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ぜん 〜 22 度目の呼吸〜　日記（2019 年）

9 月 27 日

　台風で倒れた庭の花を一輪挿しに生けると、数日かけて蕾が膨らんで咲いた。
久しぶりに近くの大学構内を散策して、夕暮れから星が出るまでぼーっとした。
切手を買いに行った坂の上の郵便局、入り口の花壇に咲いたイエローコスモス
の花に黄色い蝶が二羽で舞い重なる。

　22 回目の展示会の案内状を書きながら、宛てた人の顔や時間を思い浮かべる。

9 月 30 日

　ギャラリー会場のある施設に向かう途中に、顔馴染みの花屋さんに挨拶した。
去年の大晦日に亡くなった展覧会で知り合った友人が紹介してくれた人だ。

　受付に案内葉書と告知ポスターを預け、施設一階の図書館が見渡せるカフェ
で顔馴染みのママさんにも葉書を渡し挨拶した。美味しい珈琲を飲んで一息。

　そして、施設隣の建物に個展を始めて間もない頃に知り合った書道家夫婦の
展覧会を見に行く。そこでまた新しい出会いもあった。

　夜は連れが興味あったチェコのフェスティバルに行って、チェコビールで酔っ
て見よう見真似でチェコのペアダンスを踊り楽しんだ (^ ^)

　あと一か月少しに迫った 22 回目の空間創作展示会。まだ HP は更新してない
し肝心の作品制作も進んでませんが、切手値上がり前に 250 枚ぐらいの案内葉
書を出し終えました。

10 月 7 日

　週末はいつもの合気道の稽古場を早めに切り上げ横浜へ。来月頭に迫ったイ
ベントでの障がいのある方たちとのダンス舞台の最終練習日。他の行きたい場
所やお誘いも諦めて集中します。

　バスが渋滞してギリギリ到着。顔馴染みの皆さんと挨拶し、準備運動をして、
ステージの出演順や曲を決めていく。最初は青年Ｔさんと私、息も合ってきて

「あんな笑顔見たことない！」って笑顔で踊るＴさんと絡む。残る私の出番は双
子の可愛いおばあちゃんたちとシャンソンで。前回と同じ若い男性が参加して
て、なんだか失恋したかつての恋人な立場。最後は寄りを戻して抱き合ってフィ
ニッシュ。ま、本番はどうなるやら ( ⌒ - ⌒ ; )

　本番のまんまるフェスタはよい天気でありますように。そして翌週（３日後）は
個展の搬入。体力もつかな？ ま、それもこれも仕事も生活も含めての創作空間です。

　打ち合わせを終えて施設を出ると、広がる空は夕焼けに染まる雲と小さな月が美
しく浮かんでた。

10 月 29 日

　繋がる、堅める、呼吸する。週末の合気道で月一ぐらい八段のＹ師範に教わると、
型以上に基本の大切さがよくわかる。

　いろいろあって例年以上に制作が推している個展準備。2000 枚近い半紙を貼る作
業、手作り小麦粉糊は短時間で出来栄えも格段に良くなり、いい糊だと貼る作業も格段に上がる。これ
も基本が大事ってことですよね。

　災害の続く大雨を憂い、その合間に顔を見せる太陽に感謝し、与えられた日常と、無意味とも言える
制作を繰り返す。
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10 月 30 日

　展示会制作で毎回 50 本ぐらい使ってる白クレヨン（１日の消費量ギネ
スかも？）、数年分のチビたカケラたちを保管してました（貧乏性 ( ⌒ - ⌒ ; ）。

　考えたらクレヨンは蝋が原料だから、湯煎で簡単に溶かして固めて再生
することができました。

　太くて立派なクレヨンは折れなくて、大きな白い紙の上を踊るように描
き殴るには最適です。材料費も削減できて一石二鳥です。

　展示会の制作で時間と体力気力を使い果たして、誘われた舞台など失礼
してますが、直前の日曜日は横浜の施設のイベントで障がい者の方たちの
ダンスの舞台でサポートメンバーとして踊ります。

　はてさて、こんな私の 22 回目の空間展示会はどう
なることやら。いや、ありのまま（然）に…。

11 月 1 日

　摺る、入れる、書く、描く、曳く、打つ、落とす、
撥ねる、翳む、滲む…。墨にはいろいろな表現や表情
や時間がある。また色や香りもある。

　苦労して真っ白に貼った大きな紙、掃除のモップを使って描くというより汚す。ま
ずは薄墨で汚し、次に濃い墨を。余白が多い方が綺麗なのに、汚しまくる。なんだか
残念な気持ちも湧きつつ、展示空間の広い壁を覆う大きな紙を汚してはベランダに干
す。身体は疲弊し、あれこれ思い巡らすことにも疲れて、やがて無心に繰り返す。

　そこに何が描かれるだろうか？

11 月 4 日

　年に一度だけ遠方の友人にも会える武蔵野はらっぱまつりに顔を出
した。春から月一ぐらい参加した障がいのある方とのダンス、横浜の
まんまるフェスタという福祉事業所と地域の合わさった大きなお祭り
の舞台にサポートメンバーで参加して踊って楽しい時間だった。祭り
も季節の景色も、そこに集う人たちの様々な色に世界は彩られる。

　展示会の壁面の色付けもなんとか終わり、天候に恵まれて乾燥も終
え、明後日は搬入。生かされている日常が制作そのもの。受け取った
色とりどりのエネルギーで空間を創ります。

11 月 7 日

　いろいろありまして準備が間に合うか危ぶまれた 22 回目の空間展示会。昨日無事に搬入を済ませて、今日一日で空間を制作します。

　新しく運搬をお願いした赤帽さんはとてもいい方でユーモアもありリーズナブル。ギャラリーのある施設の顔馴染みのスタッフさん
や清掃さん、併設のカフェのママやスタッフさんにも声をかけていただき人に
恵まれていると感じる。

　毎回展示会開催前に故郷の母や姉から届く大きな荷物には、大好きな味噌煮
込みうどんと一緒にお菓子などがいっぱい詰まっている。すっかり中年になっ
たのにこれって ( ⌒ - ⌒ ; ) 母や姉にとって子も弟もいつまでも幼いもの。丈夫
な身体に産み育ててくれたことに感謝しつつ、蟹パンが泣けるね。

　今年の展示会で開催中に置く言葉は、その母との思い出を綴った。岐阜の故
郷のお茶と、送られてきたお菓子と、言葉を味わいたい方はぜひ会場でお待ち
しています。明日から開催です。



3

11 月 8 日

　今日から開催の空間展示会。入口上の壁
面に投影する映像は旅先で撮影した風景や
花たちの予定でしたが、編集を始めて物足
りなく、昨日の朝に急遽空間で即興で踊っ
てくれるダンサーを募集しました。

　当日に関わらず、友人知人ダンサーから
連絡をいただき、タイプもキャリアも全く
異なる女性ダンサー３人（＋男性１人？）
に踊っていただき撮影しました。ありがと
うございました。感謝です。

　映される自然の風景と、彼女たちの紡ぐ
時間をぜひご覧ください。

投影映像（★は即興ダンス）
武蔵野の秋景色
★伊豆牧子 ＋ 野口 量（約 16 分）
王ケ頭山頂からの雲海と山並み
★堤 頌子（約７分）
王ケ頭山頂の高山植物と花々
★吉倉咲季（約 32 分）

11 月 9 日

　「なんだろう？これって大切です」

　22 回目の空間展示会。無事に初日を迎
えることができました。久しぶりの再会、
ふらりと入ってきた出会い、不思議な繋が
りといろいろ。

　冒頭の言葉は、搬入準備を目にして訪れ
てくれた男性が言ったこと。何の得もなく、
世の中の役にたつ訳でもなく、世界は何も変わらないけど、何
だろう？これって存在は絶対大切ですと。

　今年も準備時間切れで、こうしたかったというイメージを制
作しきれなかった感はありますが、これが今の自分の精一杯の
ありのままです。出会いに感謝して。開期は明後日月曜日まで。

11 月 10 日

　引き寄せるっていうのは、偶然か必然か。

　昨年偶然入ってきて顔馴染みになった方が空間に来た時、遠
方から来てくれたダンサーの友人と、また偶然入ってきた若い
女性と、演劇の世界にいる友人が顔を揃えた。初対面の４人が
笑って語らった後にビデオカメラを構え、ダンサーが踊り出し、
演劇界の女性が絡み始め、無茶振りした初対面の女性が歌い始
める時空間が生まれた。時を同じくして合気道仲間がギャラリーへ。

　同じ仲間が偶然同じ時間に顔を揃え、タイミングよくその仲間が職場のピザを差し入れてく
れて食べた。前回この場所で出会った人同士が再会したり、時間と場所に引き寄せ合う不思議。

　会話と遊びの間に、音楽やダンスやパフォーマンスが生まれては消える。22 回目の空間展示
会は明日まで。気が向いたら、呼ばれてるかも？ お待ちしています。
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11 月 11 日

　落ち着く。癒される。浄化される。
泊まっていきたい。４日間だけで壊す
のはもったいない…。

　水流の水音のせい？ 空間を包んだ紙
や墨の香り？ 庭から採ってきた月桂樹
や杜鵑、拾ってきたドングリや松ぼっ
くり？ 散りばめた玩具や楽器？

　制作者の意図しないところで、集う
人が空間と時間を紡ぎ出す。数日しか
ない儚さが偶然の出会いや時間の不思
議を生み出す。永遠でない一瞬が尊く
て美しい。3 日目の昨日も懐かしい再
会や新しい出会い、飛び入りライブ演奏やダンスも。

　22 回目の空間詩ぜん（然＝ありのまま）。本日最終日。夜７時ごろから９時
半過ぎまで夜ぜん、いただいたお酒や食べ物と一緒に空間と時間を味わってく
ださい。

11 月 12 日

　お陰様で昨日無事に 22 回目の空間展示会を終えました。来ていただいた方、
気にかけていただいた方々に感謝ばかりです。ありがとうございました。

　新旧の友人知人の他、第１回目の時に知り合った方
や、数年ぶりに訪れてくれた方。期間中に何度も訪れ
てくれた方、新しい出会いや奇遇な再会や出会い。幾
つもの空間と時間が生まれました。

　最後はいただいたお酒や食べ物を。集ってくれた人
たちで乾杯した賑やかな宴の後に、音楽と踊りのカオ
スな世界に包まれました。

11 月 13 日

　生まれ出逢うこと。死に別れること。

　空間展示会に小２ぐらいに入って来て出会ったＭが
この開期中に出産し母になったと嬉しい知らせが来た。
最終日を終えて楽しく飲んで帰り、深夜に携帯電話の
着信に起こされ、親しかった友人の突然の死を知る。

　生まれた時から死は約束されていて、出会った瞬間に別れに近づいていく。当たり前の
ことを忙殺された日々に忘れ、当然のように目覚める朝を疑わない。生かされている今を
どう感じ、どう生きるかは自分次第。

　写真は空間展示会の中につくったドームトンネルの天井を、万華鏡のようなペーパーウ
エイトで覗いたもの。

11 月 15 日

　先日無事に終わった空間展示会。この場所で親しくなった書道家のＴさんに前回いただ
いて組み立てた「くるくるレインボー」という手作り玩具が来た人に人気がありました。

　くるくる回すと膨らんだり形を変えたり丸まったり、これを持って踊ったり、謎の掛け
合いをしたりする人もいて予想外に盛り上がった。真似して作って吊るした大きなオリジ
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ナルダブルくるくるレインボーも喜ぶ子どもたちがい
た。

　昨日は展示会最終日に急逝した若い友人の通夜に参
列。眠っているような姿と対面。写真の中の彼女はど
こか笑い出しそうな笑顔だった。

　くるくる回って膨らんで輝いて、色や形を変えたり、
萎んで止まったり、丸まったり、また花のように開い
たり…。人生もくるくる回り続ける。

11 月 28 日（番外）

　二度目の魔女の一撃 !?

　昨日朝、二年前の衝撃を身体が覚えててとっさに体勢を立て直し回避した
けど、やっぱりお能のような動きで生活してます ( ⌒ - ⌒ ; )

　え⁉︎ 何 !? 悪夢？ 庭の黒猫に引っ掻かれた？ 病院の子どもに？ と連れに
驚かれたけど、二年前も展示会後の一段落した時になった同じ冷蔵庫の前で
立ち上がる瞬間でした。

　魔女の一撃って、ギックリ腰のことです (^ ◇ ^;)

　初めての時は全く動けなくなったけど、今回はかなり大丈夫でした。庭に
来る黒猫はたまに猫パンチしてくるし、病院の小悪魔たちも百撃ぐらいして
くるけどね。展示会は身体に無理させ過ぎ…。

ぜん　〜 22 度目の呼吸〜　感想

　「継続は力なり」という言葉を、実感・体感させられる、マルチ感覚に訴
求する、かなりユニークな展示＆パフォーマンスです。
　これは、一面、自分で、まぁ道楽でやってるようなことだから、いつでも
投げ出せる、そんな気分に僕だったらなることがありそうなことを、毎年毎
年、彼は、続けていることを通して、自身の展示が人と人とを紡ぎ合わせる
ことが、思いの外に出来てしまい、そのことに自分でも驚きがあることを歓
びとして、了介サンが自身のパワーとして充電し、そういった何よりも毎年
の来場者のパワーが相和・蓄積して、年々、盛況の度を高めている、未来ま
でも楽しみな素晴らしい催しです。
　了介さんとの、ご縁を頂いたのは、彼や僕の故郷である岐阜が、父上の出
身地であり、こちら中野の音楽的ゴッドファーザーの一人ともいうべき方で、
当会場のナカノ ZERO の発足時には委員も務められていた可知日出夫サン
のご紹介によるものです。
　故郷を愛する心は、多くの人々にとって、抵抗なく共感出来るものです。
　って、石川啄木の「異邦人的な、根無し草のような」やるせない感傷を詠っ
た作品においてさえも、父祖から続いて自分が生まれ育って、かつ、爪弾き
にされた土地に対する、否定とともに、二律背反する慕情が漂っているよう
に、僕みたいに啄木と似たような生き方をしてきている人間でさえも、老年
の秋を迎えると、そのように感じられるときが、あるものですが、了介さん
は、離れても郷里のことを忘れず、その地に対する愛慕を曲にして、地元の
合唱団に歌われる作品に仕上げられるなど、僕の郷土愛を、いつも蘇らせて
くれています。

（チャーリーさん）

毎年、訪れる不思議で安心する空間。今年も行ってきました！
明日でラストです！  中野 Zero にて！！

（やえおめぐむさん）
　「ぜん」



　今年もありがとうございました。
　また来年 （西山さん）
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上の４点と右の５点は訪問した方が
撮ってくれた写真。水のオブジェや
ドーム内の天井の様子も…。

上は空間内で簡単ギター（一五一会）
を爪弾くダンサーの Y さん。

左は入口前にいた母子のオブジェ。
一昨年描いた服を着て。
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上は空間全体。奥はト
ンネルになったドーム。
手前に木々を連想する
柱が立つ。上は球体の
椅子（ジムボールに染
色した T シャツ）。

左は訪れた子どもたち。
右はトンネル内から踊
る人を撮影。


