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■場所の募集
現状、悩みを持っている場所。
例えば）昔からある古いオルガンを動かしやすくするためのコロ付きの台座が欲しい など
・場所名
・場所の悩み
・場所の写真

モノセレモニーズ概要
■会　期
2016年11月27－12月20日
■会　場　
1  かごしま文化情報センター （住所 鹿児島市易居町1-2／時間 10：00～18：00／定休 水・日曜日）
2  ふじが丘保育園 （会期中は、かごしま文化情報センターにて展示）
3  レトロフト （住所 鹿児島市名山町2-1／時間 11：00～19：00／定休 月曜日）
4  ホテルニューニシノ （住所 鹿児島市千日町13-24／時間 8：00～22：00／年中無休）
5  KENTA STORE （住所 鹿児島市東千石町10-12／時間 11：00～19：00／定休 木曜日）
6  凡 （住所 鹿児島市東千石町1-15／時間 12：00～25：00／不定休）　
■入場料 ： 無料
■主　催 ： 文化薫る地域の魅力づくり実行委員会、鹿児島市
■助　成 ： 一般財団法人地域創造
■企　画 ： かごしま文化情報センター（KCIC）アートディビジョン

■参加市民アーティスト
北野 真衣・穂満 亮祐・飯泉 綾子・入田 裕夏子・大山 佳菜
 

■セレモニーコーディネーター
辻 琢磨（建築家 ／403architecture [dajiba]）
会田 大也（ミュージアムエデュケーター）

■KCICアートマネジメントラボ2016とは
「KCICアートマネジメントラボ 2016」は、かごしま文化情報センター（KCIC）が開講するレク
チャーシリーズ。芸術・文化と社会のつながりを考え、社会の持つ創造力の向上を支援するアー
トマネジメント。全体テーマを「◯◯×アート」とし、社会を構成する多くのテーマの中から6つ 

（スポーツ、観光、企業、建築、防災、政策）を選び、芸術・文化と掛け合わせて、地方都市・
鹿児島におけるアートマネジメントを模索します。様々な分野で活躍するゲストと思考を深め、
創造力を高めたいと思います。
http://www.kcic.jp/news/15348
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実施期間

2016年9月22日 事前説明会　
2016年10月4日－20日　　   人・モノ・場所の公募　
2016年11月23日－27日 場所のヒアリング　
2016年11月27－12月20日 モノセレモニーズ展示
2017年3月6日－3月28日 コンセプトドローイング展示　

カリキュラム

1. 生まれ変わるモノ、生まれ変わらせる人、そして場所の悩みを募集する。
2. モノのこれまでを振り返り、大切なことをピックアップする。
3. モノの次の生き方を考え、次にモノが置かれる場所に合わせて、改修案を考える。
4. 改修案を元に作業し、人の手によって、モノを生まれ変わらせる。
5. 生まれ変わったモノを新しい場所に置き、モノが新しい生活を始めていく。

募集した人・モノ・場所の条件
■モノの募集
捨てたいとは思っているけれど、捨てられない思い出のモノ。
例えば） 捨てられない嫁入り箪笥 など
・モノの名前
・モノへの思い出
・モノの写真

※モノの素材は、以下の条件に合うのもをお願いします。
・分解・加工が容易な素材であること
・電化製品でないこと
・容易に自然腐食しないもの
・耐久性があるものが望ましい。

■ヒトの募集
辻、会田両氏とともに、リデザインに挑戦してみたいヒト。完成した成果物の出展者として、
展示物のキャプションに記載されます。
期間  2016年11月23日－27日

（会期は既に終了しています。）



［集まったモノ］
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［モノを受け入れる場所］

鹿児島市街地  M A P
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［つくった人］
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1 ハモンドの踊る靴

レトロフトの地下室に鎮座するハモンドオルガンを簡単に移動させるための台
座の計画です。ハモンドオルガンは、高価なパイプオルガンの代わりにゴス
ペルミュージックを生み出し、その後のジャズミュージックに影響を与えたと言
われています。
もともと靴の問屋が入居していたレトロフトの倉庫に長らく置かれていた、靴
箱と思しきすごく重い棚の側板が台座の床面としてオルガンの脚を受け、林
光華園の旧店舗で使われていた中華テーブルを台座の側面に転用してます。
オルガンの脚元と台座の突起の組み合わせは脚 盤を模し、中華テーブル
の裏側のダークブラウンの表面は、このハモンドオルガンの色との調和を
図っています。台座の分だけ演奏位置が高くなったため、ジャズのスタンディ
ング演奏にも適した高さに生まれ変わっています。靴という人の脚元を支えた
棚の素材が、オルガンの脚元を支え、人を集める円卓の曲線を利用すること
で、新しい「靴」を履いたオルガンに再び多くの人々が集まるようにという思い
を込めました。 （辻 琢磨／会田大也）

モノ：すごく重い棚／中華料理屋円卓 

場所：レトロフト 人：辻 琢磨／会田 大也

「靴」の内側には、もともと赤色だった中華テーブルの
オモテ面を配し、指し色として用いている。オルガン
の荷重を支える底板には、もともと靴箱だった重く丈
夫な棚の最も腐食の少ない部分を切り出し、ボール式
の自在キャスターを新規で取り付けている。
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2かがみん

KENTA STOREは 島から発信された、人とモノと場所を繋ぐ、鹿児島の食と
暮らしの専門店です。素敵なお店ですが、一見さんが少し入りにくい、何の
お店なのかわかりづらいというオーナーの山下さんのお話を受けて、このよう
な三面で構成された看板を制作しました。素材として用いているのは、旅館の
お婆さんが大切にしてきた姿見と鏡台の鏡、そして建築学生が使っていた製
図板。その二面の鏡が映し出すのは、KENTA STOREのある天文館のアーケー
ドとお店の中、「ちょっと覗いてみよう」と思わせるようなデザインを目指しまし
た。そして三面目は、KENTA STOREの方々がお店から伝えたいことを毎日自
由に書いていただけるように、多くのデザインが生まれてきた製図板を転用し
黒板としています。天文館という街に溶け込みつつ、きらびやかな看板が列
ぶアーケードで華美な装飾を避け、「シンプルに目に留まる」ことを意識しまし
た。お店とお客様とのコミュニケーションのツールとなることを願っています。
 （入田 裕夏子／大山 佳菜）

モノ：鏡台／製図板／ちゃぶ台

場所：KENTA STORE 人：大山 佳菜／入田 裕夏子

2枚の鏡は、鏡台の枠を外して材を確保、黒板に使う
製図板は平面が鏡と合わせ直角三角形となるよう寸法
を調整し、それぞれで蝶番を用いて接続している。枠
はホワイトウッドを新規で用い、接合はビス留めとした。
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3ライフ・イズ・ビューティフル

凡は、自由を愛する人たちの憩いのバーです。飲み屋なのに、ただ寝に来
るだけの人がいたり、開店時間はまちまちであったり（Facebookで毎日お知
らせ）、店もお客さんも自由に過ごしています。そんなお店には不思議な本棚
があります。哲学だったり宗教だったり、果ては女性の下着の歴史の本まで!

置いてあります。まるで子どもの知りたい心と同じような、無邪気な知的欲求
を満たす書籍たちと言えます。この場所に、ふじヶ丘保育園で子どもたちが
使ってきた椅子を転用した本棚を製作しました。素材の木の板には、保育園
の歴史（サイン）がそっと記されています。大人たちが、いつでも子どもに還っ
てきても良いように…そんな想いも込めて、このサインを残してあります。
本棚の色は、店舗の内装のイタリア風の色彩にも合っていると思っています。
イタリア映画『ライフ・イズ・ビューティフル』（1997）に登場する素敵な本屋さん
の雰囲気を思い出しながら製作しました。 （飯泉 綾子）

モノ：木の椅子／箱椅子

場所：凡 人：飯泉 綾子

もともと幼稚園の椅子として長らく使われた椅子の座
面の裏側には、この椅子が使われていた時の署名が
あった。その署名が本棚の背板の正面にくるように設
計し、利用者が本を手に取った際その裏に署名を見つ
け、幼稚園の記憶が蘇るように意図されている。
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4街の報せ

今回制作したのはホテルニューニシノの受付カウンター横に置かれている観光
や飲食、イベント、地図といった内容のチラシやパンフレット類を置くための
収納棚です。モノにはふじヶ丘保育園で長く使われてきた木製大型ブロック
を選びました。ブロックを開いてみると、約20年間子どもたちに使われて傷
がついたり色が変化したりした外側とは異なる美しい木の面が現れ、この内
側にチラシ類を入れて収納として使うことで用途の転換を図っています。これ
まで使われてきたことによる味のある外面と全く触れられることのなかった無
垢な内面の質のギャップに加え、子どもたちの「遊び」という長期的な歴史と
短期的に更新を繰り返すフレッシュな「報せ」が対を成して共存していきます。
収納は壁にある既存のバーにフック状の金具を用いて取り外しできるように固
定し、時期によって変化する報せの量に可変的に対応できるようにしていま
す。これまで机の上に密集していたチラシやパンフレット類を、ホテルのお客
様方が思わず目に入り手に取ってしまうように、壁を広く用いて配置しました。
 （穂満 亮祐）

モノ：木製大型ブロック 

場所：ニューニシノ 人：穂満 亮祐

もともとの箱形の積み木の角は、互い違いに切り込み
が入っている非常に丁寧な設計で、その接合部のギザ
ギザを残しながら箱の蓋を外すことで、ホテルエント
ランスの棚となった時の装飾として機能するよう設計さ
れた。
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5スタンドアップスタンド

鹿児島市の「文化薫る地域の魅力づくりプラン」を推進する活動拠点として設
置されたKCIC。しかし、展示やイベントなどで使用される什器はどんなシチュ
エーションでも使用できる中庸なデザインのもので、どことなく無機質で冷た
い印象があるのも事実です。普段使っている金属製のキャプションスタンドも、
「文化薫る」とは言い難いものでありました。そこで今回、KCICが使うに相応
しい什器として「キャプションスタンド」を、製作しました。
材料にはベビーベッドの手すりの支柱と、保育園の子ども用椅子の背もたれ
を転用しています。装飾的な支柱に、色付けされた背もたれを適度な大きさ
にカットして土台としました。大中小の3種類の高さを揃えたことで、これまで
欲しいと思っていた子どもの目線にあった高さのスタンドも誕生しました。
赤ちゃんが生まれ、子どもが成長して「立ちあがる」ように、鹿児島の文化が流
転・生成していくようなプロジェクトがたくさん「立ちあがる」ことを願っています。
 （市村 良平）

モノ：ベビーベッド／木の椅子 

場所：KCIC 人：市村 良平

同一規格が反復するベビーベッドの手すり子を上部横
材とともに切り出し、キューブ上になった横材を芯にし
て幼稚園の椅子の座面を風車のように4枚取り付けるこ
とでキャプション台の構造を安定させる脚としている。

モノセレモニーズ DATA 



6インサイドメモリー

真新しい外見の中には長年子どもたちに愛されたモノが詰まっています。ど
のモノも長年愛用されていたらしく所々汚れていたり、塗装が剥げていたりし
ています。この収納棚はSさんのお嬢さんが遊んでいたカタカタ、Mさんから
いただいた色調の美しい積み木の二つを使いました。この二つのモノはどち
らも子どもの健やかな成長を願ってつくられたにちがいありません。新しい
モノへ生まれ変わっても子どもたちとの物語は途絶えてほしくないと思い、ふ
じヶ丘保育園の収納棚に転用しようと思いました。
箱の仕切りは積み木とカタカタで作り、箱の強度は積み木で補いました。箱
の中をのぞけば、かつて子どもたちが遊んだ思い出がつまっています。かつ
て遊んでくれた子どもたちとの思い出を懐かしみながら新しいモノになって再
び子どもたちと会う日を楽しみにしていることでしょう。 （北野 真衣）

モノ：カタカタ／良い積み木

場所：ふじヶ丘保育園 人：北野 真衣

色とりどりの積み木は、カタカタの犬と交互に配され
机を収納する際のガイドになるとともに、新材である
シナランバーコア同士の角に接合補助材として配すこ
とで構造補強材としての役割も担っている。
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ウラモノセレモニーズ

複雑な枠組を持つモノセレモニーズを説明するために、会期中KCICで展示さ
れた一連のインスタレーションです。モノセレモニーズは、参加者12名、モ
ノの提供は14個、場所の提供は6カ所、納品されたプロジェクトが6つと、複
雑なモノと人と場所の関係が街全体に広がって展示されています。中には、
寄贈されたけど使われなかったモノ、作者にはならなかったけれど手伝ってく
れた参加者の方もいました。そのような今回のプロジェクトの関係を細やかに
拾い上げるために、モノの裏側に焦点を当てました。 （辻 琢磨）

モノ：すべて

場所：KCIC 人：辻 琢磨

寄贈されたが今回は使われなかったモノや使われたモ
ノの端材を展示するため、それらを使われなかった部
材をモノの欠片としてそのまま展示することで普段見慣
れない製図板の断面や部分のかたちと向き合えるよう
な展示を目指した。
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