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左：柿をつるした能登の小屋

展覧会名
会

期

撮影：島袋道浩 ／ 右：くちこづくりの様子

島袋道浩：能登
2013年4月27日（土）→ 2014年3月2日（日）
開場時間 / 10時〜18時（金・土曜日は20時まで）チケットの販売は閉場30分前まで
休 場 日 / 毎週月曜日
（休日の場合、
翌平日。ただし、
4月30日、
8月12日、
2月10日は開場）、
12月29日〜1月1日

会

場

金沢21世紀美術館

料

金

9月27日までは無料。9月28日以降は展示室13のみ当日のコレクション展IIのチケットが必要。

主

催

金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]

助

成

財団法人地域創造

後援
お問い合わせ

展示室13、長期インスタレーションルーム

北國新聞社
金沢21世紀美術館

TEL 076-220-2800

※本展は、金沢21世紀美術館の美術館教育活動「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム：美術館はメディエーター」として
（財）地域創造の助成により実施する長期プロジェクト型展覧会です。

本資料に関する
お問い合わせ

展覧会担当／鷲田・木村・吉備 広報担当／ 沢井・落合
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
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プログラム概要

金沢21世紀美術館が、2007年度より実施している「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」の第7弾。
2011年度から2013年度にかけて
「美術館はメディエーター」
というテーマを設け、
3カ年計画で実施してい
ますが、
その3年目にあたります。
島袋道浩は、
世界を旅する中で、
出会った人やものをきっかけに作品を制作してきました。
今回のプログラム
において、
島袋が旅の舞台に選んだのが能登でした。
能登を旅する間に、
アーティストならではの視点で着目
したものを手がかりに、
新作を制作します。
例えば、
能登半島は古代からナマコの特産地ですが、
特に、
ナマコ
の卵巣から作る
「くちこ」
は、
その土地に生きる人間の知恵と創造性の結晶ともいえる食材として知られてい
ます。
独特の美しい形態、
食材としての起源、
作り方から食し方まで、
島袋が関心を寄せるものの一例です。
他
にも、
民家を冬の強風から守る
「間垣」
や、
古くから伝わる祭りなど島袋の関心は広がります。
金沢、
石川県の若者を対象にメンバーを募集し、
島袋とともに旅をし、
作品を作るプロセスを共有します。

「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム ‒ 美術館はメディエーター」
について
金沢21世紀美術館では、2007年度より継続的に「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」を実施してき
ました。このプログラムは、
「十代後半の若者の人格形成と社会関係の構築に美術館教育が有効である」とい
う近年の研究報告を基に、日本の社会問題である「ニート」
「フリーター」を視野に入れ、アーティストとの共
同制作を通じ、特に18歳から39歳までの若者達の社会参加を重点的に支援するとともに、広く地域に根ざ
した芸術文化の育成と福祉に貢献する独自の美術館活動の創出をめざすものです。
2011年度より3カ年は、
「美術館はメディエーター」をキーワードにシリーズ化し、
「自己／他者／社会との
で出会い／対話」を創出するプログラムを発展させ、事業を段階的に社会化、国際化させて、人材の定着とメ
ソッドの深化を図ります。地域の文化活動を海外に発信することにより、さらなる情報と人の交流を促し、
本事業の10年目に向けての展望を拓きます。３年目にあたる本年度は、
「社会／世界」をテーマに、多様なメ
ディアやスタイルによる「現代美術」を通じて出会いと対話を重ねながら、地域社会から世界を考えます。
＜これまでの「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」＞
2007年度

日比野克彦アートプロジェクト「ホーム→アンド←アウェー」方式

2008年度

日比野克彦アートプロジェクト「ホーム→アンド←アウェー」方式 meets NODA [But-a-I]

2009年度

広瀬光治と西山美なコの“ニットカフェ・イン・マイルーム”

2010年度

高嶺 格

2011年度

ピーター・マクドナルド: 訪問者 *

2012年度

Aloha Amigo! フェデリコ・エレロ×関口和之 *

2013年度

島袋道浩：能登 *

Good House, Nice Body 〜いい家・よい体

*「美術館はメディエーター」

展示計画

1年間の会期を、調査期間にあたる前期（4月27日〜9月）と新作展示期間にあたる後期（9月28日〜2014年
3月2日）に分けます。
前期の展示室13では、島袋が関心を持った能登の産物や風習などを、実際のものや写真、映像などによって
展示します。前期の長期インスタレーションルームでは、島袋を紹介する目的で、関連する島袋の過去の映
像作品《ヘペンチスタのペネイラ・エ・ソンニャドールにタコの作品のリミックスをお願いした》
（2006年）
を展示します。
後期は、両方の展示室で能登の調査を経て作られた新作を展示します。

◎ 前期（4月27日〜9月）
展示室13

能登に関する調査状況を展示

◎ 後期（9月28日〜2014年3月2日）
能登に関する新作展示
（有料、コレクション展と共通券）

長期インスタレーション

島袋の紹介：

ルーム

過去の映像作品展示
《ヘペンチスタのペネイラ・エ・
ソンニャドールにタコの作品の
リミックスをお願いした》
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能登に関する新作展示
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プログラムの流れ

＜ 関連イベント ＞

＜ メンバーの活動 ＞
2013年4月

◎ 渋谷利雄レクチャー
「能登の知られざる奇祭」
4月7日（日）15：00〜16：00
[会場] 金沢21世紀美術館 レクチャーホール
[定員] 先着80名

[料金] 無料

写真家渋谷利雄は、半世紀にわたり、能登半島

◎ メンバー募集説明会
4月7日（日）、4月10日（水）

を隅々まで巡って多彩な祭りを撮影し続けて
きました。膨大なカットの中から厳選したスラ
イド写真を上映しながら、能登の祭りについて

◎ 間垣見学ツアー
4月13日（土）

ご紹介ただきます。

[場所] 輪島市
メンバーが輪島市大沢、上大沢の間垣を島袋道
浩と見学。現地で間垣を作っている人に、間垣
に関する説明を聞きます。

◎ 竹取ワークショップ
4月14日（日）
[場所] 金沢市 森本
金沢市森本の竹やぶで、メンバーが、間垣に使
用する「ニガダケ」を、島袋道浩とともに伐採
します。

上：間垣（輪島市上大沢）
中：間垣に使用するニガタケ（金沢市森本）
下：間垣づくりワークショップ（イメージ）

◎ 間垣づくりワークショップ
4月20日（土）
、4月21日（日）
[場所] 金沢21世紀美術館プロジェクト工房
展示室13
メンバーが、島袋道浩とともに、輪島で間垣を
作っている人に指導してもらいながら、島袋展
の会場となる展示室内に間垣をつくります。

◎ 森川仁久郎トーク
「地球との戦い：
能登のくちこづくり」
4月27日
（土）15：30〜16：30（予定）

※「間垣」とは：能登半島の外浦海岸沿いで、
「 ニシ」など
と呼ばれる冬の強風を防ぐ目的で各家の前に立てられ
ている竹垣。風の力を削ぐほか、海の轟音を抑えたり、
夏の日差しを遮るといった役割も果たしている。

[会場] 金沢21世紀美術館 展示室13
（島袋道浩展会場）
[料金] 無料
穴水町中居で、ナマコの卵巣から作る珍味「く
ちこ」を作っている森川仁久郎に、くちこづく
りについて紹介いただきます。

※5月以降1年間にわたり、関連イベントや、メンバーの活動を継続的に行います。メンバーの活動として、能登、プロ
ジェクト工房、展示室などで干し柿づくりワークショップ、干鱈ワークショップなど実施する予定です。
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作家紹介

島袋道浩（しまぶく・みちひろ）
1969年生まれ、
ベルリン在住。
1990年代初頭より世界中の多くの場所を旅しながら、人間の生き方や新しい
コミュニケーションのあり方に関するパフォーマンスやインスタレーション
作品などを制作しています。パリのポンピドゥ・センター、ロンドンのヘイワー
ド・ギャラリーなどでのグループ展や2003年ヴェネツィア・ビエンナーレ、
2006年サンパウロ・ビエンナーレなどの国際展に多数参加。金沢21世紀美術
館では2009年、開館5周年記念展
《愛についての100の物語》に出品し、同出品
作
《浮くもの／沈むもの》
《箱にうまれて》
は当館に収蔵されました。
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作品紹介
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《ヘペンチスタのペネイラ・エ・ソンニャドールに
タコの作品のリミックスをお願いした》
展示期間：4月27日
（土）
〜9月 ※展示替えのため、
閉場する時があります。
会場：長期インスタレーションルーム
2006年、
ブラジルのサンパウロ・ビエンナーレに参加した際に制作された作品。
「ヘペンチスタ」
とは、
ブラジル北部
を中心に、即興的に歌を作り、ギターやバンデイロ（ブラジルのタンバリン）などを伴奏に路上で演奏するストリー
ト・ミュージシャンで、
かつては、
文字の読めない人への瓦版的な役割も果たしていたといいます。
歴史的な事件や時
事的な出来事を、ユーモラスな歌詞で即興的に演奏します。ペネイラ・エ・ソンニャドールは、サンパウロで活躍する
二人組のヘペンチスタで、島袋は滞在中に彼らに出会いました。島袋は、タコをモチーフとした自身の2点のアート
作品
《そしてタコに東京観光を贈ることにした》
（2000年）
《
、自分で作ったタコ壷でタコを捕る》
（2003年）
を彼らに
見せ、歌を作って歌ってもらいました。その中では、島袋は、タコを捕って人に見せる漁師となっています。
ヘペンチ
スタが歌う様子を写した映像と、
もとのタコの映像作品を2面のスクリーンで同時に見せる、
映像インスタレーショ
ンです。
誤解も含め、
旅先での出会いを新しい創造に結びつける作品となっています。

広報用画像

画像1、2、3を広報用にご提供致します。
ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込みください。 Email: press@kanazawa21.jp
＜使用条件＞
※広報用画像の掲載には各画像のキャプション、クレジットを必ずご表示ください。
※トリミングはご遠慮ください。キャプション等の文字が画像にかぶらないよう、レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正用原稿を広報室へお送りください。
※アーカイブの為、後日掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVD、CDなどをお送りください。
以上、ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
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