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能登でのリサーチを経て、新作を公開中！冬の能登でも活動します！
展覧会名
会

期

島袋道浩：能登
2013年4月27日（土）→ 2014年3月2日（日） *後期展示 9月28日（土）〜
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、
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

協賛

北國新聞社
金沢21世紀美術館

宗玄酒造株式会社

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

島袋道浩は世界中を旅しながら、
人間の生き方やコミュニケーションのあり方に関する作品を制作してきま
した。本企画は能登特有の風習や産物に興味をもった島袋が能登を旅し、アーティストならではの視点で発
見したことを元に新作を作り上げる、1年間の長期プログラムです。金沢を中心とした若い人たちに芸術活
動参画の機会を提供する「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」の第7弾として、4月より約25名のボ
ランティア・メンバーが作家と一緒に能登を訪れ、現地で見たものを展示室に再現するなどの活動をしてき
ました。
それを踏まえ9月28日からは、
作家がメンバーとともに新たに作った作品を公開します。
会期中も能
登や美術館を舞台に、ワークショップなどを行ってゆきます。展示を通じて作家の能登への視点に触れるこ
とで、
普段の身の回りの様々なものに対しても以前と少し違う視点を持つことができるでしょう。

「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
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 Good House, Nice Body 〜いい家・よい体
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 *
*「美術館はメディエーター」

作家ステートメント
（テキスト : 島袋道浩）

今回、
能登、
大沢の田中さんや穴水の森川さんの指導のもと、
若い人たちと一緒にこの展示室の間垣や鉄をつくった。
11月には枯露柿づくりや干し鱈づくり。
3月にはまた森川さんのところにくちこづくりも習いにいけたらと思って
いる。ふすまの張り替え方は知らないけれど間垣のつくり方は知っている人。
卵焼きはつくったことがないけれど、
くちこはつくったことのある人。
なんでもまんべんなく器用にこなせるのではない。
ちょっとかたよった人。
そんな
特別な経験と技術を持った人がこの世界に存在していくことこそ僕にとってのパブリック・アート。

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
どを制作している。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。2013年、イギリスのバーミンガムに
あるアイコン・ギャラリーにて個展を開催。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《箱にうまれて》
《浮くも
の／沈むもの》は当館に収蔵されている。

メンバー紹介

プログラム・メンバー
公募で集まった18〜39歳の若者。11月現在、金沢を中心に、石川県、
富山県などから28名が活動している。4月より作家とともに能登に
関する調査、作品制作への参加をしている。11月よりメンバーの視
点で能登の魅力を発信する、メンバー通信「能登へ」を発行。展示室
13で配布中。
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後期展示

画像1〜8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。

展示室 13

2 《能登、
大沢の田中さんと作った間垣》

ものをつくることに

間垣と呼ばれる竹でできた壁を能登の海辺の村、大沢や上大

ついて思いをめぐらす

沢で見て驚いた。まずはその高さと葉をそのまま残した荒々
しさに。これが能登の感性、美意識なのか！と思ったけれど、

（テキスト : 島袋道浩）

いろいろ話を聞いてちゃんと理由があることが分かった。海
からあまりに強い風が吹くので風を完全に止めようとすると
壁が壊れる。なので、風を止めるのではなく弱めるというよう
な発想が必要になってくる。竹と竹の間の隙間はそのために
ちょうどよく、上に残った竹の葉は風をやんわりと上方に逃
《能登、大沢の田中さんとつくった間垣》 撮影：斎城卓

がすのに役立つという。

3 《くちこ：地球との戦い》
能登に行きたいと思った最初のきっかけがくちこだった。
ナマコを最初に食べた人、
ナマコが食べられると思った人の想
像力と勇気にはずっと前から尊敬の気持ちを持っていたけれ
ど、
くちこはその上をいく。
くちこはナマコの生殖巣だけを集め
てつくったものだという。
そしてその生殖巣を集めるのが簡単
ではなく、
手間と時間がものすごくかかるという。
このオレンジ
色の三角形ひとつをつくるのに100匹以上のナマコが必要なこ
ともあるそうだ。
そんなものすごいものをつくっている人に会

《くちこ：地球との戦い》 撮影：島袋道浩

いに行きたいと思った。
穴水の中居でくちこづくりの５代目だという森川仁久郎さん
に会った。
冬、
外には雪が降り積もる森川さんの作業場では、
い
かにも熟練という感じの女の人たちがナイフを手にし、
ものす
ごい勢いでナマコの腹をざばりざばりと割いていた。
そしてそ
の横の窓辺では、
森川さんがきれいな薄いオレンジ色のそうめ
んのようなナマコの生殖巣を、
木枠に張ったひもに箸を使って
そろりそろりとかけていた。ナマコの生殖巣はすべりやすく、
翌日には全部下に落ちてしまっていることもあるという。
「く
ちこ作りは地球との戦いだ」
と森川さんがつぶやいた。

4 《鉄をつくる》
森川さんに会って、くちこづくりが冬の限られた期間にしか
できないと知った。それでは夏はどうするのか、と聞くと鉄
をつくったりしているという。鉄づくりは穴水の伝統だった
という。
鉄をつくると聞いて驚いた。いろんなものをつくる人がいる
けれど、素材そのものの鉄をつくっている人がいるなんて。し
かも土からつくるという。まずは土を蒸し焼きにするという。
森川さんの話は続き、強力磁石がいること、そして鉄を絞ると
聞いて「鉄を絞る」ってどういうこと？と笑ってしまった。強

《鉄をつくる》 撮影：島袋道浩

烈に興味を持ってしまい、くちこづくりに続き、鉄づくりも教
えてくださいと頼む自分の姿があった。
そんな様子を見ていた森川さんの奥さんは
「やめといた方がい
いよ。
鉄という字は金を失うと書くでしょ」
と笑った。
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長期インスタレーションルーム

5 《海の中の町
（塩の結晶）》
塩の結晶を初めて見た時、まるでピラミッドや古代遺跡のよう

能登の海で見たもの、

だと思い驚いた。これを写真に撮って大きくして見たいと思っ

その他

た。そしてある日、ふと思った。大昔の我々の祖先、古代の人た

（テキスト : 島袋道浩）

ちも塩の結晶を見てその形の美しさに驚いたはずだ。そして写
真のなかったその時代には３次元のまま大きくしてみたい、自
分がその上に立てるようなものに、まさに建築してみたいと
思ったのでは？塩の結晶はピラミッドや古代遺跡の設計図
だったのではと思う。塩の結晶がピラミッドに似ているのでは

《塩田：海の中の町》 撮影：島袋道浩

なく、ピラミッドが塩の結晶に似ている。

6 《海と花》
ある日、能登の海岸で波に揺れる赤い花をみつけた。この花は
ここからどこかに流れていくのか？そして、この花が遠い昔、
海の向こうの大陸から流れ着いた日のことを思った。僕が海の
中へ放った花はどこへ流れていくだろう？そしてどこかへた
どり着くだろうか？

《海と花》 撮影：島袋道浩

7 《干物乾燥機》
干物乾燥機は最高にかっこいい。自転車の車輪を使って自作し
ているところがにくい。能登にはものがなければ買うのではな
く、自分でつくるという人が結構いてかっこいい。干物をぐる
ぐるまわして早く乾かすのは雨の多い能登では理にかなって
いる。そしてイワシやイカを開かず丸のままで干物にしたいと
思ったらやはり高速乾燥のこの方法になるだろう。干物乾燥機
はビデオで撮るとまたいい感じ。天国のデュシャンやマン・レ
イにも見せたい。彼らもびっくりするに違いない。これは実物
が欲しいなあ。今度、自分で作ってみよう。

《干物乾燥機》 撮影：島袋道浩

8 《ゾンベラ祭りを見に行く》
展示室に入って、作品リストなんかの情報を見ずにこの作品に
たどりついた人は僕と同じ裏側が気になる人なんだなあと思
う。この作品はそんな人たちへのプレゼント。ゾンベラ祭りは
能登で最高におもしろい祭りのひとつだと思う。もちのついた
棒が鍬になったり、いろんな道具に変身する。途中で出てくる
転がる太鼓はなんと牛を模しているという。そして松葉で作っ
た稲。本当は地元の子供がこの松葉の稲を植えるそうだけど、
子供が少なくなった最近では、かつて子供だった人たちが子供

《ゾンベラ祭りを見に行く》 撮影：島袋道浩

の役をやっている。やり始めて間もないという進行役をつとめ
る人の進行もどこかおぼつかなく、この祭り自体の裏側がかい
ま見えるようだ。

《海で遊ぶ子供たち》
海に向かって石を投げ、お尻を見せ、戦いを挑んでいるような、海とたわむれる能登の子供たち。30年以上前に作
られたフィルムカメラ、スーパー８で撮影した画像は、遠い記憶の中の海や、いつか夢の中で見た海に僕たちを
連れていってくれる。

出版刊行物

「島袋道浩：能登」記録集

メンバー通信『能登へ』

島袋道浩によるテキスト、メンバー通信を収録。

「島袋道浩：能登」メンバーが能登での活動や島袋と

発売日：2014年2月（予定）

の制作等、自身の体験をもとに能登の魅力を発信。

価格：2,000円（税込、予価）

※随時更新

発行：金沢21世紀美術館

展示室13にて会期中無料で配布。

デザイン：中島英樹
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＜ これまでの活動と関連プログラム ＞
❶ 渋谷利雄レクチャー「能登の知られざる奇祭」

⑥ あばれ祭ツアー

4月7日（日）15：00-16：00

2013年7月6日（土）

会場：金沢21世紀美術館

写真家渋谷利雄は、半世紀にわたり、能登半島を隅々まで巡って多彩な祭りを

会場：石川県鳳珠郡能登町宇出津

撮影し続けてた。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

参加：プログラム・メンバー、作家

ら、能登の祭りについてご紹介いただいた。

能登町宇出津を訪れ、あばれ祭を視察。併
せて見附島、赤崎海岸も視察した。

②《間垣》制作
❼ 日下部一司×島袋道浩×「能登」メンバー
「新しい視点〜能登で撮った写真の
上映会とトーク」

[1] 大沢・上大沢 間垣見学ツアー
2013年4月13日(土)
会場：石川県輪島市大沢町、上大沢町
参加：プログラム・メンバー、作家

2013年8月13日（火）16:00-17:00

間垣（まがき：日本海から吹きつける風と塩害か

会場：金沢21世紀美術館 レクチャーホール

ら家を守るために、苦竹（にがたけ）を並べて作る

作家の大学の恩師である美術作家・日下部

垣根）制作を展覧会会場で行うため、
現地

一司氏をゲストに招き、作家、日下部氏、メ

を視察し、関係者から話を聞いた。

ンバーが能登で撮影した写真を映写しな
がら、それぞれの視点から見た能登につい
て話した。

[2] 竹取りワークショップ
2013年4月14日(日)
会場：石川県金沢市森本町

⑧《鉄をつくる》制作

参加：プログラム・メンバー、作家

2013年8月24日（土）、8月31日（土）、9月

展覧会会場で制作する間垣の材料にする

8日（日）、9月16日（月）

竹を採取した。

会場：石川県鳳珠郡穴水町
参加：プログラム・メンバー、作家

[3] 間垣制作ワークショップ

鉄作りも行う「くちこ」職人・森川仁久郎氏

2013年4月20日(土) / 4月21日（日）

のご自宅兼作業場を訪れ、森川氏の指導の

会場：金沢21世紀美術館 展示室13

もと鉄つくりを行った。

プロジェクト工房
参加：プログラム・メンバー、作家

⑨《海と花》制作

展覧会会場にて間垣制作をした。

2013年9月7日（土）
会場：石川県羽咋郡志賀町赤住

[4] 間垣増毛ワークショップ

参加：プログラム・メンバー、作家

2013年6月8日（土）

志賀町にある赤住漁港で釣り船へ乗船し、

会場：金沢21世紀美術館 展示室13、プロジェクト工房

作家が沖合いで花をまくパフォーマンス

参加：プログラム・メンバー

をメンバーが撮影した。

展覧会会場にて制作、展示した間垣の粗密部分に竹を追加する作業と、ゾン
ベラ祭りの儀式に使用する稲を模した松の葉の稲の制作を行った。

❿ 島袋道浩 アーティスト・トーク
2013年9月28日（土）

❸ 森川仁久郎×島袋道浩トーク
「地球との戦い：
能登の干しくちこづくり」

会場：金沢21世紀美術館 レクチャーホール
作家による展示作品とメンバーの活動紹介。

2013年4月27日（土）15:30-16:30
会場：金沢21世紀美術館 展示室13

⑪ メンバー通信『能登へ』編集会議

ナマコの生殖巣から作る珍味「くちこ」の職

2013年11月17日
（日）以降定期開催予定

人・森川仁久郎氏を招き、くちこづくりにつ

会場：金沢21世紀美術館 メディアラボ

いてお話しいただいた。

参加：プログラム・メンバー、作家
メンバー通信の改善点、今後の内容、執筆
の分担や〆切等について、メンバーが話し

④ 増穂浦ツアー

合った。

2013年5月19日(日)
会場：石川県羽咋郡志賀町増穂浦

こ ろ がき

参加：プログラム・メンバー

⑫ 枯露柿づくり

桜貝で有名な増穂浦海岸を訪れ、桜貝と韓国

2013年11月23日（土祝）

や中国からの漂流物などの採取を行った。ま

会場：石川県羽咋郡志賀町倉垣

た、福浦魚港などの調査も行った。

参加：プログラム・メンバー、作家
細川農園を訪問し、細川宗宏・定子ご夫妻
の指導の下、枯露柿（干し柿の別名）つくり

⑤ 気多大社ツアー

を体験した。持ち帰った枯露柿を後日美術

2013年6月30（日）

館で展示した。

会場：金沢21世紀美術館 会議室1
石川県羽咋市

※❶、❸、❼、
❿は一般公開したプログラム

参加：プログラム・メンバー、作家
作家とメンバーで美術館にて松の葉の稲作
り。及び、メンバーが撮影したこれまでの活
動の写真の上映を行った。その後、羽咋を訪
れ、コスモアイル、滝港、柴垣海岸を視察し、
気多大社にて茅の輪くぐりを体験した。
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＜ これからのメンバー活動（予定）＞

⑬ 珠洲市
② [1] 大沢町・上大沢町

珠洲

⑬ 干し鱈づくり
2014年2月上旬（予定）

見附島
赤崎

輪島

会場：石川県珠洲市（予定）

④ 志賀町増穂浦

参加：プログラム・メンバー、作家

⑥ 能登町宇出津

珠洲で干し鱈を作っている人の指導のもと
メンバーが干し鱈づくりを行う。

⑧ ⑭ 穴水町

福浦漁港

⑨ 志賀町赤住

⑭ 干しくちこづくり
2014年3月1日（予定）
会場：石川県鳳珠郡穴水町

七尾

柴垣海岸
気多大社
滝港

参加：プログラム・メンバー、作家

⑫ 志賀町倉垣
コスモアイル羽咋

羽咋

森川仁久郎氏の工房にて同氏の指導のもと

⑤ 羽咋市

② [2] 森本町

メンバーが干しくちこづくりを行う。

❶ ② [3] [4] ❸ ❼ ❿ ⑪ 金沢市

金沢
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