Greetings All,
Natsukashii Mirai Souzou Co.,Ltd.
(The Reminiscent Future Creation Co., Ltd.)
Mitsuru Tamura / Chief executive officer
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ジが続々と届きました。もちろんそのほとんどが人々の無事を願

る「記憶」と、今ここにある風景、人という「現在」。その一人ひ

間と場を超えて広がり、やがてそれぞれの地で芽吹き、根を張り、

うものでしたが、一様に寄せられたのは、「私たちにできること

とりの大切な記憶や風景を記述し、対話することによって生まれ

育っていくことでしょう。この小さなドアを開き続けることによ

復興に向けたさまざまな取り組みが行われている中で、少しずつ、

はないか、日本に恩返しをしたい。」というものでした。私はそ

る創造という小さな種を蒔き、「未来」へとつなぐ役割を、私たち

り、地域の人々、アーティスト、そして陸前高田市、東北、そし

人々の心に新たな希望の光を取り戻す環境が求められています。

のとき、即座に答えました。「それは今じゃない。きっといつか

はアーティストに託したのです。

て日本に思いを寄せて下さる多くの人々とともに、未来をつくる

本事業は、アーティスト・イン・レジデンス（AIR）を通した陸前

あなた方の力が必要な時が来る。その日が来るまで忘れないでい

高田市の人々の心の復興を目的として、2013 年の初冬から始まっ

て欲しい」と。そのことはもちろん、アーティストだけではなく、

本事業は２つのプログラムで構成しました。ひとつは、陸前高田

た取り組みです。国内外のアーティストを陸前高田市に招聘し、

私自身の心に強く言い聞かせるものでもありました。アートの力

に滞在し、リサーチと交流に基づく活動によって、地域の魅力の

最後に、この初めての試みの実現に際し、暖かく見守り、お力添

アートによる地域資源を活用した新たな価値

とは何か。アートというとても個人的で密や

再発見と、人々とアーティストとの協働によって新たな価値を創

えをいただいた多くの方々、そしてこの小さなドアを通し訪れて

の創造と、東北を拠点としたアート事業者と

かな行為は、一度に広く大衆に伝え、訴える

造すること。もうひとつは、東北圏内の AIR 事業者間との連携に

くれた、遠い国の大切な隣人、ハイメ・パセナⅡ世、レオ・ファ

のネットワークを通じて人々の往来を作り出

ことのできるマスメディアとも、著名人の訪

より、ネットワークを基盤とした活動です。東北のそれぞれの地

ンダークレイ、ショーネッド・ヒューズの 3 名のアーティストに、

すことにより、ここに暮らす人々に、生きる

問による笑顔、励ましの言葉や歌には及ぶも

が大切に育んできた、歴史、文化を見つめ、その特異性と普遍性

心から感謝を申し上げます。

力を与えることを目指しています。

のではないでしょう。けれどもいつかその時

を顕在化させること。この双方のプログラムを通し、地域、そし

がやってくると信じ、それぞれの時間を過ご

て国内外の人々に、陸前高田、そして東北の豊かさ、魅力を伝え

2011 年、その時。私は、12 年間務めさせてい

してきました。彼の地で生き、暮らす人々の

たいと考えました。

ただいた青森におけるAIR 事業の学芸員として

ことを片時も忘れず、思い描きながら。

2013 年、私たちは、世界とつながる、新しいドアを開けました。

種を育てていきたいと願います。

日沼禎子／プログラムディレクター

AI R は、人々の日常に寄り添い、観察しながら、アーティスト自

の仕事を辞し、東京への転居の準備をしてい
ました。直後から、A I R を通して出会い、協働

そこから２年後、その機会は訪れました。多

らも生活者としての多くの経験を積み重ねていく場です。観察と

した世界中のアーティストたちからメッセー

くのものを失ってもなお、人々の心に深く宿

経験とがもたらす表現活動と交流の軌跡は、小さな種となって時

Teiko Hinuma
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Teiko Hinuma / Program Director
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ショーネッド・ヒューズ／ウェールズ／ダンサー、振付家

における

ショーネッド・ヒューズ

とは

か

私は北ウェールズのスノードニアという山並みにある酪農家に生まれ育った

に触れることで、 ダンスは生活に密着し、生きていることが感じられる コ

ので、小さい頃になれ親しんだ風景を私に呼び起こす東北という地域を、私

ミュニケーションとしての価値を持っているのです。

自身の Home（家、故郷）としてとらえています。

Sioned Huws

青森プロジェクトは、プログラムディレクターの日沼禎子氏のもと、7 年間を

――――― 陸前高田の踊り手たち

超える長期間のアーティスト・イン・レジデンスを通して発展してきました。

高田町にある『みんなの家』で、私たちは何度か仮設住宅の皆さんと、踊り

私の今回の滞在は去年の 11 月、東京の女子美術大学におけるダンスのワーク

歌う素晴らしい時間を一緒に過ごしました。陸前高田の春夏秋冬の風景の特

ショップ、 記憶・人・場所 から始まりました。学生たちは今年の TPAM（国

徴を歌う陸前高田音頭（盆踊り）は、悲しい記憶と幸せな記憶の複雑なパター

際 舞 台 芸 術 ミ ー テ ィ ン グ in 横 浜）※1 で の ゲ ス ト 参 加 者 と し て

ンをつむぐ私たち人間の感情とも関係しています。その陸前高田の人との自

Aomori

Aomori というパフォーマンスに参加し、協力してくれました。ここで、彼

然な出会いの中で、ある人は『踊りはじめると、泣き止んじゃうんだよね。』

女たちは直接、東北（青森、陸前高田、いわき）の豊かな文化を、日本・ウェー

と言い、また別の人々は、『ここ３年で始めて踊ったんですよ。』『人生はゴー

ルズ・イングランド・イタリア・ラトビアの国際色あふれる 11 人のキャスト

ルのないマラソンのようなものなんだよ。』『踊りと歌が人を呼び集めるんで

とともに経験しました。私はダンスと関連した自分の興味関心を環境、風景、家、

す。』と言いました。陸前高田には、私たちの心を、東北の力を復興させる本

記憶、人、場所に求め続けています。各個人のパフォーマーが彼ら自身の内

物のダンスの精神があるのです。

面の風景をどう体で表現するのか。自分の内側からつき動かす小さな事柄に
耳を傾け、毎日小さな発見をしていくことで、私たちの貴重な記憶は奪われ

――――― 私たちの多様なあり方 - 福島県いわき市

るはずがないのです。それぞれの体こそが私たちの Home なのです。

いわき市の地元の伝統に関心を持ち受け継いでいくことに努めている、踊り
手であり歌い手の田仲桂さん、星勇樹さんとともに、11月私たちは田んぼや
海の近くで、ある曲を踊りました。それは歌、太鼓、鉦とともに奏でられる、人々

――――― 陸前高田の継続的なプロジェクト 岩手県

を慰め、将来の繁栄や私たちを支える大地への回復を願うじゃんがら念仏踊

陸前高田のA I R プログラムを通して、私は社会におけるダンスの役割を再評

りでした。最近、私たちが踊る理由が失われています。それは、願いや希望、

価し始めました。地域社会を考え、新しい可能性を見つけて、環境が変わって

夢や欲望を信じる新しいコミュニティを形成し、人々を呼び集めるという美

も適応し臨機応変であり続け、伝統や社会的意味を考え改める、人々の生活

しさです。私たちは人々が時間をかけた努力の成果であるお米を食べます。
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宿り、寄るところ― 記憶、風景、踊り

小さな行動によって、それを当然に思わず、ありがとうと言える時が得られ
るのです。これが、私たちが伝統を再び考え直す方法なのではないでしょうか。

日沼禎子／プログラムディレクター

追憶。忘れないこと。

――――― Aomori Aomori

津軽

津軽手踊り石川流師範・石川義野氏、津軽三味線奏者・長谷川三絃会、民謡・

‒‒‒‒‒‒‒

後 藤 清 子 氏 か ら な る 津 軽 芸 能 と、Sioned Huws、木 村 玲 奈、Agnese Lanza、
Elena Jacinta と Taz Burns 、そしてそれぞれの地元のゲスト参加者と一緒に
なったコンテンポラリーダンスとの共同制作。それは、東北の音、歌、ダン
スを生み出す生活の生命力です。青森プロジェクトを通して、私たちは日本

‒‒‒‒‒‒‒

の東北圏の他の地域との関係を築いています。そして、Eilir Pierce によって
青森で撮影された映像とともに、ウェールズやイギリス、ヨーロッパ で 7 月
にツアーが続いていくように、東北の文化的美しさと私たちの多様なあり方
を世界へ伝えるのです。

※1 TPAM（国際舞台芸術ミーティング in 横浜）：日本最大の
舞台芸術の国際的なプラットフォーム。舞台芸術に関わる

‒‒‒‒‒‒‒

‒

プロフェッショナルが出会い、多彩なプログラムを通じて、
情報交換、相互学習、ネットワーキングを行なう場。

What is “Home” in Tohoku

Sioned Huws / Wales / Choreographer and Dancer

‒‒‒‒‒‒‒

‒
‒
‒

踊 り は ど こ か ら や っ て く る の か、と い う 問 い を、

らず、東北全体の豊かな文化を伝える機会を持ち

いても、前向きに人々と向き合い、そしてまた自

ダンサーならば誰しも抱くだろう。長いキャリア

たいと強く考えた。いうまでもなく、東北全域に

身 の 表 現 を 最 大 限 に 発 揮 し て く だ さ る だ ろ う と。

の中で、その問いを持ち続けることのできるわず

わたり、さまざまな困難な状況にあり、復興とい

そして、東京、青森、陸前高田、いわき、そして

かな人間だけが、たどり着く地平がある。その問

う短い一言で尽くす事はできるはずはない。取り

最終目標である横浜まで、約 3 ヶ月にわたるリサー

いを携えて、本州最北端の極寒、豪雪の青森に訪

戻したいもの、描きたい夢は、誰ひとりとして同

チ、ワークショップ、プレゼンテーション、公演

れたのが、ショーネッド・ヒューズである。2007

じものはないのだから。しかし、何かを寄りどこ

を実施することとなったのである。数多くの交流

年から 7 年を超えるプロジェクトとして、常に変

ろにしながら、人はきっと前に進むことができる

の軌跡は、本人によるテキストと、スタッフの記

化し続ける「青森プロジェクト」は、すでに青森

のであり、それは間違いなく、その地に宿る文化

録からお読みいただきたい。

と い う 固 有 の 地 域 の 名 前 や 価 値 を 超 え た、メ タ

なのである。例えばそのひとつが、古くから共同

「TPAM in 横浜」での公演では、3 ヶ月のさまざま

ファーとしての存在に転じ始めている。津軽手踊

体をつないできた「踊り」であり「音楽」なので

な出会いと経験をもとに、いわきのじゃんがら念

りという伝統芸能の生まれた背景をたどり、学び、

あれば、自らの文化を心と身体に持ち続けるための、

仏踊りの踊り・歌い手である田仲桂氏、2 歳と 4 歳

そしてその優れた継承者たちとの長期にわたる協

助けとなることができないかと考えた。

の 姉 妹 と そ の 母、女 子 美 術 大 学 の 学 生 等 を 交 え、

同作業は、青森と英国という２国間の表現者たち

ヒューズの確かな技術と感性と、何よりも固有の

国籍、年齢を超えたインターナショナル・メンバー

と が 生 み 出 し た ピ ー ス と し て で は な く、手 踊 り、

文化への尊敬の念、人々に対する

三味線、民謡の礎形はそのままに、ヒューズの生

真摯な姿勢から、深い相互交流を

み出した振付を平行させるという「フレーム」を

生み出すことができるという確信

共有し、国内外でのワークショップとプレゼンテー

があった。また、長い間、クリエー

ションを繰り返すことで発展、変化を遂げている。

ションのパートナーとして伴走し

年々削ぎ落とされ、抽象化されることで、新たな

続けてくれた津軽手踊り師範 石川

普遍性を獲得しているともいえる。そこにあった

義野先生、津軽三味線の第一人者

ものは、踊りを通した深い「対話」であり、
「信頼」

である長谷川祐二先生率いる長谷

という強く太い鎖を、互いに編み続けてきた結果

川三絃会、民謡歌手の後藤清子氏、

なのだと思っている。

そしてダンサーの木村玲奈による

本プログラムにおいて、私は、陸前高田市のみな

ユニットは、どのような状況にお

ショーネッド・ヒューズによる
陸前高田音頭のドローイング
A drawing of "Rikuzentakata-ondo"
by Sioned Huws
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1. 藤田東一氏に大名行列舞の
歴史についてお話を伺う 2. 未
来 商 店 街 で、朝 市 の 方 々 と 大

◎滞在期間

名行列舞と高田音頭を踊る

◎Duration of Stay

2013 年 11 月 16 日（金）〜 2014 年 2 月 25 日（火）

1.Lectured by Toichi Fujita, History

2013 November 16th（Fri）- 2014 February 25th（Tue）
◎Public Programs

of Daimyo-Gyoretsu Dance

◎パブリックプログラム

2.Daimyo-Gyoretsu and Takata
dancing together with the people

『AomoriAomori-Video-Dance-Play-Memory-Person-Plac

at morning market, Mirai-Syotengai

e-Outside-Inside-Dance Mix-Framing the everyday』
1

ワークショップ／プレゼンテーション

2

日程：12 月 21 日（土）・22 日（日）・ 1 月 11 日（土）

ショーネッド・ヒューズ

に よ り、祝 祭 的 な 場 を 作 り あ げ る こ と が で き た。

振付家、ダンサー。1965 年ウェールズ生まれ。現在、ロンド

公演中、観客からはすすり泣く声が幾度も聞こえた。

ンを拠点に活動。1988 〜1990 年マース・カニングハムスタ

踊り、三味線の音色、そして歌によって、東北の

ジ オ（ニ ュ ー ヨ ー ク）で 学 び、振 付、ソ ロ 活 動 を 始 め る。
2008 年から始まった青森プロジェクトでは、石川義野氏（津

記憶と風景がそれぞれの人々の心に描かれ、深く

軽手踊石川流師範）、長谷川三弦会（津軽三味線・民謡）に協

触れるものがあったのだろう。道中のさまざまな

力を得て、津軽の伝統芸能である『手踊り』を素材に、床に仰

困難を乗り切ることができたのは、何よりも石川

向けで寝た状態で踊るという振付を組み合わせた作品を完成。
2011年より gDA（ロンドン）、Chapter（カーディフ）で発表、

先生、長谷川三絃会の方々の長い経験と深い理解

2012 年 da:ns festival 2012（シンガポール）、2013 年 E45

の賜物であると、改めて深く感謝申し上げる。

Napoli Fringe Festival（ナポリ）、Fabbrica Europa（フィ
レンツェ）等で公演、発展を続けている。

森ギャラリー A
長谷川三絃会（津軽三味線）、後藤清子（津軽民謡）、木村玲奈、
大谷若菜、Agnese Lanza、Elena Jacinta、Taz Burns
出演協力：重里実穂、田添幹雄、中間彩夏、日沼圭子

ズ 高田に来る with 青森津軽手踊り』
ワークショップ／プレゼンテーション

プロジェクトメンバー：石川義野（宗家石川流津軽手踊り師範）、

Schedule: Jan 25th
（Sat）
, 26th
（Sun）
, Feb 1st
（Sat）
/ Feb 2nd
（Sun）
Home-for-All
P r o j e c t M e m b e r : Y o s h i y a I s h i k a w a（ T s u g a r u ‒ t e o d o r i d a n c e r &
choreographer）
, Hasegawa Sangenkai（ Tsugaru-shamisen）
, Kiyoko
Goto（Tsugaru minyo singer）

『Present and Our Life in Tohoku: Landscape of Dance, Music, Song
and Memory』
Workshop/Presentation
Schedule: Feb 7th（Fri）
, 8th（Sat）
, 9th
（Sun）
Location: Takaku community centre in Iwaki city

『東北の今とわたしたち - 踊り・音楽・歌・記憶の風景』
ワークショップ／プレゼンテーション

where she began her choreography and solo

2 月 7 日（金）・8 日（土）／ 2 月９日（日）

performances. In 2008, she was mentored by Ms.

会場：いわき市高久公民館

performed in public at gDA in London, England and in

Workshop/Presentation

Rikuzentakata Member: Residents in Osumi temporary residence,

Cunningham Studio in New York from 1988 to 1990,

dance elements with their hands. Her dance was ﬁrst

with Aomori Tsugaru-teodori』

Ladies from Nagahora Genki-village.

in London, England. She learned dance at the Merce

with back against the ﬂoor, incorporating Teodori

『Rikuzentakata Continuous Project; Sioned Huws comes to Takata

会場：陸前高田未来商店街多目的ホール、陸前高田みんなの家

の力、人間の力という希望を、常に心に持ち続け

Teiko Hinuma / Program Director

Hinuma

日程：1 月 25 日（土）
・26 日（日）
・2 月1 日（土）／ 2 月 2 日（日）

1965. Currently she works as a dancer/choreographer

Huws created a dance in which the dancers perform

Lanza, Elena Jacinta, Taz Burns.

Location: Rikuzentakata Mirai-Syotengai Hall, Rikuzentakata

『Rikuzentakata Continuous Project ショーネッド・ヒュー

さらなる新しいステージへと向かっている。踊り

Hasegawasangenkai. Inspired by what she learned,

P r o j e c t M e m b e r : Y o s h i y a I s h i k a w a（ T s u g a r u ‒ t e o d o r i d a n c e r &

Extra Performer: Miho Shigesato, Mikio Tazoe, Ayaka Nakama, Keiko

プロジェクトメンバー：石川義野（宗家石川流津軽手踊り師範）、

参加者：大隅仮設の皆さん、長洞元気村なでしこの皆さん

Minyou, both of which were taught to her by

Centre Gallery A
choreographer）
, Hasegawa Sangenkai（ Tsugaru-shamisen）
, Kiyoko

Sioned Huws was born in Bangor, North Wales in

A Place to Bind Us – Memory,
Landscape and Dance

Schedule: Dec 21st（ Sat）
, Dec 22nd
（Sun）
, Jan 11th
（Sat）/ Jan 12th
（Sun）
Location: Aomori Public University Hall, Aomori Contemporary Art

Goto（Tsugaru minyo singer）
, Reina Kimura, Wakana Otani, Agneze

長谷川三絃会（津軽三味線）、後藤清子（津軽民謡）

Teodori. She also learned about Tugarusyamisen and

Workshop/ Presentation

会場：青森公立大学交流会館交流ホール、国際芸術センター青

Sioned Huws

Yoshiya Ishikawa, a master of Ishikawa Tsugaru

-Dance Mix-Framing the everyday』

／ 1 月 12 日（日）

ヒューズの踊りへの探求は、このたびの滞在を機に、

ながら。

『AomoriAomori, Video-Dance-Play-Memory-Person-Place-Outside-Inside

プロジェクトメンバー：石川義野（宗家石川流津軽手踊り師範）、

P r o j e c t M e m b e r : Y o s h i y a I s h i k a w a（ T s u g a r u ‒ t e o d o r i d a n c e r &
choreographer）
, Hasegawa Sangenkai（ Tsugaru-shamisen）
, Kiyoko
Goto（Tsugaru minyo singer）
, Kei Tanaka, Chohaku Hirayama, Yuki
Hoshi.
TPAM in Yokohama 2014『Aomori Aomori』
Schedule: Feb 13th
（Thurs）
, Feb 14th
（Fri）

長 谷 川 三 絃 会（津 軽 三 味 線）、後 藤 清 子（津 軽 民 謡）、田 仲 桂、

Location: Kanagawa Arts Theatre

平山長伯、星勇樹

P r o j e c t M e m b e r : Y o s h i y a I s h i k a w a（ T s u g a r u ‒ t e o d o r i d a n c e r &
choreographer）
, Hasegawa Sangenkai（ Tsugaru-shamisen）
, Kiyoko
Goto（Tsugaru minyo singer）
, Reina Kimura, Kei Tanaka , Agneze

国際舞台芸術ミーティング in 横浜公演『Aomori Aomori』
日程：2 月 13 日（木）・14 日（金）
会場：神奈川芸術劇場

Chapter at Cardiff in 2011. Since then her dancing

プロジェクトメンバー：石川義野（宗家石川流津軽手踊り師範）、

style has been performed in several places such as

長谷川三絃会（津軽三味線）、後藤清子（津軽民謡）、木村玲奈、

dance festival, in Singapore 2012, E45Napoli Fringe

田仲桂、Agnese Lanza、Elena Jacinta、Taz Burns

Festival, in Napoli Italy and Fabbrica Europa festival, in

出演協力：葛西恵・はな・あかり、女子美術大学アートプロデュー

Firenze, Italy 2013. To this date the dance continuous

ス表現領域学生の皆さん

Lanza, Elena Jacinta, Taz Burns.
Extra Performer: Megumi Kasai / Hana / Akari, Students of Field of
Art Produce and Museum Studies / JOSHIBI University of Art and
Design

to be evolve through new performances.
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ハイメ・ヘスース・C・パセナ２世
Jaime Jesus C. Pacena Ⅱ
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ハイメ・パセナ 2 世／フィリピン／マルチメディアアーティスト

いに り って

失われた街の一部を再び繋ぐ器であるべきなのです。

参加することはとても簡単な決断だったのです。

最初の繋がり、理解、認識の段階から、アーティスト・イン・レジデンスとして、

もっとも寒い季節に来たことで、驚くことに私の体は耐えましたが、苦労し

私たちの目的や日常、日々の過程において、批判的に、敏感になる必要があ

た経験であったし、言語・方言の違いによりたまに言葉のなかへと消えた訳

りました。人々が立ち直る過程を邪魔せず、全てのことを繊細に考えられな

があったりもしたけれど、私たちのプロジェクトは私たち自身の間と陸前高

ければいけないという個人個人の責任がありました。

田に住む地元の皆さんとの間でのコミュニケーションの器になったのです。
それは、共通のジェスチャーや簡単な談話による重要な繋がりでした。

私たちはただ訪れ、ただ出ていくのではありません。私たちの目的は時間を
つくり、この現在の状況について、内面化していくことでした。このことで、
お元気ですか。

最後には、私たちは絆と共存の大切さを見つけることができたのです。

私たちはより強く理解を深めることができました。そして私たちの責任は、
経験したこと、学んだこと、このプログラムから得たことと、将来の繋がり

2011 年 3 月のあの時期、どのように過ごされていましたか？

や協力に向けて築かれた関係性や信頼とを他の人々と共有することなのです。

※1 JENESYS Programme（Japan-East Asia Network of
Exchange for Students and Youths）：毎 年 6000 人 程
度の青少年を日本に招聘し、市民との交流プログラムを実

こういった質問が、私たちが陸前高田の人々にお会いした時に初めに聞く質

このレジデンスには、はっきりとした構造もなければ、実際の滞在場所や特別

問でした。そして、あの考えられないほどの大災害からほぼ 3 年たち、ほとん

な創作活動の場もありませんでした。そこは、理解と、交渉、協力、譲歩、何

どの人がご自身のお話を話せる段階にきているように見えました。

よりも直接、陸前高田の人々と街自体に焦点を当てた交流を通して存在し、呼
吸をしているのです。その経験は、違う国で生活しているアーティストまたは

唇が動きはじめ、目はどこかよそを向き、そして心はどこか私たちがいる場

個人として、私たち自身の安心できる場と地元のコミュニティの日々の日常か

所から遠く離れた場所へと、懐かしむとともに痛々しい過去へと消え、彼ら

ら少しの間抜け出し、新しく計画を立てられている都市で改めて新しいプログ

は進み始めていました。

ラムをはじめるというものでした。この経験から、私たちのプロセスはより意

施する等、大規模な青少年交流を通じてアジアの強固な連
帯にしっかりとした土台を与えるとの観点から、日本政府
により2007〜2012 年に実施された事業。
※2 アサヒ・アート・フェスティバル：アートによって社会的
課題を発見し、「地域」の魅力を引き出し、コミュニティの
再構築をめざす全国の市民グループやアート NPO、アサヒ
ビールなどが協働で開催するアートのお祭り。

味のある関係性や表現へと展開したのです。アートの対象はここでは目に見え
私たちは、生存者の一人である地元の種屋のご主人に、『あの大災害の後に何

るものではありません・・・今年のこのプログラムにおけるアートは、感情的

が残ったと思う？』と質問されました。私たちは『何も残らなかった・・・』

であり、呼吸をし、もっと意味のある繋がりの連鎖を発展させたのです。

と答えましたが、そのとき彼は、『いや、死が残ったんだ』と言いました。悲
劇と消失という記憶の中でどうやって生きていくことができるのでしょうか。

私がこの今年のプログラムに参加する招へいを受けたのは、私の日本のアー

このような状況の中で、アートはどう効果的なコミュニケーションの道具に

トと文化に対しての理解に関係しています。その理解は、2010 年に国際交流

なることができるのでしょうか。

基金によって開かれた「東アジアクリエーター招へいプログラム」※1 の活動

Finding our way back to each other
J. Pacena II / Philippines / Multimedia artist

と調査、そして、2 011年の津波から5 か月後、東北で「アサヒアートフェスティ
訪問者として、私たちは新しい始まりを祝うといった光景や希望に満ちた考

バルツアー」※2 に以前関わったことが基盤となっています。私はこの機会を、

えを掲げるためにその場にいるのではありません。陸前高田に住む人々の中

このプログラムのディレクターである日沼禎子氏と日本の友人への続いてい

で意味のある繋がりを見つけることが目的であり、この段階でのアートは、

く繋がりと関係してとらえました。このレジデンスプログラムの一員として
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微笑みと、ささやき
日沼禎子／プログラムディレクター

現在、マニラを拠点とするハイメ・ヘスース・C

ものだった。この２度にわたる深い交流の経験が、

広田湾の水中を撮影した映像クリップ。１つは午

陸前高田の人々がこれからも山と海と共存しなが

私たちは実に単純で、しかし愛おしい日常の姿に

パセナⅡ世、通称＜ジェイ＞は、絵画、写真、映像、

このたびの陸前高田市滞在における相互の信頼基

後 2 時以後の、工事現場、空き地、家々や人工の

ら、「今」を生き、よりよい日々に向かうことがで

気づくのである。私たちはドアを開け続ける。過

音楽など、さまざまなメディアを携え、ファイン

盤となりえたことは言うまでもない。加えて来日

構造物の風景。もう１つは、陸前高田の人々から

きるように想いが込められた。

去も現在も、そして未来も、ドアの向こうにある、

アートのみならず、さまざまなミュージシャンた

直前にフィリピンを大型台風が襲い、甚大な被害

借用した、ビデオや携帯電話での映像に残るパー

ちの M V を手がけ、サブカルチャーシーンでも活

をもたらしたことが、ジェイ自身の意思を強固な

ソナルな出来事の記録である。これらをつなぎあ

――――― つながる場所

躍するアーティストである。また、大学での指導、

ものとした。しかし、何よりも特筆しておきたい

わせ、ひとつの映像として編集制作を行った。

映像作品＜つながる場所＞は、来訪者と生活者と

ア ー テ ィ ス ト イ ニ シ ア テ ィ ブ 組 織＜BM Lab＞の

のは、優れたクリエーション能力のみならず、そ

ジェイが撮影した山、海の風景のポストカードを

しての、双方の目線によって生み出されたもので

微 笑 み と さ さ や き。そ し て 希 望。私 た ち の 間 に、

ディレクターをつとめるなど、若手アーティスト、

の 微 笑 み ひ と つ で 人 々 を 幸 せ な 気 持 ち に さ せ る、

用意し、仮設住宅や商店街、図書館、レストラン、

ある。朝、ベッドの上で目覚め、陸前高田での１

それ以上の言葉はいらない。ありのままの今と未

クリエーターたちの育成にも取り組んでいる。日

彼自身の人間性が持つ力は何ものにも代え難いも

コンビニエンスストアを訪ね歩き、出会った人々

日が始まる。次々と、さまざまな場所のドアが開

来への希望を、互いに確かめ合うために。

本での経験は、国際交流基金による「21 世紀東ア

のがあった。その微笑みと、深い洞察力、人々と

にカードを 1 枚選んでもらい、それぞれの願いを

け閉めされながら、次の空間へ連続的につながっ

ジ ア 青 少 年 大 交 流 計 画（JENESYS Programme）」

の交流によって、２つの優れたプロジェクトが実

書き記してもらうものだ。＜山＞のカードは山に捧

ていく。図書館、事務所、仮設住宅の家族の部屋、

における研修生としての滞在、また、2011 年の夏、

現した。

げ、＜海＞のカードは海へ流した。やがてポスト

滞在場所の食堂、高田の宿舎の風呂場などへと連

カードは海に溶け、土へと還っていくことだろう。

続していく。シーンの最後は＜奇跡の一本松＞へ

アサヒアートフェスティバルの国際事業として行

ひとつひとつの存在と記憶とともに、世界とつな
がり続けていくのだと。

われた、東北訪問およびシンポジウムへの参加で

――――― 山と海のささやき

これらの２つは、陸前高田の現在を仔細に観察し

とたどり着く。ここで、人々の日常と、ジェイ自

ある。前者では、AIR 事業のアシスタントキュレー

＜山と海のささやき＞は、映像と手紙（ポストカー

たアーティストの目線から、陸前高田の人々の記

身が過ごした陸前高田での日常が重なり合う。ジェ

ターとして現場を経験し、また後者では、同じく

ド）を用いた、人々の記憶と対話をめぐるプロジェ

憶を追随しようとしたものである。鳥の声、木々

イによる印象的な言葉があった。「＜奇跡＞という

参加したアジア諸国のアーティスト、クリエーター

クトである。

のざわめき、揺れる波の音。そこには人間の姿は

よりは、＜希望＞のほうがふさわしい」と。日々を

とともに、被災約半年後の現状を視察し、訪問先

映像は 3 つの要素で構成される。1 つは（津波が起

ない。ありのままの自然、そのささやきがあるだ

生きるということは、相互に依存し、つながり合っ

である福島、宮城、青森の人々との対話を試みる

こった）午後 2 時より前の氷上山の風景、そして

けだ。そうした自然のありように目を向けながら、

ていくことなのだと。淡々と連続する映像の中で、

1
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3

4
1. 箱根山で朝日の撮影 2. 広田

Smile and Whispers

Teiko Hinuma / Program Director

‒‒‒‒‒‒‒

5

6
4. ライブパフォーマンス風景

湾で海の中の様子と椿島を撮影

5. まっと氏ミュージックビデ

3. ポストカードへメッセージを

オ撮影風景 6. “つながる場所”

地元の人々から集める

ビデオ設置風景

1.Sun rise shot at Mt. Hakone

4.A live performance 5.A scene

2.Shot under water at Hirota bay

from Matto music video 6.A

and Tsubaki Island 3.A Collection

location “Connected Places” was

messages written on post cards by

shown

local people
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つながる
8
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4.

1 わいわい
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808
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4 マイウスレストラン

7.
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の
5

コミュニティセンター
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14 1
6
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7 ハイカラごはん

の

33 1
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ハイメ・ヘスース・Ｃ・パセナ２世
‒‒‒‒‒‒‒

フィリピン出身のマルチメディアアーティスト、映像

◎滞在期間

作家であると同時に、キュレーター、教師としても活動。

2013 年 11 月 20 日（水）〜 2013 年 12 月10 日（火）

彼のプロジェクトは、マニラから日本、オーストラリ

2014 年 1 月 14 日（火）〜 2014 年 2 月 25 日（火）

アに至るまでに拡がっている。フィリピンでは、ミュー
ジックビデオで受賞歴があるほか、いくつかの美術館
で教育ビデオも制作している。2010 年、国際交流基金
による「 21 世紀東アジア青少年大交流計画」（英文名：
JENESYS Programme）で も 活 躍。2 011年 に は、日 本 に
おけるアサヒアートフェスティバルの研修・シンポジ
ウムにフィリピンを代表して参加している。
ウェブサイト http://blissmarket.wordpress.com
Jaime Jesus C. Pacena Ⅱ
Jaime Jesus C. Pacena Ⅱ is and award winning
multimedia artist as well as a curator, and teacher. He
has created and worked on projects from the
Philippines to Japan and Australia. Combining his
interest in teaching and videography, Jaime worked
on, creating several educational videos for museums

◎パブリックプログラム
『山と海のささやき』
この作品は２つのパートで構成されます。
A ／陸前高田の映像からミュージックビデオを制作し、陸前高
田の地元の２人のミュージシャンと一緒に特別ライブを開催
日程：2 月 15 日（土）
会場：陸前高田未来商店街多目的ホール
ミュージシャン：松本玄太、まっと
B／陸前高田で撮影した自然の写真からポストカードを制作し、
住民から「記憶」に関するメッセージを集め、それを自然（海
と山）に還すパフォーマンス
日程：2 月 17 日（月）
場所：広田湾、氷上山

◎Duration of Stay
2013 November 20th (Wed)-2013 December 10th (Tues)
2014 January 14th (Tues)-2014 February 25th (Tues)
◎Public Programs
WHISPERS FROM THE MOUNTAINS AND THE SEA
This work consists of 2 parts.
A) Special live performance with 2 musicians in Rikuzentakata city. Accompany
music video created and ﬁlmed in Rikuzentakata, by Jaime Jesus C. PacenaⅡ.
Date: February 15th (Sat)
Location: Rikuzentakata Mirai-syotengai Hall
Musicians: Genta Matsumoto, Matto
B) Performance showcasing collected messages and ʻMemoriesʼ from residents
in Rikuzentakata city. Memories and photos of surrounding landscape
chronicled by Jaime Jesus C. Pacena Ⅱ.
Date: February 17th (Mon)
Location: Hirota Bay, Mt. Hikami

『つながる場所』

in the Philippines. In 2010, he worked with the

陸前高田市で撮られた、さまざまな場所と場所がドアを通して

JENESYS Programme, a 21st century Japan-East Asia

繋がっていく映像作品を市内８ヶ所の公共施設に設置し発表

Network of Exchange for students and youths. In

日程：日程：2 月 10 日（月）〜 2 月 16 日（日）

2011, he represented the Philippines, in an

会場：わいわい、Bricks.808、陸前高田市図書館、ハイカラ

instruction course/symposium at Asahi Art Festival in

ごはん職人工房、八木澤商店一本松支店、マイウスレストラン、

Japan.

長洞元気村集会所、米崎コミュニティセンター

Connected Spaces
Public presentations of a video that highlights the connectedness of the city
through movement in and out of doors. Video was showcased in 8 separate
public places in Rikuzentakata city.
Schedule: February 10th (Mon)- February 16th (Sun)
Location: WaiWai, Bricks. 808, Rikuzentakata library, Haikara Gohan
Syokuninkobo, Yagisawa Syoten Ipponmatsu branch, Maius restaurant,
Nagahora Genki village, Yonesaki community centre

Website: http://blissmarket.wordpress.com
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レオ・ファンダークレイ
Leo van der kleij
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レオ・ファンダークレイ／オランダ／写真家

の

2014

今回この陸前高田市でのアーティスト・イン・レジデンス事業から招待を受

・津波の足跡、この震災をいまだに目で確認できるすべてのもの。

けた時、私は一度も決断をためらわなかった。それは、日本の良き友人として、

・過去と未来のはざまの変遷に面した社会。仮設住宅の生活や、プレハ

そして住民として、3 月 11 日とそれ以降の出来事を見た時、衝撃を受けたか

DAILY LIFE RIKUZENTAKATA 2014 AIR project
Leo van der kleij / Netherlands / Photographer

ブの店等でとらえたもの。
・建設、仕事、交通、レジャー、スポーツなどいずれにしても日々起こっ

らだ。
震災時初めは友人を心配したが、テレビやインターネットで見るすさまじい

ているもの、日常的にいつも行われているもの。

光景に、日本そのものに対して深い痛みを覚えた。2011 年 9 月、遊工房アー

仮設の商店街で借りることになったコンテナ小屋の壁に直接写真を展示し

トスペースに滞在していた際、津波に関するテーマや問題に海外からの目線

た。展示に来て頂いた方々にはノートにコメントを記入してくださる方もい

で焦点をあて、それを追及しようと決めた。そして、ひとりひとりの独立し

た。また、陸前高田以外の外部から訪問してくださる方もいて、2 月 28 日ま

た個人（アーティスト、科学者、哲学者、建築家）が、東京のビル群の最上

でおよそ 140 枚の写真を展示した。

部に座り日本に対してのシンクタンクを形成し、思考と現実の間の中立者と

私はこの AI R は陸前高田の人々にとっても大変重要なものであると思う。

なる理想的な計画を構築した。

人々は、私たちがその場にいることをとても喜んでいると感じたことが何度

滞在時、友人から日帰りで東北に車で訪れる誘いを受けたが、断った。私には、

もあった。たとえ、彼らがモダンアートやメディア、写真事態にそれほど興

災害地を巡る旅 のように感じられ、誰にも何ももたらさないものだと思え

味を持っていないとしても、私たちと交流を持ち、経験などを共有すること

たからだ。しかし、私は東北の人々と、震災後に記者やボランティアが消え

を楽しむことができる。私たちはここ数年の話に頻繁に深く触れることがで

た途端、テレビや新聞で騒がれなくなった世界中とを繋ぐ方法を考え続けて

き、そのときこういった人々のお話は世界中で聞いてもらう価値があるとい

いた。この AIR の招聘はとてもタイミングがよかった。私は、今までにも既

う自分の考えに確信を得た。私の目的は、陸前高田で制作した作品を日本と

に数多くの経験を積んできた Daily Life（日常） プロジェクトを行うことに

ヨーロッパで展示することである。アーティストとして、アイディアを陸前

決めた。普段の生活は人類全てに似通っているのと同時に、文化によって異

高田にもたらすだけではなく、一人の人間のマナーとしてそこで起こってい

なるものでもあるため、私はいつも人々の普通の生活に魅力を感じるのであ

ることを表現し、示すことも大切であると考える。陸前高田で滞在できたこ

る。陸前高田では、以下の 3 点に焦点をあてた。

とにとても感謝している。陸前高田にぜひまた訪れたい。

‒
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日常の観察者
日沼禎子／プログラムディレクター

アーティストとは、日常の観察者である。とりわ

1996 年から 2003 年まで、アーティスト川俣正に

強靭な心と、そして何よりも人間への愛情を併せ

氏という１人の人物に目を向け、映像によるポー

これからもファインダーをのぞき、シャッターを

け写真家は、その一瞬の時を逃さずシャッターを

よ る＜コ ー ル マ イ ン 田 川＞プ ロ ジ ェ ク ト に 関 わ

持つ者は他にはいなかった。

トレートを残した。佐藤氏は、震災後の状況を少

切り続ける。

切らなくてはならない。どこにいて、何をしてい

り、その記録を担当している。2011 年の 3 月、ファ

ても、体中のアンテナの感度を常に高くしておか

ン ダ ー ク レ イ は 東 京、西 荻 窪 の 遊 工 房 ア ー ト ス

ファンダークレイの陸前高田での日常は、歩くこ

を書いた本を自主出版した。陸前高田市の象徴と

なくてはならない。しかし、最も重要なのは、そ

ペースに滞在していた。当初の計画を変更し、リ

とだった。来る日も、来る日も、地形のひとつひ

し て 残 さ れ た、通 称「奇 跡 の 一 本 松」を、主 君、

の写真家が持つまなざしが、ただの観察者であっ

サーチを積み重ねた後《パラダイス／パラサイト》

とつを自分の体に刻み続けるように。歩き、出会

源義経を守った武蔵坊弁慶になぞらえた迫真のド

てはならないということだ。恐れることなく誰よ

というテーマでの作品を発表した。それは、震災

い、シャッターを切る。その日々の行為は、復興

キュメントである。偶然に、図書館でその本を見

りもその対象に近づき、その存在を自分自身に重

直後のさまざまな困難な状況の中でも、社会から

商店街「未来商店街」の一画に、期間限定でオー

つけたファンダークレイは、佐藤氏にその本の読

ね 合 わ せ る こ と が で き る 瞬 間、い わ ば 互 い の

目をそらさず、日本が築いてきた文化を礎としな

プンした、コンテナハウスの特設ギャラリーで公

み聞かせを依頼し、映像におさめたのである。そ

フォーカスがぴたりと合う瞬間を逃さないこと。

がら再生を果たして欲しい。例えそれが、海外か

開され続けた。毎日の買い物に訪れる、あるいは

の独特の力強い、人間性あふれる語り口には、誰

そのためには、強固な精神力と、深い愛情が、そ

ら訪れた人間であったとしても、ともに日々のこ

カフェに集うさまざまな年代の人々が、写真ギャ

もが魅了されるに違いない。

こになければならない。レオ・ファンダークレイ

とを考えていきたいという、ファンダークレイの

ラリーとは知らず、「新しいお店ができたのだろ

ここで制作した多くの作品は、本記録集の他、ファ

は、そのことを可能とするアーティストの一人で

強い願いであった。現在の陸前高田市で活動する

うか？」とうっかりのぞきにやってくる。それは

ンダークレイが帰国後、さまざまな形での記述や

ある。

にふさわしいアーティストを考えたとき、ファン

まさしく、人々の日常に寄り添うものであり、嬉

出版で公開される予定である。

ファンダークレイは、現在、オランダ、デンハー

ダークレイの存在は、実に心強いものであった。

しいハプニングの連続であった。日々変わりゆく

グを拠点に活動。人々の日常生活、ナイトライフ、

アーティストとしての豊かな経験と、日本への理

風景や、以前の町並みの記憶をたどりながら、そ

変わりゆく日常はいつか記憶になるだろう。《陸

ポートレートなどを撮影するほか、アーティスト

解。多くのメディアが報道するそれとは違う、日

こに切り取られた写真の数々を、人々はどのよう

前高田の日常》は、この地の人々の、そして世界

との協同プロジェクトも多数。日本での経験も豊

常へ向けるまなざし。「よそ者」としての適度な

に受け止めてくれたのだろうか。

の人々の日常となり、記憶となっていくのだ。そ

富であり、度々の来日を果たしている。中でも

距離感、観察者としての態度を決して忘れない、

また、ファンダークレイは、種屋を営む佐藤貞一

のすべてを逃さないために、ファンダークレイは

1

2

しでも多くの人々に伝えようと、英語でテキスト

3

4

The Skilled Observer of Daily Life
Teiko Hinuma / Program Director

5

6

1. 展示の看板を地元の商店街

4. 佐藤貞一氏取材風景 5. イベ

の方に習字で書いて頂いた 2.

ント “陸前高田を歩く一日” の様

展示会場設営風景 3. 長砂仮設

子 6.これからオランダで発行予

住宅、柳下さん取材風景

定の陸前高田の写真集アイデア

1.In scribed exhibit sign in scribed

4.Interview of Teiichi Sato 5. “A

by a l o cal f ro m Mi ra i-S yo te ng ai

day ʼs walk through Rikuzentakata”

2.Construction of exhibition space

6.Early concept of a photo book

3.Interview of Yanashita who is

about Rikuzentakata to be released

currently residing in a Nagasuna

in Netherlands

temporary residence
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◎滞在期間
2014 年 1 月 14 日（火）〜 2014 年 2 月12 日（水）

北海道

2014 年 2 月 21 日（金）〜 2014 年 3 月 9 日（日）

アーティスト滞在記録

HOKKAIDO

◎パブリックプログラム
『陸前高田の日常 2014』

青森市

プレゼンテーション

大隈つどいの丘商店街

日程：1 月 31 日（金）〜 2 月 28 日（金）
場所：陸前高田未来商店街内水色のコンテナ

マイウス

『陸前高田を歩く１日』

仙台

日程：2 月 28 日（金）

二又復興交流センター

『陸前高田の日常 2014 Newspaper』

TOKYO

発行場所：オランダ、陸前高田（予定）

ことから始まり、1977 年以降は日本とヨーロッパの炭
坑を熱心に撮影したシリーズを制作。1997 年以降は何
度も来日し日本人アーティストの川俣正とも共に活動。
ま た 北 九 州、東 京 に て 人 々 の 日 常 の 生 活 を 撮 影 す る
Daily Life シリーズをスタート。日本国内のアーティス
ト・イン・レジデンスにも数回滞在している。
ウェブサイト http://www.leovanderkleij.com

2014 January 14th (Tues)- 2014 February 12th (Wed)

Leo van der Kleij is a photographer from the
Netherland. He began his career by shooting the night
life and concerts in his hometown of Den Haag. In
1977, he created a series of photographs focusing on

奇跡の一本松

Rikuzentakata Daily Life 2014
Presentation
Schedule: January 31st (Fri)- February 28th (Fri)
Location: Light blue prefabricated house in Mirai-syotengai
A dayʼ s walk through Rikuzentakata

11 月 20 日：J ／来日
11 月 22 日：J ／女子美術大学（東京）で『国際交流文化概論』講義

隕石降落碑

11 月 23 日：S & J ／いわき市へ移動、田仲桂氏（レジデンシー運営、TSUMUGU プロジェクト代表）に出会う
11 月 24 日：S & J ／いわき市の郷土芸能「じゃんがら念仏踊り」と「獅子舞」を取材
11 月 25 日：S & J ／陸前高田市へ移動
11 月 26 日：S & J ／仮設住宅、長洞元気村でワカメ芯抜き体験、震災語り部体験

2 月 3 日：S ／「鶴亀鮨」ご主人、阿部和明氏の相撲甚句を録音

Location: a whole Rikuzentakata city

11 月 27 日：S & J ／陸前高田「みんなの家」訪問、管理者の菅原みき子氏と出会い、震災の話し、設立経緯を取材

2 月 4 日：S ／いわき市へ移動。

Rikuzentakata Daily Life 2014 Newspaper

11 月 29 日：S & J ／陸前高田市伝承館見学、陸前高田音頭と気仙大工のデザインに出会う、

2 月 5 日：J & L ／高田高校仮設グラウンドのカフェを訪問

Date: February 28th (Fri)

Scheduled location: Netherlands, Rikuzentakata city (tentative)

米崎コミュニティセンターの鈴木求氏に出会い、大名行列舞を取材

Jay さんポストカード
海へ流す
広田湾で
カキの養殖撮影

L ／佐藤貞一氏の映像を撮影

2 月 6 日：J ／まっと氏、松本玄太氏とライブのためのミーティング

11 月 30 日：S & J ／佐藤直志氏（木挽き、ドキュメンタリー映画「先祖になる」で著名）を訪れ取材

2 月７日：J & L ／高田第二高校仮設のコミュニティカフェを訪問

12 月 1 日：S ／「みんなの家」で大隅仮設住宅の住民と共に陸前高田音頭を踊る

2 月 10 日：S ／横浜へ移動

12 月 2 日：S & J ／大名行列舞いの取材のため、藤田東一氏（元気仙大工）を訪問

2 月 13 日：L ／オランダへ一時帰国

12 月 4 日：S ／青森へ移動

2 月 14、15 日：遊工房アートスペース協同代表、村田弘子・達彦両氏およびレジデンスアーティスト、

椿島

Anat Litwin、Nikki Hendrikx、Michridkch Tonoyan、松本恭吾各氏が来訪

12 月 5 日：J ／阿部夫妻とともに氷上山を登山し撮影

2 月 16 日：J ／まっと氏のプロモーションビデオを陸前高田市内で撮影

the coal mines in Japan and Europe. In 1997, he

12 月 7 日：J ／箱根山にて朝日の撮影。カトリック大船渡教会にて、在日フィリピン人の方々と交流

2 月 17 日：J ／『山と海のささやき』のメッセージカードを広田湾と氷上山へ還す

worked with Japanese artist, Tadashi Kawamata.

12 月 9 日：J ／建設現場等にて、人工物の撮影

2 月 18 日：J/ 東京へ移動

Currently he's started a new project titled “Daily Life”

12 月 10 日：J ／フィリピンへ一時帰国

2 月 21 日：S & J ／マイクロレジデンシーフォーラム（アーツ千代田 3331）に参加。

1 月 14 日：J & L ／来日

2 月 22 日：ALL ／マイクロレジデンシ―フォーラム（女子美術大学）で陸前高田の活動を発表

northern part of Kyusyu and Tokyo. He also stayed at
several Artist In Residences within Japan.
Website: http://www.leovanderkleij.com/menu.html

長洞元気村

11 月 16 日：S ／来日

12 月 6 日：J ／釣り船をチャーターし、広田湾、椿島を撮影

that heʼ s shooting peopleʼ s everyday life in the

気仙沼大工左官伝承館

11 月 19 日：S ／女子美術大学（東京）で『アートコミュニケーション演習』講義
◎Public Programs

Publishing Date: At the end of April

Leo van der Kleij

佐藤直志さんの家

◎Duration of Stay
2014 February 21st (Fri)- 2014 March 9th (Sun)

箱根山

氷上太鼓見学

佐藤直志さんと
伐採の見学

レオ・ファンダークレイ
オランダ出身の写真家。出身地であるオランダのデン・

藤田東一さんの家

気仙川

発行予定時期：4 月下旬

ハーグの人々のナイト・ライフやコンサートを撮影する

長砂仮設住宅

佐藤たね屋

いわき市

東京

米崎
コミュニティセンター

陸前高田
みんなの家

未来商店街

SENDAI

場所：陸前高田市内全域

氷上山

大隈仮設住宅

L/ 来日

1 月 18 日：J & L ／高田高校第二仮設訪問

2 月 23 日：J & L ／マイクロレジデンシ―フォーラム（遊工房アートスペース）の WS に参加

1 月 20 日：S ／陸前高田へ移動。

2 月 25 日：S & J ／帰国。

J ／陸前高田のミュージシャンまっと氏、松本玄太氏と出会う

1 月 21 日：ALL ／陸前高田市氷上太鼓見学

2 月 26 日：L ／陸前高田へ移動

1 月 22 日：S ／大名行列舞（陸前高田市米崎）の歌と踊りを取材

3 月 1 日：L ／展示場所である未来商店街内プレハブ搬出

1 月 23 日：S ／藤田東一氏より、大名行列舞の飾り付けである花の造り方を習う

3 月 2 日：L ／東京へ移動

1 月 24 日：S ／佐藤直志氏と木の伐採へ行き、WS で使用する自然物を採取。

3 月 9 日：L ／帰国

L ／佐藤種屋の佐藤貞一氏に出会う

1 月 28 日：L ／未来商店街内レストラン「てるてる」ご主人、小澤氏に展覧会の看板を習字で書いてもらう
2 月 1 日：S ／「みんなの家」にて、青森のプロジェクトメンバーと地元の方と交流を行なう

※S/Sioned Huws

J/Jaime Jesus C. Pacena Ⅱ
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L/Leo van der kleij
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［人と地域をつなぐ、グローバルな絆］

［AIR 〜人類の活動の足跡を記録し、気づきをもたらすもの］

寄稿文／ Message

復興支援枠のアート活動としての陸前高田 AIR の試みは、効果あるスタートを切った。時間の経過とともに忘れ去られていく被災地の復興現場

東日本大震災から 1,000日以上が経過したが、その復興は道半ばと聞く。そのような状況下で陸前高田を訪れたアーティストは特別な経験をし

に入り、活動を通して新たな視点から、人類の活動の足跡として作品記録を残すことは重要である。また、国内外に発信し、引き続き人々に災

たに違いない。地域の暮らしに溶け込み、東日本大震災のその後の状況と向き合い、ときには不安に思うときを過ごすこともあったのではない

害地に関心を寄せてもらうことが、被災地の人々にさらなる勇気を与え力となるだろう。現状の発信により遅れがちな復興事業への注目度の高

かと思う。それでは、彼らはそれらの経験をどのようにかたちにしたのだろうか。

まりに期待したい。しかし、大勢の人々が被災地を訪問することが、全てプラスの影響になるわけではなく、被災する人々の苦痛に繋がる例も

オランダの写真家、レオ・ファンダークレイは、陸前高田という地域の変化を写真で捉え、地元の佐藤たね屋の店主の描く東日本大震災を題材

漏れ聴いた。関り方を充分考慮し活動が行われ、気づきを促す役目をアートは担えると良い。アートの力の限界とアートの活動でこそ出来るこ

にした本の読み聞かせを映像で撮影した。フィリピンの映像作家、ハイメ・パセナは、陸前高田で活動する若いミュージシャンとともにミュージッ

とを弁えることが重要である。

クビデオを制作し、また、英国の振付家で、ダンサーであるショーネッド・ヒューズは、陸前高田音頭やじゃんがら念仏踊りなどの伝統芸能に

陸前高田 AIR に滞在した 3 人のアーティスト達の中で、以前に何度か接したことのあるショーネッドの作品は、津軽の伝統芸能である『手踊り』

着目し、これまでのプロジェクトの振付を発展させている。

を素材にした独特のものである。地域の流儀を大切にしながら溶け込む姿勢が、伝統芸能と結びつき独自な作品を形成した。青森発の試みから、

これらの作品から共通して見えてくることは、陸前高田という地域が再生していく姿に目を留めていることで、さらに、地域住民の創造性に関

東北の被災地陸前高田へ繋がり、地元の人々に元気を与え、国内外の都市で積極的に報告されていることに力強さを感じる。

心を寄せ、それらを住民と一緒にかたちにしていることである。豊かな社会を形成してくためには建築物やインフラの建設や整備を進めること

一方、フィリピンからのハイメ・パセナは、陸前高田の環境・自然（海・山）
・被災者の今を丹念に取材し制作したビデオ作品と、インタラクティ

は言うまでもないが、そこで暮らす人々の記憶や固有の文化を継承し、未来を切り開く地域の持つ創造性を促すことが不可欠だと 3 名のアーティ

ブなポストカードの作品をリンクさせ、土地と人を結びつけるように構成している。要素が多いため、短時間の鑑賞で作品の感想を語ることは

ストは呼応したように感じた。アーティスト・イン・レジデンスに滞在するアーティストを旅人のように例える人も少なくないが、そういったロー

難しいが、災害の多いフィリピンで、作品がどのように発表されるのかが興味深い。また、来日経験豊かなオランダからのレオは、北九州の廃

カルな日々の変化や活力に気づき、文化と地域形成のあり方を再考するきっかけを与えてくれるのは、アーティストが創造的旅人だからではな

坑の記録、大都市の夜を接写した作品など、写真を通し、常に人々に向け社会的な問い掛けを続けている。陸前高田でも、リサーチを繰り返し、

いかと思う。

復興の一過程の現実を捉え、人々に提示している。母国で知りえた情報との差異を鋭く捕らえ、帰国後広く世界へ発信するだろう。

陸前高田のアーティスト・イン・レジデンスの意義は、地域交流という言葉だけでは語りつくすことができない。人と地域をつなぎ、グローバ

この 2014 年 2 月の訪問で、遊工房からの視察グループメンバーの一人、アルメニアの AIR 運営者のアーティスト、トノヤン氏は、「1988 年

ルな絆を深めることで、社会とアートの共生を促す。そして、そこでかたちづくられた表現は、世界を旅するアーティストとともに、国境を超

のアルメニア北部大地震時の記憶は鮮明で、被災地の中にある都市・ギュムリ（元、レニナカン）を忘れている自分に気つき、被災地での AIR

えて伝播されていく。

活動の意味を、帰国後考え直し行動したい」と語っていたのが印象深い。

［International Relationship : Bonding People with This Land］
It's been over 1,000 days since the Japan-East Earthquake happened in March. 11, 2011. I have been told that, to this date its rebuilding is only

［AIR, the Ordinary Life ; Recording and Showcasing the Day to Day］

むらた たつひこ
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をしている
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の

ほどに 15 ケ
の

スペース

から マイクロな

の

を マイクロレジデンス と
の

としての

のネットワークを し

a new point of view through activities. For us to do so, it's essential for us to actually go into the disaster area. Itʼs inspiring for the people of

1976

Rikuzentakata city when they hear that the international community is aware of their struggles. The rebuilding is currently behind schedule

ツ

though. I sincerely hope that this may help us bring much needed attention that may spur further action on behalf of Rikuzentakata.

のできるアーティストのためのアートスペースを

について
している

However, it should be noted that it is not always of beneﬁt when victims in disaster areas have so many new visitors in their midst. I have
heard reports that occasionally visitors have even brought hardship to the people of this area. So I hope that our art initiatives can be
accomplished while considering the well-being of local residences ﬁrst and foremost. The power of art may be limited, but there are things
that only art can accomplish, and we hope to bring these to the table.
I met Sioned Huws before she was involved with the AIR project. I am aware that her performance is based on the traditional arts of the
Tsugaru region, and has a very unique form. She created a new style as homage in-respects to the traditional style. Her style originated in
Aomori and has since spreading out to Rikuzentakata, of Tohoku region there; her dancing inspires residents and ﬁlls them with energy. To
this day, her dance continues to impress upon people both in Japan and abroad.

half-way complete. Considering the situation, I believe that the artists who visited Rikuzentakata gained valuable experiences. They lived

いなむら たろう

Rikuzentakata AIR project is an initiative for supporting the rebuilding efforts. I believe that it's important for us to leave a proper legacy from

2000

まれ

ロンドン

スパイラル

し
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ワコールアートセンターに

やアートプロジェクトの
し 2011

に

ディネーターを

めるほか ニッセイ

の

として
24

に り む また
アーツアカデミー

として

や
25

local habitat, nature (the oceans and mountains) and environment of Rikuzentakata city. He also interviewed the people. Honestly it is

2007

difﬁcult for me to express what I enjoyed the most from his work since I had only a few hours to see his art. Moreover, his art is ﬁlled with so

20

2010

while he was reading his book about the Tsunami aloud. Jaime Jesus C. Pacena Ⅱ, a multimedia artist from the Philippines, created a
promotional video for young musician who is performing in Rikuzentakata city. Sioned Huws, a choreographer from North Wales, focused on
through other projects.

プ

The common thread among those activities is that they all focused on how Rikuzentakata-city is re-establishing itself. The artists were also
actively engaging the creative abilities of the people. Needless to say, in order to reintegrate the city, the disaster area needs new buildings

アーツカウンシル

and maintenance for the ones still with us. I felt that all three of the artists shared similar opinions on what would be the most helpful for the
locals. They all agreed that it's essential for residents to pass on their memories and culture to new generations while channeling their

を

creativity and opening up their hearts to the possibility of a brighter future. You may believe that the artists in these “Artists in Residence”
programs are your typical traveler. However I would like to say they are actually active participants of the local society. Whenever they visit an

Taro Inamura

1976

area, they carefully examined their surroundings, making note of the ongoing societal changes. They assist in keeping the traditions and spirit

2000

The purpose of AIR in Rikuzentakata-city is more than just acting as a bridge between the people and its land. These actions will connect

of the old city alive within the people, while laying the bricks that would help construct the new.

Philippines were they to suffer many natural disasters.

150

Leo van der Kleij, a photographer from the Netherlands, took pictures of daily life in Rikuzentakata and ﬁlmed the owner of Sato seed shop

する

に

many diverse and interesting elements itʼ s hard to single just one out. However I'm very interested in how his art will be received in the

200

the area and it shows in their work. Now I would like to discuss how they expressed their vision through each artistʼ s speciﬁc art style.

the traditional arts, such as Rikuzentakata Ondo and Jangara Nenbutsu Odori (traditional Iwaki dancing) and she's evolving her choreography

でプログラム コー

Jaime from the Philippineʼ s helped created a social connection between the land and its residents. He accomplished this by studying the

Tatsuhiko Murata

に

セゾン

でアーティスト イン レジデンス
ロジェクト

2007

を

together with the residents and faced the post-quake reality together. I'm sure they may have struggled with it, but they were brave to live in

Leo from the Netherlands was already well traveled in Japan before he had worked with us. Through his photos he expresses societal

people to its land, then it will eventually help them to live together with the society and arts by building an international relationship, as the

concerns. Some of his photographs include depictions of the dead mines in the northern part of Kyusyu, or photos of the nightlife. In

artists themselves will spread the message and spirit of Rikuzentakata when they return to their homes abroad.

2007

Rikuzentakata city, he continued to exam the city and its inhabitants, c onstructing a photo gallery on the reality of the rebuilding process.
Since he is a foreigner, he was able to contrast his expectations of the conditions before actually arriving in Japan to view the reality with his

2011

own eyes. When he returns, Leo can share his experience and photos with his fellow countrymen.
One of our guests at Youkobo is from Armenia. His name is Mkrtich Tonoyan who is a co-founder of Akos, a cultural NGO in Armenia and an
artist himself. After the visit of Rikuzentakata city in Feb. 2014, Tonoyan mentioned to us; “I still clearly remember the huge earthquake that
occurred in my home town, in the northern part of Armenia, 1988. However since then, I have forgotten the disaster area, Gyumri (formerly,

2012

2013

Leninakan) in Armenia. When I return to my country I will consider my own thoughts about the meaning of AIR's work within the disaster area
and how it should pertain to my thoughts of the disaster in my own country.” His words had impressed me.

29
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協力者コメント／ Comments from Cooperators
本年度のアーティスト・イン・レジデンスプログラムではたくさんの方にご協力頂きました。
その中で特にご支援していただいた５名の方のコメントをご紹介します。
In the Artist in Residence program we received great cooperation from many people this year. We would like
to introduce ﬁve cooperators who helped us the most during the program.

『レオさんと初めて会った時、顔も体格も違うからどんな考えをしているのか

さとう

と思ったけど、話をしてみると震災を想う気持ち、人をいたわる気持ちは同じ
『今回ショーネッド・ヒューズ氏と「東北の今と私たち―踊り・音楽・歌・記憶

たなか
いわき

の風景」というタイトルでWSと発表をしました。ブリティッシュスコーンを作っ
て子ども達と食べたり、地域の人に「Aomori,Aomori」の作品を見てもらった
りして、面白かったです。彼女を見て思ったのが、地域の人々を惹き付けてど
んどん巻き込んでいくその人柄やパワーが、さすがアーティストだなと。い
わきの滞在は１週間と短いもので、結果がすぐ見えるというものではありませんでしたが、例えば中
長期的な滞在になって地域のみんなと交流をしていったら、自然発生的に面白いことがたくさん起こっ

イン

より

いわき
を

する

にいわき
ンを

レジデンス
プロジェクト

を

であるじゃんがら

の

を
では

ないながら

も

ショーネッド

でのワークショップ

りに

ヒューズととも

プレゼンテーショ

にも

のことは分からないし、芸術家が来るといわれてもピンとこない。芸術を論

げ

りと

する

を

した

レオさんは本から震災に対する理解を深めてくれた。俺は普通の種屋だ。芸術

を
ち

で

じられてもわかるわけがない。芸術がどうとかよりも、人柄に興味がある。レオさんには、佐藤さん

と
の

のときに

を

を
がどう

していたが
き

の

し
で

レオ

し

も
を

する

ファンダークレイの

たね
2013

に

した

は毎日種をまいて、少しずつ育てるというその忍耐の心があるからこういう風に頑張れるんでしょ、
と言われた。何もなくなってもまずは、心に希望の種を。それから、ふるさとの町に復興の種を。そ
して被災地全般に幸せの種を。』
2011

mentality, assuming it was as different from me as his appearance was. However after I spoke with him, l
2 011

realized that we shared a way of thinking regarding the earthquake and a deeply held consideration for

2013

the people. When I published my book in English, I was thinking to myself, “What if nobody reads my

children. She also performed her dance “Aomori, Aomori” for the residents. It was fun. After I met

book.” However Leo, who read my book, came to a greater understanding regarding the earthquake. I

Sioned, I was impressed by her characteristic power of magnetizing peopleʼ s attention and bringing

am just an ordinary seed shop owner. I donʼ t know anything about the arts. I donʼ t even understand

them into her world. She stayed in Iwaki city, Fukushima prefecture only for a week, so she did not get

why artists come here. Even if the artists attempt to teach me about arts, there is no way for I could

to witness our project succeed clearly. However, if she could stay there longer and communicate with

understand them. Iʼ m more interested in their personalities. Leo told me once, ʻSato, you have strong

the residents for a greater period of time, she would deﬁnitely attest to the success of the project. My

patience in your heart so that you can plant seeds every day and tend to it, even though its growth is

AIR project is a small organization in Iwaki city but I see potential for my AIR to function as a bridge to

always so slow.ʼ So even though we lost everything, at ﬁrst, we sow the seeds of hope in our heart. Next,

the international community. If given a chance, I would love to participate in more joyful activities

we sow the seeds of restoration for our home town. And then … Let us sow the seeds of happiness across

with Sioned again.”

the disaster-hit area.”

30

31

P30

ったのか
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“When I ﬁrst met Leo, I was taken aback by how different our appearances were. I wondered about his

ぐ窓口として可能性と魅力を感じています。また何か一緒に面白いことをしたいですね。』

Dance, Music, Song and Memory” . At the workshop, we made and ate British scorns with local

だと気づいた。英語で本を書いたとき、誰も読まないかもしれないと思ったけど、

プライベートなアーティスト

レジデンスとして

2011

ていくんじゃないかと思いましたね。私はいわきで小さく実験的に AIR をしていますが、世界をつな

“I designed a workshop with Sioned Huws, titled “Present and Our Life in the Tohoku; Landscape of

けい

にて

P31

き

『きっかけは、社内の AIR 担当者が陸前高田出身ではなく、私にできることがあるなら協

あべ

ふみえ

力しますよ、というものでした。実際協力し、ショーネッドの好奇心の多さにとても感
心したし、ジェイさんの日々の大事なものを見失わない姿勢にすごく惹かれたし、レオ
さんとはまだ道でもない道の多い市内を一緒に歩きたくさんの発見をもらったし、すご
く楽しかった！私は楽しいから一緒にいただけで、そういった活動から芸術性が生まれ

なつかしい
として

2013

アーティスト ３

に

な

ともに

パセナとともに

にて

など

ハイメ

し

アーティストの

では
をすると
に

する

にも

『Jay さんのプロジェクトに参加しました。陸前高田の震災後の影像と共に歌を歌う

るとかそれは分からない。ただ、高田へ来て何もときめかないかもしれないし、響かな

ライブイベントに参加したり、MV の撮影も行いました。3.11、、、あれからずっと

いこともあるかもしれないけど、いつでもウェルカムですよ。それだけ。何か自分に

悲しみに暮れる日々が続きました。一生消える事のないキズと引き換えに大切なモノ

できることをすることで、気持ちとかその人の何かが楽になって、その芸術・創作活動にもっともっと
2013

エネルギーをそそげるんだったらそれはしてあげたいって思っているだけ。本当に深い意味はないの。
』

ているからこそ感じている、今この瞬間の奇跡。震災がなかったら出会えなかっ

ど

Rikuzentakata-city. So I thought there should be something I can do for them. Through our time together, I was

いもそうです。震災から 3 年という月日を迎え、地元の人間はリアルにこの場所で生活をしているか

signiﬁcantly impressed by three artists in particular; Sioned who had such a great curiosity about many things;

ら必死な反面それが当たり前になり、被災地が一番風化しているとも考えていました。そのような中で、
事を気づかせてもらいます。その上でこれから自分自身、夢以上のビジョンで生き抜こうと改めて体

by working together with them, and cherished their presence. Honestly, Iʼ m not sure whether artists could get
inspiration to their arts through our activities, when artists visit Rikuzentakata-city, they might not ﬁnd it all that

感させられました。

attractive and it may not even change their preconceived notions on it. Though, they are always welcome.

本当にありがとうございます。

artists at ease, allowing them to bring more enthusiasm to their work. That ʼs all.”

みき
で

する

て

みんなの
らぎの

と

は

from a pained heart. I wonʼ t be able to rid myself of these memories. Through the difﬁcult times, I

のヴェネツィアビエンナーレに

also received precious gifts; the warmth of holding hands in the middle of the hopelessness, realizing

では ショーネッド
ゆかりの
になって る と

を
を

した

では ハイメ パセナとともに
と

によるコラボレーションライブを

プロモーションビデオも

である

2012

the miracle of this moment because I know how hurt or how sad the disaster made us feel at the time.
I truly appreciate the connections I made with people who I may not have met if the earthquake didnʼ t
happen. Meeting up with the company, Natsukashii Mirai Souzou Co., Ltd. is one of those blessings in

付けを覚えるのが早いって、みんな言ってたよ。震災後、お祭りや人が集まることの

disguise. Itʼ s been three years after the earthquake, and the residents are still struggling in their lives.

できる場が減ったから、みんな踊れて楽しかったって言ってたし、よかったんじゃないでしょうか。
』

It's not easy, but at the same time, their life style is becoming increasingly normalized. Every time
people from abroad or other prefectures give us their support, I appreciate their help, and realize I

“I helped to organize the dance performance titled “Rikuzentakata Ondo” in front of the Home-For-All with

opportunity to gather for a festival, an opportunity that has been reduced after the earthquake. Therefore

く

でのライブへ

by a video he shot. We also shot a music video together. Since March, 11th, 2011 Iʼ ve been suffering

として

を

ヒューズとともに
に む

の
2012

が

of events, people commented on how quickly Sioned learned choreography even though she is a dancer.

するな

にとどまらず

“I was a participant in Jay's project. We created a live event. At the event, we sang a song accompanied

すがわら みきこ
みんなの

The people also mentioned that they enjoyed themselves while dancing, b ecause it gave them an

さだまさ

カウントダウンライブにもゲスト

ありがとう兄弟 !! 離れていても同じ空の下、同じ志で今を共に生きようぜ！』

Thatʼ s about it. You just do whatever you can, Iʼ m happy to know that my actions can help put the

Sioned and the people of the Osumi temporary residence, located in Rikuzentakata-city. During the course

には

をリリース

も

また

2012

める

まりの

こうして他国や他県の方々がご支援をして下さる度に支えられている事や今生きてる事に感謝をする

ﬁnally Leo who bravely walked in the city still doesnʼ t have properly functioning roads. I learned many things

音頭」を踊るという活動に協力したけど、ショーネッドはやっぱりダンサーだから振り

でアルバム
し

た人たち、繋がりに本当に感謝しています。今回の「なつかしい未来創造株式会社」さん達との出会

Jay who had the same opinion as me, told me, Donʼ t ever lose track of the importance of everyday life, and

ミュージシャン
にてパーソナリティも

をもらいました。絶望の中で差しのべられたあの手の温もり。痛みや悲しみを知っ

“What made me decide to help these artists? Well, it is because both AIRʼ s staff members are not from

『ショーネッドと大隅仮設住宅のみんなと、ʻみんなの家ʼ の前で陸前高田の盆踊り「高田

まっと

should try to focus on living in the present moment. On that basis, it reminds me that this higher
2011

2012

motivation is the best way to get through these times. Thank you very much, all of you.
Thank-you brothers and sisters! We live under the same sky even though we live far away, letʼ s keep
the wonderful spirit of life in the present!”

in my opinion it was a success.”
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［コーディネーターコメント］
陸前高田 AIR が今年度立ち上がり、招へいした３名のアーティストと寝食

はな あかり

を共にした。陸前高田は復興途中のため、展示場所もスタジオもなく、自

エルバ

由な移動方法もなく、言語も通じず、アーティストもまた調査、作品制作

みどり

が大変であった。だからこそコミュニケーションが何よりも要求され、そ

まっと

のような制限された状況が、アーティストたちに与えた影響があったと信

センター

とよしま ひでき
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メンバーのひとりで 09
を

と

9

は

では

21

として
では

で

を

ではディレクターを

などを

メディ

けている

をひらくこと

−

クラブ

マイウス

の

の

ふみ
ハイカラごはん

さん

コミュニティセンター

の さん わいわい

の生き方を考える機会を私に与えてくれました。様々なご縁が導いてくれ

えてくださった全ての皆さまに心からの感謝を申し上げます。ありがとう
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ございました。（野田さゆり）

などのコラボレーショ
や
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ドライビングスクール

た人や時間、挑戦・・・全ての出会いには感謝の言葉しかありません。支

とのコラボレーションや

えるテーブル のデザイン
と

マンガ

の

として

したほか

アテークのため

ン

この AIR との出会いは、ʻ今ʼ を生きる大切さ、そして、人生の色とりどり

メンバー

1971

サキ

の さん てるてる−くいどころ

じて、またここで出会いたいです。（松山 隼）

アーティスト

なつる

みき

300
［Coordinator Editorial］
In 2013 I lived with three artists who stayed in Rikuzentakata-city through the AIR

している

2013

project. I have to say that it was a difﬁcult task for the artists to research and create a

2014

fulﬁlling art project here. Difﬁculties have arisen mainly because Rikuzentakata-city
is still in the process of rebuilding; there are difﬁculties in ﬁnding exhibition and
studio space. It ʼs not easy for the artists to commute either. Moreover they had

1971

difﬁculties from a language barrier. So cooperation was necessary more than

09

anything. I'm hoping that these difﬁcult situations allowed the artists to grow and
learn new things about themselves and the people of Rikuzentakata-city. If chance
permits, I look forward to seeing them here again.
21

（Jun Matsuyama）
My work with the AIR project was signiﬁcant for me. This project taught me the
importance of living in the present. It also gave me a chance to examine many

‒

philosophies of life. I had the opportunity to meet new people, and face many
challenges through the AIR project. All I can say for those precious experiences is
words of thanks. From the bottom of my heart, I want to say thank-you, to all of you.
（Sayuri Noda）
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［DVD 映像記録集プレビュー］

ショーネッド・ヒューズ ／ Sioned Huws

ハイメ・ヘスース・C・パセナ２世 ／ Jaime Jesus C. Pacena Ⅱ

レオ・ファンダークレイ ／ Leo van der kleij

34

P36

