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Matsue and Greece Linked Through Art 
Masanori Matsuura 

Mayor of Matsue 

I am happy with Mr. Masaaki Noda's offer to install in 

Matsue, the city Koizumi Yakumo loved, a replica of his 

sculpture in Yakumo's birthplace, Greece. This wonderful 

work symbolized Yakumo himself, I am told, with a heart 

enwrapped in two curves representing the East and the West. 

Koizumi Yakumo, equally famous as Lafcadio Hearn, had an 

open mind that reflected and accepted all, and Mr. Noda 

simply calls his work "The Open Mind of Lafcadio Heam." 

Heam sent out his writings about Japan to the world more 

than a century ago. Mr. Noda turned his spirit into a sculpture 

made in Greece. Now that its replica is coming to Matsue, its 

citizens as well as the visitors to the city can fully savor the 

old Japan-Greece linkage in a universal art form that 

transcends the ages, in a mode of expression that goes beyond 

different cultures and ethnic prejudices. I am convinced that 

Mr. Noda's work will immeasurably enhance the openness 

Koizumi Yakumo / Lafcadio Heam has represented. 

ラフカディオハーンの開かれた精神、岸公園、島根県立美術館
The Open Mind of Lafacadio Hearn, Kishi Park, Shi mane Art Museum 
2010 

THE SOLITUDE OF THE MARATHON RUNNER 
H.E. Mr. Nikolaos Tsamados 

Ambassador of Greece in Japan 

It is not strange that Masaaki Noda should finish his Maraｭ

thon of 2010 in Matsue with his latest impressive work to 

honour Yakumo Koizumi. 

Indeed Lafcadio was born in Greece on the island of 

Lefkas, known for its terrible earthquakes, lived later and for 

years in America, where his Art of writing brought him the 

tating unnatural earthquake, then moved to America, where 

success reached him due to his Art of Sculpting, and I predict 

that he will settle in his old days in Greece, so as to find peace 

in the land of the Gods of the Olympus, perhaps even changｭ

ing his name, so that his story be the perfect reverse parallel 

with Yakumo san's. 

desirable success and finally reached supreme levels of These are the reflections of a Greek who is not an art critic, 

Happiness and Serenity in the Land of the Rising Sun. He but who loves his country, Japan and Art, which brings our 

died in Peace and Japanese. two countries so close. 

Masaak:i san was born in Hiroshima, known for its devas- Let us all, one day, become open minded like Lafcadio. 
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野田正明

ラフカディオ・ハーンの開かれた精神
モニュメント除幕式、 2010 年 10 月 10 日（日） 16:30、岸公園、島根県立美術館

アートで松江とギリシャがつながる
松江市長

松浦正敬

小泉八雲の生誕の地・ギリシャに設骰したモニュメント

を、日本で八雲が愛したまち松江にも設廣したいと野田

正明氏からお話をいただき、大変嬉しく思っております。

この作品は、東洋と西洋を表わす 2 つの曲線が包む

Heartが、すべてを映しこみ受け入れることで生まれた八

雲そのものの心を表わしているそうで、とても素晴しい作

品だと思います。

八雲が文字で世界に発信し、現代に引き継がれたThe

Open Mind of Lafcadio Hearnは、野田氏の作品となって

昨年、ギリシャから再び世界に発信されました。そして、

120年を経て、今年、再びギリシャと松江はつながります。

マラソンの孤独な走者
ギリシャ駐日大使

ニコラオス•ツアマドス

松江市民そして国内外からの来訪者は、松江でギリシャ

との交流の象徴を発見し、感動することでしょう。

時代を超えて伝えられる野田氏の作品は、八雲の業績

をアートで表現する新たな展開のスタートとなりました。

八雲の異文化や人種などに偏見を持たない‘‘開かれた精

神＇は、受け継がれるべき普遍的なものであって、たとえ、

その表現手法がどのように変化したとしても変わりないこ

とを示しています。

ギリシャと松江との小泉八雲を介した文化交流も、変

わりない精神で将来に向けて一層発展することを願うも

のであります。

野田正明氏が、 2010年マラソンをその素晴らしい最 わたしたち全ても、ラフカディオのように開かれた精神

新作をもって松江で終え、小泉八雲ことラフカディオ・ハ を持つことを望みたい。

一ンを顕彰することになんら不思議はない。

ラフカディオさんは、激しい地震で知られるギリシャの

レフカス島に生まれ、後にアメリカに住んで文筆家として

成功したが、それから日の本の国に渡って幸福と心の静

穏を見いだした。そして、そこで安らかに一生を終えた。

ー方、正明さんは、原爆という不自然な災害を受けた広

島で生まれ、 アメリカに渡って彫刻家として名声を博し

た。私は正明さんが老年になってギリシャに移住し、オリ

ンポスの神々の国に安らぎを見いだすことを予言しで憚

らない。名をギリシャ風に変え、ラフカディオさんと正反対

の道を辿るであろうとも言い切る。

私は美術評論家ではないが、これは、自国を愛し、ギリ

シャと日本とを近しいものとする芸術を愛するーギリシャ

人の想いである。

ヘルメスの精神、 SMH
マラソンスタジアム、マラソン市
The Spirit of Hermes, SMH 
Marathon Studium, Marathon Minicipality 

2010 
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Greece and Matsue in Laf cadio Hearn 
Bon Koizumi 

The University of Shimane Junior College 

I came to know Masaaki Noda at Minamikan, the elegant 

Japanese inn in Matsue, fourteen years ago. Since then I have 

met him, along with the art coordinator Takis Efstathiou, a 

number of times to discuss ways of helping to promote the 

cultural exchange between Japan and Greece. Our idea 

brought its first fnrit in Greece, in October 2009, the year that 

marked the 110th anniversary of the friendship between the 

two countries. 

To commemorate that occasion, The American College of 

Greece (ACG), in Athens, came up with a remarkable idea: to 

ask artists the world over to submit works of art to represent 

the spirit ofLafcadio Heam or Koizumi Yakumo as "an open 

mind." In the end a total of 47 artists from seven countries 

contributed their works, and 500 people came to the opening 

of the show exhibiting them. I attended it myself and was 

deeply moved by the wide range of possibilities expressing 

the world ofLafcadio Heam. 

On October 13, in advance of the opening, Mr. Noda's 

monument to be permanently installed on the ACG campus, 

"The Open Mind ofLafcadio Heam," was unveiled. This was 

his second work in Greece, the first being "Apollo's Mirror" 

created in Delphi. When illuminated during the night, the 

heart shape of the stainless structure afloat in the air seemed 

to mysteriously emphasize "coexistence" and "tolerance," 

Ream's two ideals that are indispensable to the survival of 

the modem world. 

Mr. Noda's works, be they two-or three-dimensional, 

have the power to evoke a sense of security and comfort even 

as they bring clarity to your inchoate mind. Perhaps these 

attractive qualities come from the artist's straightforward 

personality and his way of life, at once regular and purposeｭ

ful, imbued with positive thinking and a resolute will to act. 

In this Mr. Noda resembles my great grandfather, Lafcadio 

Hearn, I believe, just as his monument, "The Open Mind," 

does. 

Now, to mark the 160th anniversary ofHearn's birth and 

the 120th anniversary of his arrival in Japan, a replica of"The 

Open Mind" will be installed in Matsue, by Lake Shinji that 

he loved. There will also be a special art exhibition in the 

Matsue Castle as an extension of the exhibition held at The 

American College of Greece last year. Nothing gives this 

descendant of Ream's more joy and gratitude than these 

岸公園、島根県立美術館

developments. The years he spent in Matsue were among the 

most important in Ream's life of54 years. There is no doubt 

that the landscape around the brackish lagoon, Lake Shinji, 

brought back memories of that of Lefkada Island where he 

was born. 

A traveler who traversed two-thirds of the globe before 

reaching Japan, Heam had experienced multiple cultures and 

ethnicities, keeping at all times "an open mind." Still, when 

he talked about his own identity, he tended to emphasize his 

Greek roots. 

He called Matsue, known as Izumo in the classical age, 

"the capital of the country of deities." He sensed in it a strong 

affinity to ancient Greece of many deities and a strong nostalｭ

gia for his motherland. Ancient Izumo corresponded to 

ancient Greece in his mind, I think, because the people of 

both places openly, naturally, accepted their deities. Mr. 

Noda's sculpture represents that intuition of Ream's, and it 

will no doubt be a new symbol of the artistic and cultural 

exchange between Japan and Greece. 

Kishi Park、 Shimane Art Museum 
2010 
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ラフカディオ・ハーンにおけるギリシャと松江
小泉凡

（島根県立大学短期大学部教授・小泉八雲曾孫）

野田正明さんとの出会いは、今から 14 年前の松江の

皆美館でのことだった。その後、アート・コーディネーター

のタキス・エフスタシュさんを交えて何度かお会いし、

ラフカディオ・ハーンとアートを介したギリシャと日本の文

化交流について話し合った。それが日の目を見たのは

昨年 10 月ギリシャでのことだった。

2009 年は日本とギリシャの友好 110 周年の年でも

あった。アテネにあるアメリカン・カレッジではきわめて

斬新な美術展が企画された。それは、ハーンの価値観

や精神性の特色を「オープン•マインド（開かれた精神）

」としてとらえ、このテーマに共感する世界のアーチスト

が造形作品を寄せるというものだ。 7 カ国で活躍する

47 名のアーティストから作品が寄せられ、開会式には

500 名が参加した。私もオープニングに参加し、ハーン

の世界を表現する多様な可能性に感動した。

アメリカンカレッジ
小泉凡、野田正明、タキス・エスタシュウ
The American College of Greece 
Bon Koizumi, Masaaki Noda, Takis Efstathiou 
2009 Photo: Yiannis Falkonis 

美術展に先駆け、アメリカン・カレッジには野田さんの

モニュメント「ザ・オープン·マインド・オブ・ラフカディオ・

ハーン」が交流のシンボルとして永久設置され、 10 月

13 日に除幕式が行われた。デルフィに続いて 2 つ目の

野田作品になる。このモニュメントには「共生」「寛容」

といった現代社会に不可欠なハーンのメッセージが込め

られているし、空間に浮かび上がる「ハート」の形から

も「共生」の精神の象徴を感じる。夜になると照明の反

射でステンレスが一段と輝きを増し、神秘的世界に人々

を誘う。

野田さんの作品は、それが平面であれ立体であれ、

安心感と心地よさ、むしろ自分の混沌とした頭の中をすっ

きりさせるような不思議な力を持っている。それは野田

さんの実直な人柄や規則的でかつメリハリのある日常生

活とポジテテイブな思考·行動パターンから生み出され

た魅力なのだろう。だからこのモニュメントが発信する

ポジテイブな力はハーンの積極的な生き方とも響きあう。

ハーンの生誕 160年、来日 120年にあたる今年 10 月、

ハーンが愛した松江の宍道湖岸にも、ギリシャと同型の

モニュメントが交流の象徴として設置されることになっ

た。そして、ギリシャでの美術展での流れを受け止め、

松江のシンボル松江城で同じテーマによる美術展も開催

される。ハーンの子孫として喜びと感謝の気持ちでいっ

ぱいだ。ハーンの松江時代は 54 年間の人生の中でとり

わけ重要な時期であり、宍道湖の湖岸の風景は生誕地

ギリシャのレフカダのそれと酷似する「潟」の風景だ。

ハーンはそこに原風景を見出したのだろう。

ハーンの体内には多くの異人種の血が混入し、自らも

地球を 3 分の 2 周して日本にたどり精いた旅人ゆえ、多

様な異文化体験から「オープン• マインド」という多文

化意識を身に着けていた。ただ、自らのアイデンティティ

を語るとき、どこよりもギリシャにそれをもとめようとした。

ハーンは「神々の国の首都」と呼んだ松江で、神々

の国古代ギリシャ、母なる国への強い親近感と懐郷の念

を見出していた。古代出雲と古代ギリシャが響きあう理

由は、多くの神々を受け入れてきた人々の「オープン・

マインド」にあるのではないか。野田さんのモニュメン

トは、そんなハーンの心中を語り、両国の芸術文化交

流の新しいシンボルとなるに違いない。
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The Open Mind of Lafcadio Hearn: A Global Inspiration 
David G. Homer, Ph.D. 

President 

The American College of Greece 

In celebration of the 110th A皿iversary of friendship 

between Japan and Greece, The American College of Greece 

(ACG) sponsored an exhibition honoring "The Open Mind of 

Lafcadio Hearn". Artists from around the world-Bangladesh, 

England, Italy, Japan, Germany, Greece, Holland, Russia -

responded enthusiastically to the invitation to participate in the 

exhibition, which took on special prominence as part of the 

series of events marking the 13 5th Anniversary of The Ameriｭ

can College of Greece in the 2009-10 academic year. 

The College was privileged to draw attention to the life and 

legacy of Lafacdio Heam: a citizen of Europe born to Greek 

and Irish parents of disparate religions; an individual who 

lived in defiance of the racial bigotry of 19th century America 

and who both adopted and was adopted by Japan; a gifted and 

insightful author and teacher, who interpreted and gave shape 

to the diverse cultural traditions of Europe, America and 

significant number of pieces relating to Lafcadio Heam; Bon 

and Shoko Koizumi, members of Lafcadio Ream's family, 

who donated rare archival material to the project; Shigeru 

Hiyama, who provided 30 of Lafcadio Ream's books and 

newspaper article facsimiles; Shiro Sano, who contributed the 

16-volume first edition of "The Writings of Lafcadio Heam" 

(Houghton Mifflin Company, Boston, 1922) with an 

autograph by Setsu Koizumi (Lafcadio Ream's wife); Hisao 

Nakamura, president of Nakamura Chaho, who presented 

Lafcadio Hearn coffee to participating artists; Japanese Tea 

master, Sumiko Nakamura who sponsored the Japanese Tea 

Ceremony, which marked the opening of the exhibition; ACG 

Art curator, Megakles Rogakos, who both curated the exhibiｭ

tion on the College's campus and arranged the transport of 

artists'works to exhibitions in Lafkada, Greece and Matsue, 

Japan; and most importantly the exhibition artists. 

Japan. In significant ways, the open mind and open spirit of Especially notable among the artists'contributions was the 

Lafcadio Hearn accentuate the highest value of education in magnificent sculpture by Masaaki Noda, unveiled at the 

the American tradition: the free pursuit of truth in service of exhibition's opening by His Excellency the Ambassador of 

the common good. Japan, Takanori Kitamura. "The Open Mind of Lafcadio 

We are indebted to numerous organizations and individuals 

that made the "The Open Mind of Lafcadio Heam" American 

College of Greece exhibition possible, including: the Embassy 

of Japan in Greece and His Excellency the Ambassador of 

Japan, Takanori Kitamura; the Office of the Mayor ofMatsue, 

Japan; Takis Eftstathiou, who was the originator of the idea of 

the exhibition and has generously given numerous Japanese 

artworks and artifacts to the ACG Art Collection, including a 

Heam" sculpture greets visitors to the campus in the Office of 

Admissions plaza and serves as a compelling symbol of the 

College's emphasis on attracting and serving a culturally 

diverse student population. 

We join with the people of Japan in marking the 160th 

anniversary of the birth of Lafcadio Hearn with the exhibition 

in Matsue, Japan. We trust that these exhibitions in Greece and 

Japan will contribute to many more years of global friendship . 

•• アメリカンカレッジキャンパス.... 
The American College of Greece 
2010 Photo: Megakles Rogakos 
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ラフカディオ・ハーンのオープン•マインドと世界的インスピレーション
デイヴィッド・ホーナ一

アメリカン大学学長

日本とギリシャの友好関係110周年を記念するため、ギ

リシャのアメリカン・カレッジ(ACG) は「ラフカディオ・ハー

ンのオープン•マインド」を讃える美術展を主催した。その

結果、バングラデシュ、英国、イタリア、日本、ドイツ、ギリシ

ャ、オランダ、それにロシアの八カ国から熱烈な作品が寄

せられ、もともと当アメリカン・カレッジの2009-2010学

年に創立135年記念の行事の一環として企画されたこの

作品展は特別の意味を持つことになった。

当大学がそのような企画をしたのは、ラフカディオ・ハー

ンの生き方とその業績とが際立ったものであるためだ。

ハーンは異なった宗教のギリシャ人とアイルランド人を

両親として生まれたヨーロッパ人だが、アメリカに渡って

十九世紀の偏見に楯突く形で生活したあと日本に行き、

日本を自分の国とするとともに、日本もハーンを日本人と

して受け入れた。そして、オ覚と畑眼の作家及び教師とし

て、ヨーロッパ、アメリカ、及び日本の多様な文科伝統を解

釈し、文章にした。その意味で、ラフカディオ・ハーンの開

かれた心と開かれた精神とは、人類共通の善のための真

実の自由な追求という、アメリカ伝統に基づく教育の最高

のものを具現したといえる。

当大学の「ラフカディオ•ハーンのオープン•マインド」展

示会の実現には幾多の団体及び個々の人たちにお世話

になった。在ギリシャ日本国大使館の北村隆則大使や松

江市長の他に、タキス・エフスタシュ氏はこの展示会の発

案者として、ACG コレクションにハーン関係品を含む多く

の日本美術品を寄贈してくださった。ハーンの曾孫小泉

凡教授と奥様の祥子氏はこの企画に貴童な記録文書を

寄与してくださった。檜山茂氏はハーン著作30点のほか

幾多のファクシミリ一を提供してくださった。佐野史郎氏

は、 1922年ボストンの ハウトン・ミフリン社出版になる、

ハーン夫人小泉セツ署名入りの「ハーン著作集」 16巻を

提供してくださった。中村茶舗の中村寿男社長は、展示会

参加芸術家に「ラフカディオ・ハーン・コーヒー」を出し

てくだり、開会式では茶道の中村崇己子宗匠が茶を点て

てくださった。また、当大学の美術学芸員メガクレス・ロガ

コス氏は当キャンパスでの展示会を全てやってくれたば

かりでなく、作品をレフカダと松江の展示会のために運送

する手配をしてくれた。

もちろん、最も大切なのはこの展示会に作品を出してく

れた芸術家の方々である。なかでも特箪すべきは北村日

本国大使により除幕された野田正明氏の彫刻である。氏

アメリカンカレッジ、アテネ
野田正明、戸田博史在ギリシャ日本国大使、
ディビソド・ホーナ一アメリカンカレッジ学長、戸田律子夫人
The American College of Greece, Athens 
Masaaki Noda, Ambassador of Japan in Greece, Hiroshi Toda, 
President ofThe American College of Greece David G. Horner, Ritsuko Toda 
2010 photo : Takis Efstathiou 

の「ラフカディオ・ハーンのオープン・マインド」は、 当大

学の新入生受付プラザに設置されて訪問者をまず歓迎

する。当大学の焦点が文化的に多様な学生を誘致し、そ

の人たちに奉仕することにあることを象徴的に示してくれ

る。

わたしたちは、松江の人たちとともに、ハーン生誕160周

年記念式典に加わりたい。ギリシャと日本におけるこうし

た展示会は世界友好に向こう何年にもわたって貢献する

ことになるのだ。
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1949ー広島県福山市生まれ
'72 ー大阪芸術大学美術学科卒業
'77 一渡米ニューヨークソーホーに住む
'77 -'80 ーエリザベス・カーステアズ奨学金を受け、アートスチューデンツリーグ・ニューヨークで学ぶ

個展 パブリックコレクション
'82-ACWLP ギャラリー、ニューヨーク ギリシャ• アメリカン大学、アテネ、ギリシャ
ーキュウギャラリー、ニューヨーク

'82、 '85 ーミリアム・パールマンギャラリー、シカゴ、ィリノイ
'84、 '85 ーベルアートギャラリー ナイアック、ニューヨーク

デルフィヨーロッパ文化センター、デルフィ、ギリシャ
国立アートギャラリー、アテネ、ギリシャ

'85 ー大阪現代アートセンター、天阪
'86、 '91 —ヨウアートギャラリー、大阪
'86、 '91 、 '00 ーギャラリーヒロ、東京
'88、 '89 ーウエニガーギャラリー、ボストン、プロビンスタウン、マサチューセッツ
'87、 '90 ーギルバート・ルーバーギャラリー、フィラデルフィア、ペンシルバニア
'90 ―アーチストギャラリー、ニューヨーク

国立現代美術館、テッサロニキ、ギリシャ
マセドニコ現代美術館、テッサロニキ、ギリシャ
コスタキスコレクション、アテネ、ギリシャ
在ギリシャ日本国大使館、アテネ、ギリシャ
マラソン美術館、マラソン市、ギリシャ
デルフィ市、デルフィ、ギリシャ
レフカス市、ラフカダ、ギリシャ

'91 ーふくやま美術館、福山、広島
'92 -SPS USA ギャラリー、ワシントン DC

アルブライト・ノックス美術館、バッファロ一、ニューヨーク
ブルックリン美術館、ブルックリン，ニューヨーク

'95 ーギャラリーサイクラディス、アンティーブ、フランス
'99 -70th アートギャラリー、ニューヨーク

フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、ペンシルバニア
ミネソタ美術館、ミネソタ

'03 ―アンドレ・ザーギャラリー、ニューヨーク
'04 一深訓美術館、深訓、中国
'05 ーアストロラボスギャラリー、アテネ、ギリシャ
ーデルフィヨーロッパ文化センター、デルフィ、ギリシャ

'06 ーふくやま美術館、福山、広島
'08 ーハワードサロン、台北、台湾
'09 ーギリシャ· アメリカンカレッジ、アテネ、ギリシャ
'10 ーマラソンスタート展示センター、マラソン市、ギリシャ

グループ展、プロジェクト
'82 一国際空中アートの交響（空中彫刻展）セントラルパ一ク、ニューヨーク

深訓美術館、深訓、中国
台北美術館、台北、台湾
広島県立美術館、広島
ふくやま美術館、広島
山梨県立美術館、山梨
駐日ギリシャ大使館、東京
松江市、島根
小泉八雲記念館、島根

'92 ー間にあって見えるもの、イセ財団画廊、ニューヨーク、ウォーカーヒル美術館、ソウル、韓国、ふくやま美術館、福山、広島
'94 一セオドロス• スタモス、ヤコブ・ビル、野田正明、ギャラリーサイクラデス、アンティーブ、フランス
'97 ーステンドグラス、「飛翔一去来流転、天空昇」、 2.3 X 6M 2 点、京阪電鉄宇治駅、京都
'99 ー 30 点のアート作品、アートスチューデンツリーグ卒業生 1965 -'95、ニューヨーク
'00 ーステンレス彫刻、「飛翔一時空を超えて」、 6MH、新市、広島
'01 一熱帯雨林展、ラスベガス美術館、ネバダ、カリフォルニア、中国文化センター、ニューヨーク、アジア文化センター、トウソン大学、ミッドランド
'02 一ステンレス彫刻、「飛翔m一夢の捕らえて」、 5MH, 戸手高等学校、新市、広島
一アートスチューデンツリーグアーチストによる 1 世紀の紙、版画展、 1901 -2001 、 USB ペインウエーバーギャラリー、ニューヨーク

'03 一ステンレス彫刻、「飛翔Vーリュミナリー」、 3MH、平野保育園、神辺、広島
'04 ーステンレス彫刻、「飛翔VI一天空昇」、 3.5MH、深訓美術館、深訓、中国
一アテネアートフェアー、アテネ、ギリシャ

'05 ーステンレス彫刻、「アポロの鏡」、 3.8MH、デルフィヨーロッパ文化センター、デルフィ、ギリシャ
'06ー上海アートフェアー、上海マート、上海、中国
'07 ―マイケル・ミカエリデイス、野田正明、アートフォーラムギャラリー、テッサロニキ、ギリシャ
'08 ーガラス彫刻、「追跡」 0.4MH、「サブライム」 0.8MH、壁画「超越境界」 2.5 X 7M、福山市中央図書館、福山、広島
ー沈黙の対話、 ACG アートギャラリー、アメリカンカレッジ、アテネ、ギリシャ

'09 一ステンレス彫刻、「創生」、 3MH、ふくやま美術館、福山、広島
ーステンレス彫刻、「ラフカディオ・ハーンの開かれた精神」、 4MH、アメリカンカレッジ、アテネ、ギリシャ
ーラフカディオ・ハーンの開かれた精神展、アメリカンカレッジ、アテネ、ギリシャ

'10 一ステンレス彫刻、「ヘルメスの精神」、 5MH, マラソンスタジアム、マラソン市、ギリシャ
一ステンレス彫刻、「ラフカディオ・ハーンの開かれた精神」、 2.7MH、岸公園、島根県立美術館、松江、島根
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