた両親は何も

言わなかった。結局私は帰国し、中学校の教師になり、結婚し、父親にもなった。家庭をもったこと、美術教師であったこと、長

年陸上競技部の顧問であったことも全く後悔していない。全て自分で望んできたことであり、振り返ってみればみな楽しかった

思い出になっている。定年退職して時間を自由に使える境遇になった時、真っ先に考えたことは「これからは制作中心の生活

をしたい」ということだったが、考えてみると、それはあの時に選ばなかったもう一つの道であり、改めてその道の続きを歩くと

いうことだったと思う。ただ、制作中心の生活といっても教師中心の生活が長かった自分にとって、具体的に作品を制作・発表

する場所やそれらを確保するために必要な人とのつながりをどこに求めていくかが問題だった。かつての師はすでにほとんど

が鬼籍に入られ、かつての知人で若い時から制作を継続してきた人たちの多くは団体展などの指導的立場にあった。旧交を
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