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記憶 の風景、なつかしい 未来 アーティストと 巡 る 陸前高田、そして東北
Rik u ze nta k ata Artist in Reside nce Prog ram 2014

表4

表1

挨拶

先の大震災より

間もなく 5 回目の春を迎えます

弊社は

2 011年 3 月 11 日の東日本大震災の爪痕も癒えな

い同年 9 月に設立しました 100 年後 200年後の子供達のために良い社会資本を残そうと頑張っている会社です
東日本大震災以降に使われた言葉で
聞いていたこの言葉に

1000 年に一度の

とか

違和感を覚える様になりました

が国は災害の多い国だという認識を全国民が持つべきです
和三陸地震

福井地震

なのでしょうか

未曾有の

明治以降だって

阪神淡路大震災等々多くの災害に襲われています

喉元過ぎれば

がありますが

詳細に調べてみると

という感覚が多過ぎる様な気がします

当初は

何気なく

我々三陸の地だけでなく
明治三陸地震

マスコミはじめ
全国的な風化は

関東大震災
何故

我
昭

未曾有の

それを物語って

いる様な気がしてなりません
この度

我々は

昨年に続きアーティスト イン レジデンス事業を行いました

資本を残すための手段の一つです

例え

これは

世の中が大震災の風化に向かったとしても

冒頭での良い社会

アーティスト達の活動が

未来の子供達に対し良い影響を与えることが出来ると信じて事業を展開して参りたいと思います

今後ともご

指導の程よろしくお願い申し上げます
なつかしい未来創造株式会社

代表取締役

田村 滿

震災から 3 年が経過し
る

物理的な復興もまだまだ道半ばではあ

人間の尊厳の基盤であり

りますが

なりわい

生活

生きる喜びの源とな

また

そして文化といった領域における復興と新

くことは大変な作業であったことは自明です
心の行方

しない人々の営み

ではなかったでしょう

しかし

たな創造がますます求められるようになっていると感じています

者三様がむけたまなざし

2 013 年初冬よりスタートした陸前高田におけるアーティスト

会をもたらすとともに

レジデンスプログラム 陸前高田

ン

イ

海外から日本へ

は

そして東北へ思いを寄せるアーティストが地域に滞在し

人々の

生活に寄り添いながら

伝える

大切な記憶を拾い上げ

ことを目的とした活動です

映像や音楽

代をつなぐ踊りを媒介としながら

写真

そのふるまい

彼らに大切な時間を与え

東北各地の方々に対し少しでも暖かな思い

て下さった陸前高田
を残すことができ

あるい

視覚あるいは身体

小さな記憶を残していきました

小さなものではありましたが

は儚く

そして伝統と現

物理的には失われた

は目に見えない人々の思いや物事を訪ね歩き
での表現を試み

記録し

新たな刺激や発見がもたらされたのならば幸

ある

美

この

とは何かを

短い滞在ではありましたが

振る舞いは

新しい出会い

今もそこにある自然

人々の営みの中に

記憶をめぐるアーティストの小さな旅は

いつか人々の

この小さな行為の積み
地域の人々自らが新

やがて人々の生活の中に溶け込み

しい創造の芽を育てることができるよう願っています
とって
した

すでに陸前高田
大切な人々と

ことができるよう

東北は

私たちに

もうひとつのホームとなりま

これからも少しでも共に過ごし

共に歩む

尽力したいと思います

末尾になりましたが
た多くの方々に

三

嬉しい再

私たちに問いかけてくれました

日常の中に消え行くものとなるでしょう
重ねが

視覚に表出

また

小さな変化を知る事はさらに容易

本プログラムを支え

力を与えて下さっ

心からの感謝を申し上げます

いと思っております
今年度は

タイの写真家であるタワチャイ

パッターナポルン

ドイツを拠点に活動する彫刻家のコーネリア
て

昨年度に引き続き

ダンサー

現在
たびに

プログラムディレクター

そし

振付家のショーネッド ヒュー

ズを迎えた滞在プログラムを実施しました
験豊かな

コンラッズ

日沼禎子

いずれも日本での経

そしてまた深い洞察力を持ったアーティストたちです

東京を拠点とする私自身

陸前高田や東北沿岸部を訪れる

その地形の変化に驚かされますが

らの目には

とりわけ強い印象を与えました

りあげられた様相と現況との違いを

再来日を果たした彼
海外メディアでと

自らの像へと取り込んでい

日沼禎子（ひぬまていこ）／女子美術大学准教授
19 6 9 年青森県生まれ

女子美術大学芸術学部卒業

より国際芸術センター青森の設立に関わり
学芸員としてアーティスト

19 9 9 年

2 011 年まで同

イン レジデンス事業を担当

プログラムディレクター
ネットワーク準備会担当
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ショーネッド・ヒューズ／ウェールズ／振付家、ダンサー

柿内沢鹿 踊と私 の 物語
ししおどり

牡鹿

橋本久 菅野次男 千田秋彦 橋本賢志 大村圭

少しずつ私たちの心を回復させるために

雌鹿

大村恵世

の実現性を五年以内の規模で設定する

ショーネッド ヒューズ

鹿の子
陸前高田から沢山の友人
1 パート

このイベントにやってきた

踊り手

歌い手が

最初のきっかけで

2 遠入羽

ある 2 013 年

1 パート

歌で陸前高田音頭を簡単に踊ってくれたとき以

3 入羽

1 パート

5 長唄

それから小さな集い

の美しい瞬間を重ね
理をして

4 パート

7 鹿の子

朝市で村上さんが手と

15 パート

静かに

有され 住田町で一緒に体験した
の両方であること

踊りの後の私たちの会話は

朝方まで続き 豪勢な食事とカラオケを楽しんだ

飲んで

対話

歌と踊り

柿内沢鹿踊

地元の食事を楽しみ

料

柿内沢鹿踊は人間の感情

笑った

そ

失についての

おしゃべりし

して同時に陸前高田の未来について正直に話し

生物

合った

人という

動物

恋

生きること

植物

岩

木

川

7 は好きなだけ含めることができる

に 公演の日には設計士 大工 エンジニア 林業

人がいる場所で踊られており

工事現場作業員が

りの理由は変わらず残っている

気仙沼

また大船渡

東京

からはダンスフェスティバルのディレクターた
東北地方北上山の南にあるこの美しい地域で

私たちは共に

ちがやって来た

昨年から対話

の一ヶ月の練習の後 2 015 年 2 月 22 日 日 の

を続けて来た

12 3 0

ミュニティをより良くできるのか

12 4 5

岩手県住田町世田米の農林会館

でのチャリティーイベントの一部として

柿内

8 人の 鹿の踊り手

私たちの注目の的である中

立ち リードプレイヤー の吉田信孝

すること
合すること

沢鹿踊を舞台の上で私も踊った

踊り手の

どのように私たちはアートのコ
地方を考慮

社会の文脈の中でアートと文化を統

的には通常は野外

踊り手と観客が
れない瞬間で
うに

家

舞台の上でも踊
これは鹿踊の

すべて同等に共有した忘れら
人体は衣装と頭の飾り

それぞれの個人性は不要にな

私たちは神としての鹿の使者となり

建築や風景や

の理由と形式に焦点を合わせる

庭の意匠にもっと親しみを持ち

全ての世代を

系と複数形を区別しなくなって以来

で

これらが私たちの会話の一部

気仙地域の未来を考える一つの考えである

習慣

または誰か亡くなった

地域社会を配慮し

結びつけること

海そして

まるで一つの環境にとけ込むよ

特定や区別なく

で隠されていて
る

山

自然界の解釈とひとつになる

柿内沢まで辿り着いたダンスの道のりととも

組み合わせは無限にある

喪

すばらしい変容の寓話であり

1 6 のパートはそれぞれひ

一つの公演では

一つのコミュ

地域と国際的そ

ニティが他を気にかけること

互いが知り合ってずいぶん経つような気さ

えする

6 パート

6 狂い

とつずつ

来

5 パート

4 庭廻り

ため

踊りの短い時間に共

このやりとりでの決意は

1 渡り拍子

計画

踊り

日本語が単数
神は神聖

な本質として様々な形を取るようになった

私の第一印象

あるとみた

らは子鹿の頃に

昨年の 11 月 大船渡のリアスホールでの踊りの
祭りで

柿内沢鹿踊のフォームと

鹿の精密で

間違いのない動きを解き明かそうとして
動かされた

デザインの衣装

色彩豊かなで幾何学的な

人体と顔を隠す紺色の有機的

で垂れ下がった織物

腰の辺りに斜めに掛ける

ささら

ながら

ときどき早いスピードで床を叩き

を背負っており

左右へ揺れ

り手は前へ向かいながら低く身体を曲げ
さらという音を発し

鹿の踊り手が

ささら

亡くなった人の魂を慰

で床を掃き

彼女へ愛を表現する

る

彼は相手を見つ

彼女は抵抗して霧の

すすきの草むらへと消えていなくな

牡鹿は彼女が欲しくてたまらずまた探すが

見つからずに狂う
会い

めるための祈り

最終的に彼らはもう一度出

牡鹿は彼の愛を受け入れ

鹿の子を生み

山へと帰っていく

数十年前に復活さ

たち 2 人はまったくの静けさの中その瞬間を共

せるまで一度途絶えていた

私が

にした

踊りを続けている吉田信孝
に

霞とは
遊べ

なのか

へい 吾が連れ

リードダンサー
彼はさ

らりと 6 ヶ月と答えた

初めに歌と太鼓を習い

鹿は頭を素早く振り返り

跳ねて行った
で穏やかに

膝を高く上げ

松の森へと

すばやく

そして威厳を持って

優美

それは消え

山のかすみと闇と一体になる

このシンコペーションの太鼓の拍子と歌詞は
踊りそのものを理解のために切り離せないもの

歌

となっている
に

という言葉が頭に浮かぶ

これは

手間を惜しまず丁寧に

という意味である

違う世界の隠喩だろうか

を撃ったのだろうか

30 年以上も

どれくらい練習が必要か尋ねた時

まで

私自身の疑問

心や静かに

踊の会長である吉田了一が

三陸地方の方言で

歌の言葉

さら

猟師は彼女

それはもう一度会った魂

なんと女鹿がかくれるとも
今回の滞在した時間は短かったが

正しく習う

ひとむらすすき
かくしなくした

そのまま解釈した場合 家 山 に帰っ

ために 7 月に戻るつもりだ

手法そのものが思

鹿の子の誕生

考せずに踊ることへと導く

この踊り方の簡潔

ていったように感じるだろうか

さに到達するまでの

は再生の象徴ではないのか

複雑さである

白鷺の歌

かくしなくした

気仙川で毎日見た背の高く白い鳥

どのように鹿踊が柿内沢にやってきたか

一匹の鹿が何かまたは誰かを探すために現れ

拍で切分される

頭の動きとは反対

歌と太鼓によって強拍と弱

の方へステップし

これは野生の鹿が動く

に細やかな振り付けの実践である
踊り手は太鼓を叩き

本当

8 人の鹿の

心臓の鼓動と一緒になり

規則正しく一定に維持しながら呼吸をするよう
思考を排除して演奏する

加蔵という男が妻の死後の深い悲しみを乗り越
える

馬一匹を持ってい

柿
内

彼は娘ひとりと

加蔵はその馬を売り払い
作村へ行った

沢

鹿踊を習うために矢

しばらくして彼は妻の墓石の前

風やかすみを吹き払い
今こそ女鹿

で踊るために家へと戻った

私はこれを愛と変容の物語の構成で

住田町柿内沢鹿踊の衣装。本物の牡鹿の角が使われた、鹿
の頭部を模した鹿頭と、垂らした布により上半身を隠し、
ささらと呼ばれる長い竹の２つの棒を背負う。
Garment of Kakinaizawa Shishi-odori: Consists of a
headgear with antlers that imitates deer head, draped
fabric covering dancerʼs body and two white bamboo
vertical poles ʻSasaraʼ worn on the back.

柿内沢は住田町の小さな部落の農地で

逢うのうれしさ
逢うのうれしさ

物語
これは牡鹿と雌鹿の一つの愛の物語である

に沿って細い道が東峰山と神社へ導く

踊り
彼

歌

リアリティ

柿内沢

彼は喪失し 落ち込み 悲しみで狂ったため

のだった
た

地域性

歌の言葉

彼の 生 活は妻 無し で は 耐え ら れ な い も

私はこの踊りを

形式と精密性を学びたい欲望でいっぱい

になった

払うための儀式の踊り

流れるようなものではなく で飾ら

それのタイミングと基準は

知り

その地を浄化し悪い精霊を追い

また違う円形に回転する

れている

に

け

中に逃げ
神の使者の鹿

人間の土地である草原で初め

牡鹿は雌鹿への初めての恋を求め

疲れることなく山をぶらつく

ザッツァゴイゴ

踊

それはジグザクの白い紙 神道の浄化の儀式で
使われる

太鼓を叩く音

上方へと巨大に伸びる 2 本の白い

竹の棒

動きでは

一匹の鹿の踊り
ザッツグザッツグ

曲がった牡鹿の角と一緒に覆われ

た 8 人の踊り手たち

一つの太鼓

心を

て出会う

この踊りは柿内沢の宝である

ら離れ
それは柿内沢鹿

小川
道路か

その小川の内側で柿の木がなっている

その場所で

私は度々野生の鹿と目が合い

私

白鷺は

立つと

思えば

立ちかねて
後をにごさず
立てや白鷺

立てや白鷺
陸前高田音頭を地元の人々と共に歌う
風景。ヒューズは陸前高田音頭の歌詞
のコピーを出会う人々に配りながら、
歌詞の意味や踊ることを共有する場を
設けることに努めた。
The scene of singing Rikuzentakataondo together with local people:
She strived to share making time
for understanding meaning of song
lyrics and for dancing by handing
out copies of lyrics.

ないというのに

さてもや見事に
人間の魂が

自然界の

この世の肉体から離れ

要素として風景や生物

動物

鳥

植物へと一

たくさんの地方が国際性をつくり

また一つの

地域の中にはさらに小さな地域があることを理

陸前高田

集会所
柿内沢の練習場所での冬の一ヶ月間
の助けを借りて

大村恵世

太鼓の拍子と歌詞の大まかな

アルファベットでローマ字へ変換する

ことができた

33 のパートがつくる流れを記憶

陸前高田の友人へ別れを言うために時間をとっ
た際には

すべての人々が

寂しくなるわ

たちを忘れないでちょうだいね
た

その言葉を聞くと

私

とお別れをし

胸が締め付けられる

陸前高田の人々は沢山のことに耐えていくのだ

した
太鼓の拍子

鹿の跳躍

今年の 8 月

ザン

ザン

高田音頭を共に踊るだろう

ザン

チキチッコ

んぼ

ザゴザン

タンタグヂグタン

タグヂグ

タグヂグタンコン

お盆の祭りの期間

お互い様 とは

柿内沢鹿踊はひとつの生活の習慣である
り手の吉田信孝

橋本久

常に互いに感謝し

渡して

決してこの行動が終わらない

ことだ

菅野次男は毎晩 2

時 間 ず つ情 熱 が尽きることなく 踊る
フォームの流動性と精密性

踊

私たちは陸前

小友町の近くの田

お祝いである

渡して渡し続け

た

My story with Kak inaizawa Shishi - odor i ― Deer Dance

と自ら問う

解するために

体となることのひとつの類推

意味を

Sioned Huws / Wales / Choreographer, Dancer

これ以上新しい踊りをつくる

必要性はあるのだろうか

彼らの

技術は印象的だっ

さらに彼らは思考を取り除いて踊る

彼らの捉え所のない精通した技を見て

私は
聞いて

観察してこの古いフォームを正しく維持するた
めに学んだ
私たちがもう既にある踊りを未だ理解してい

私たちの芸術と文化
たりを減らすため

翻訳の過程は

理解の隔

大陸と世代を横断する

住田町農林会館で開催されたチャリティーイベ
ントの一部として、柿内沢鹿踊が披露された。
Kakinaizawa Shishi-odori was shown at
Norinkaikan in Sumita city as a part of the
charity event.

大村家：陸前高田の滞在を一ヶ月間延長す
ることを決め、ヒューズは住田町の若い家
族の家にホームステイした。
With Omura family: Huws decided to
extend her stay in Rikuzentakata more
than one month, during which period
she stayed with a young local family.

ショーネッド・ヒューズ

日沼禎子／プログラム・ディレクター

未来 への 化 身
2013 年に引き続き

ショーネッド

ヒューズ

Teiko Hinuma / Program director

Incarnat ion of the Future
山流山口派柿内沢鹿踊芸能保存会

から約 1 ヶ

角を突

き合わせ

おしゃべりし

ヒュー

月にわたる指導を受け

踊りの根源への探求を続けている

の文化祭での発表をするまでにいたったので

ズは最後のおこぼれにありつく 6 疋目の鹿だろ

ある

うか

森プロジェクト

昨年のテキ

2 007 年からはじまった

青

から繋がれてきたリサーチ

滞在型プロジェクトは

新たなステージへと展

開を見せることとなった
今年の滞在では
喜び合い

仮設住宅から公営住宅に居を移し

た人

いまだ仮設での暮らしを続ける人など

コンテンポラ

リーダンサーとは明らかに違う身体に変容して
いった

鹿頭

着物

る

の重さにいた

衆の歓声を受ける踊り手たちに拍手を送りなが

なおかつ

飛び跳ねるような動きを行なうことは並大抵の
訓練では習得できないだろうし

地域の伝統芸能のその
柿内沢でも

同様に

継承者の減少によって一時的に衰退し

かけた

しかし

互いへの思いもまた強く蘇っ

東京から移住してきた若い夫

人間にとって踊りとは

命を繋ぎたい

婦を踊り手として受け入れる寛容さと好奇心に

という内側から湧き出る希求を

互いに確かめ

よって

てくる

合う行為なのだろう
輪こそが古来
芸能の宝庫
いわき

そしてそのような踊りの

人々をつなぐ場であったのだ
東北

陸前高田

北に数多く存在する地域の踊り

中でも

岩手から宮城一帯には多数継承されている
踊り

を習得する機会を得た

東

そして踊りを

巡るさまざまな人々や事物に出合う

幸運にも

高田市の北に位置する住田町を拠点とする

地域の踊りを見事に復活させたのであ

そして今年

ウェールズからの熱心な探求

者を新たに受け入れることで

ヒューズは昨年同様に

青森と移動をしながら

る

鹿
陸前
行

ら

地域が踊り繋い

私は

いつか出会った夜の森の向こうでキ

ラキラと輝く鹿たちの瞳を
海や山

男性であって

つつある

の距離も縮まり

てくれた陸前高田のお母さんたちの姿がある

約 15

ほとんどは男性によって継承され

ひとたび共に謡い踊ればそ

応援に駆けつけ

世田米農林会館に集まったたくさんの暖かい観

ここでの人々の環境や関係性が少しずつ変化し
しかし

隣には

もの竹ででき

流派独自の太鼓を演奏しながら

も相当な労力を要する

気がつけば

そして踊る

そして 3

たササラなどの衣装は

陸前高田の人々との再会を

踊りの輪をふたたび共にすることか

ら始まった

ヒューズは毎晩の稽古で

地域

に出てくる鹿たちのように

は陸前高田を拠点としながら東北各地をめぐり
ストでも触れたが

滞在を延期して

はじまり

思い浮かべていた

野の自然界に住む生き物の

にあるものを少しだけいただき
ことで生き長らえてきた人間
そこで共に生きる意志

あるいは耕す
自然への畏怖と

踊りは

身体を通して

自然と人間の関係生を問い続けるために存在し
てきた

私たちは自然とは何であるかを忘れ

人間とは何者であるかを問うことなく生きてい
る

踊るということは

自らの足下にある大地

自然の亜種である人間として生

を踏みならし

伝統とは

できたかけがえのない文化への誇りを再確認し

きるとは何かを確認する行為なのだ

踊り続ける喜びを共に分かち合う機会となった

すでに失われかけているものではなく

だろう

な美を今も湛え

鹿頭を纏えば
からない
鼓動し

それは男なのか女なのかはわ

鹿の化身となった人間が
互いの存在を喜び合う

で若鹿を演じたヒューズは
化身のようであった

飛び跳ね

踊りの輪の中

まさしく未来への

宮沢賢治の

鹿おどりの

その間

えている

圧倒的

生きるとは何かを私たちに伝

ヒューズは

そのことを顕在化させ

ようと今後数年間の滞在リサーチを引き続き計
画している

伝統を未来へとつなぐ化身が

のような形に立ち現れてくるのか
ている

ど

心待ちにし

of the Deer Dance (

The Origin

The Origin of the Shishi-odori

Tawatchai Pattanaporn

パタ
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タチ
ーャ
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ポ・
ル
ン

タワチャイ・パッターナポルン／タイ／ 写真家

陸前高田、その新 たな 風景
最初の陸前高田での体験は 2 011年

私が日

国から陸前高田に滞在する目的で招待している

本財団アジア

フェローシップのフェローだっ

他の 2 人のアーティストは

たときである

あの 3 月 11 日の東日本大震災

家と

未来だけに集中しようとしている

ドイツ出身の彫刻
私は以前に日本と台湾のアーティスト イン

ウェールズ出身の振付家であった

の後 今まで見た中で最も酷い破壊の痕跡を 6 ヶ

陸前高田市は私の記憶とかなり違っていた

レジデンスに参加したが

月間目撃するためにやって来た

2 011 年の津波の広大な被害を思いださせるも

まるで違う経験で

のは何一つ見つけられなかった

に松山隼と野田さゆりというフルタイムのコー

ても広範囲で

街の破壊はと

何かのレポートでは陸前高田は

地図から拭い取られ

人口の 4 0 パーセントが

失われたといっていたものもあった
私はタイの写真家で
災地周辺を巡った
で移動し
た

※1

てあった

日本の写真家と共に被

私たちは沿岸部に沿って車

津波でひどく被害を受けた町に寄っ

どの町も見た目は似ており

程の広い範囲が

信じられない

瓦礫や損傷した車の山

でいまだ埋め尽くされ

ごみ

働く人々がそれらを片

付けていた
私が気づいた変化は少しだけで
なっていたが

瓦礫は少なく

まだ人々はあまりいなかった

町には生活の兆しはなかった

生活は完全に元通りになっているよ

達になれる

ンスプログラムのコーディネーターは

私たち

ティストと働き

をいろいろな場所

2 0 14 年 11 月

興味深い人々を紹

3度

況の中で

介してくれた

我々は数百年の歴史のある普門

をもたらす

寺

新しく建てられた店や家

んだ

仮設住宅

てあるお洒落なリゾート地まで訪れた

緒に

私たち

彼らと共有した物語にはとても心が

動かされる
り

そし

生活を自らの力で再建している沢山の人と

出会った

間違いなく良い友

そして次に 2 人の素晴らしいアー
行動することは

この同じ状

私たちの反応や経験を共有すること
私はたくさんのことを彼らから学

そして最後に一番重要なことは

ログラムのディレクター

このプ

日沼禎子がこの活動
彼女は私たちの

をつくったということである
近くで素晴らしく機能した

津波の後の生活はとても大変であ

この状況になんとかやっていくために前向

きな態度を保つことを試みていた

陸前高田アーティスト イン

目の滞在で戻って来た

芸術家

第一

また通訳もしてくれる

2 人とも優れた働きをして

レジデ

このアーティスト

他者と

き残った人々は
レジデンスプログラムに参加するために

ディネーターがいて

イン

うに見えた

は

2 012 年にもう一度陸前高田を訪れたときは

たくさんのコ

道路や新しい建物や家に沿っ

ンビニや店舗が

陸 前 高 田の も の は

とても感謝している

それらの生

そして若い世代と一

苦しかった歳月を共有することが彼らの

責任であると信じている

また同じ失敗を繰り

陸前高田での三週間の後
流基金の本社と

返さぬように

地元の人々へなにか芸術的な活動を

しかしながら

行うため

3 名のアーティストをそれぞれ別の

なお苦しんでいる

いくらかの人々は 4 年経っても
過去を考えたがらず

ただ

女子美術大学にて学生達へそ

こでの経験を発表することだった
金のプレゼンテーションの夜は
ホールはほぼ満席だった
失われた記憶と

この一ヶ月間のプログ

ラムでは

次の仕事は国際交

ことであった

国際交流基
会場のさくら

私の作品のテーマは

街の変化した風景を映しだす
私が撮影したのは

現在も行な

われている工事現場の一連の風景の写真で

そ

れはすぐに人々の物理的な街の記憶を消し去り
商業的な地区が取って代わるだろう
彫刻家コーネリア

コンラッズは

タワチャイ・パッターナポルン

ドイツの
荒れ果てた

場所から収集した壊れた陶器の欠片でつくった
彫刻のスケッチを提案した
家ショーネッド

ヒューズは

新しい解釈を提案し
陸前高田は現在
状況である

ウェールズの振付
陸前高田音頭の

また踊った
過去と未来の間で不確定な

人々は未来を形作る街の巨大な工

事計画を待って

未だ辛い日々を過ごしている

彼らは恒久的な住宅を待ち望んでいる
3 名のアーティストのこんな短い滞在で
にかを変えられただろうか
るだろう
だ

な

そうであると言え

きっと我々は良い仕事ができたはず

私たちは地元の人々と出会った

良い聞き手

良い友達だった

か小さなパーティと

変えるように勤めた

私たちはいくつ

一つのアートイベントを

地元の方々に対して行ない
顔や幸福感を生み出す

私たちは

暗い雰囲気から笑

活気に満ちたなにかに
私はこの創造的なプログ

ラムの一部に関われたことをとても誇りに思う
※1

実際の東日本大震災における陸前高田市

の死者

行方不明者数は 1 8 00 名程度で

人口

の約 7 7％にあたる

陸前高田の人々のポートレイト。パッターナポルンは陸前高田で主に工事現場と、ポートレ
イトの２つの作品群を制作した。ポートレイトは正方形のフォーマットが採用されている。
Portrait series of Rikuzentakata people: Pattanaporn mainly took two types of
photograph that are scenes at construction and portraits. Portrait photographs
adopted square format.

Tawa tchai Pattanaporn / Thailand / Photogra pher

R iku zent akata : The New Land scape

プラープダー・ユン／タイ／ライター、小説家、アーティスト

希望 の 過程
2 011 年 8 月

をみせている

く一時的な気まぐれ

アーティストの名和晃平の招待

我々が私たちの生に価値を付けたとしても

ま

それどころか

それを理解するためになにを始

たはいくらこの地球に特別な生き物が表れたと

めればいいのだ

歴史に残る津波と地震の甚大なショックを受け

しても

いるときには

た東北のいくつかの町を車で巡った

それらは

て人は時には物と大して違いはしない

完全に破壊され

現実離れ

だって所有してる物と同じように失われ

で

タワチャイ パッターナポルンと私はあの

して

放置され

虚ろで

それによって憂鬱そうに見えた

旅の道すがら写真を撮ったが
私は至近距離の写真と

いた

店の室内を多く撮影した
と

我々は

空になった家や

まだ残っている記憶

それぞれの場所には居心地悪い空虚さの中

の誰かが居合わせているような感覚に惹き付け
られ

私は残されたもの

かっている写真や絵

本

品々

家具

布の断片を見て

れらの以前の持ち主のことを想った
課を想像してみた
らの殆どは

壁に掛

彼らの希望

そ

彼らの日

そして夢

彼

亡くなってしまったのかと思いを

巡らした

ひとつの総体としてみれば自然にとっ

世界でも知られている通り

し

が母国と呼ぶこのタイという国の南のいくつか
の県は

2 0 04 年 12 月のスマトラ島沖地震で深

刻な被害を受けた

私はその時タワチャイのこ

とを知らなかったが

その災害の直後の経過を

見る機会を与えられた
れらの光景が
襲いかかり

品々は

なにかしらはっきりと死と

瞬間を伝えていた

死にゆく

それらは私にメッセージを

抱え込んでいるようにみえた

つまり

いくら

私たちの反応を表現

る相手を見つけ出すなど

するためのいろいろな方法を取ることができる
が

苦しみが自然によってもたらされた場合に

は

私たちができることとは喪失を嘆き耐え抜

くことしかない
のは

東北の旅の一ヶ月後だった

彼はその旅

で唯 一 フ ィ ル ム カ メ ラ を使っ て い て

つまり

うんざりさせられる

に突如現れる巨大な舟
れる見慣れた物体

乾いた地面

通常ではない場所に現

莫大な人のいない場所

置されひどく潰された車

放

落胆した家族など
なにひとつ

意味のあることを表現できない感覚を覚えて
私はなにかその旅の回想録のようなもの

データに変換するまで

彼は必然的に待たなけ

幾人か

プロフェッショナルな

ればならない
写真家すら

フィルムを使って写真を撮る必要

性に疑問を持っている

以前はデジタルカメラ

の出力の質はひどいものだったが
改善され

今は大幅に

多様な面からフィルムカメラを越え

てきてさえいるので

構え

見て

送信して印

私

刷する それらを直ちにできる時代に なぜフィ

はその体験を明確に記述することが全くの不可

ルム写真家のように長い時間を待ってお金を費

能だと思いあたり
述でき な い
た

それをやってみた

それどころか単純にすら記

そ の こ と は東 北 の旅も 同じ だ っ

一体なにについて語ればいいというのか

やすことに煩わせられなければならないのか
フィルムで写真を撮ることは

近年芸術的な

趣味として定期的な周期でそれなりに盛り返し

つまりちょうどフィルム

今回タワチャイが送っ

ことなど何も無かった
てきた写真のほとんどは

彼が出会った人々の

震災の影響を受けた人々

がタワチャイのポートレイトから分かったこと
だ

がリアリティのあるイメージを捉える唯一の方

ポートレイトだった

法だと思う多くの人にとっての趣味であった

そして 2 011 年には決して出会う機会を持てな

で現れる時のまるで魔法のようなその瞬間

私はあの興奮をよく覚えている

かった人々

の希望の過程はゆっくりとだが

高校のモノク

暗室の中で見ている画像がだ

ロ写真の授業中

んだんと化学薬品の表面下で生まれてくる
像とは
ある

現

なにかしら神秘的で記憶に残るものが
だからフィルム写真が廃止に進むのを抵

私たちは同じ場所

た

た時

同じものを見ていた

何か

圧倒的で虚ろな破壊の力を見て

もちろん彼が写真を撮ってい
しかしそのような

私は魅力を発見したのだった

る結果

私は人間の営みの凡庸さ

タ

のを持っていて
てきたことである

これがタワチャイの写真から浮かび上がっ
私は壊れ放置されたものの

中からそれを発見することはできなかった

死やまさに途絶

れは壊れた車の山の中には存在せず

とは徹底的に違うものだった

今

東北の復興の進捗状況を近くで追っても

いなかった

全くもって不思議なものであ

なんとか記録し

回私はタワチャイと一緒に陸前高田にいなかっ
たし

自然は

そして人類とは希望というそんなも

もたらされたイメージを捉えた

しかしそれは

しか

もちろん破壊すること以上にたくさんのことを

る

えていく姿

人々がどのようにしていたのか

どのように彼らは生を模していたのか
と も に 生き る た め に 学ん だ こ と

いる

人間の無益

しそれは完全な写真ではなかったのだ

ワチャイはもう一度 2 011 年の大震災によって

喪失

は光がありそれは光になるのだと私達に伝えて

それによ

さについて考えさせられることになった

もたらし

プログラム 2 014 のために

破壊

そこに

2 011

私はあっという間で無慈悲な自然の手によ

喪失にすら多様な方法で解釈されうるというこ

た各々の捉え方

それは暗闇の

中でときどき起こる人々の魔法として

それはタワチャイの 2014 年の際立った

ポートレイトの中になんと明確なことか
る

私たちが共に旅をしたときの

そ

ントの工程を利用しているのか納得した

年

彼のなかでなにが起きていたのかを知っ

陸前高田

彼がどのよ

相当な違いがあったという

ていたと装うつもりもない
とに

その新しい写真たちを見た時

うに被写体の特徴を生み出すために写真のプリ

どのようにそれらの光景につい

て考えていたのか
ことに気づいた

タワチャイはそれら

そしてフィルム写真の画像がゆっくりと暗室

2 011年の私たちの旅で見過していたものとは

タワチャイの写真から私たちの東北の旅を見
た時

そして再度

の人物像を捉えるためにフィルムカメラを使っ

抗することに対し驚くことはない

にも関わらず

タワチャイが彼の撮った写真を見せてくれた

私に見せるためにスキャニングしてデジタル

を書こうと思っていて

しかし私が撮影していた

避難す

東北で見たその光景に類似して

死なないからだ

るかして失われた

人の愚かさに対してや

それはプリントをつくるためのフィルム現像と

いる

粉砕され

人々がお互いを傷つけあって

タイ南部の県で見たそ

か し 彼 らの 品 々は 死 ん で は い な い そ れ ら は
品々は流されるか

流さ

タワチャイや私

私はあまりに呆然となったために

1 万 人 以 上 が この 震 災 で 命 を 落 とし た

私たち

粉砕されうるのだ

れ

それぞれが違っ

目撃した信じられない光景を捉えて

た視点で

しかしこれは本当の再起ではな

喪失と

私に 分か る

そ

ましてや

プラープダー・ユン
タイ バンコク生まれ

14 歳でアメリカを離れ

文学賞を受賞 小さな出版

が
社

を設立 またブックストアでありタイ

文学のコミュニティでもある

の共同設立者

いくつかの小説は日本語 にも翻訳されている
ニューウェーブのディレクター

いやしなかった

よる

人間特有の性質で
け存在する
中に表れ

ひとつの

それはただ私たちの中にだ

それらのいくらかは私たちの瞳の
そして我々はときどきそれを他者の

瞳の中から見てとることができる

それが

私

映画

脚本 歌詞などを執筆 2002 年 短編集

東北の荒廃し無人になった場所の中にも隠れて
なぜなら希望とは

26 歳

に戻る 今まで短編 小説 エッセイ 映画評論

に
2 0 03

2006 の映画では
れている
し

タイの

また

プラープダの脚本が使わ

近代英語文学の翻訳者としても活動

サリンジャーの

ライ麦畑でつかまえて

イン ストーリーズ

アンソニー

計じかけのオレンジ

カレル チャペックの

ウラジーミル

バージェスの

ナ
時

ナボコフの ロリータ をタイ語に翻訳

Prabda Yoon / Thailand / Writer, Novelist, Artist

The Process of Hope

Prabda Yoon
Kwam Na Ja Pen

Nine Stories

A Clockwork Orange

The Catcher in the Rye and
Lolita

Cornelia Konrads

コ
ー
ネ
リ
ア
・
コ
ン
ラ
ッ
ズ

コーネリア・コンラッズ／ドイツ／彫刻家

陸前高田 で 探し、見つけたもの
日本の詩

アーティストとして始まりの時に
絵画

哲学は私に大きな影響を与えた

ろうか
陸前高田を歩いていて気づいたことは

それは

今ま

理にかなっていることなのか

どのようにこれに対しなにか働きかけることが

命は分かれているものではなく繋がっていると

ではとても守られた場所の中で作品をつくって

できるのだろうか

いう

きたということである

あり

ヨーロッパの伝統とは違う視点を自然な

文脈で教えてくれた
に神山

幸運なことに私は 2005

2009 年に青森で活動する機会があった

2011年の大震災にショックを受け

私はなにか

アーティストとしての私の役割は明確に

なる

公園 森 庭など 美しい環境の中にアー

彼女の招待は

大きな転機は

陸前高田に美しいものは見つから
私は傷ついた地形を探索した

るために何よりも迎え入れるべき機会であった

なかった

私はこの機会を大変嬉しくすら思っている

にはただ自然現象としての津波によってのみな

な

ぜならこれば簡単にできる経験ではなかったか

らず

らだ

た

その場所に合わせて彫刻作品をつくる私に
場所こそ最も重要である

品を設置するための背景ではなく

場所は作
質感であり

削岩され

そうであり

山は今にも爆破され
海から守るためのピラ

ミッドのような構造物を積み上げるために低地
へ運ばれる

私はその場所にある物語と記憶を探し

津波

これはほとんど第二の 人為的な

自然との闘いにおける人間の復讐という

は形

匂い

音も探している

始まりのポイン

暴力的な振る舞いに見えた

トは

いつも歩くことである

知らない場所を

教えてくれた

当て も な く さ ま よ い

以 前 は歩 い た そ の道の

周辺には何が横たわっているのか集めた
その土地の習慣や出来事
到達し

変容

空気からはトラックや

バスの燃料の匂いがした

作品はその質感の一部にならなくてはいけない
さらに

そこ

街を復興するための技術的な介入があっ
巨大な機械が風景の一部を消し去り

させていく様子を見た
とっては

ポケットには帰りのチケットも入ってい

に訪れた
初見では

貢献す

以前たびたび私に

私は遠くから来たよそ者で

るというのに

トを楽しむための場所がつくられる

青森で出会っ

の助けになることができるかと
た日沼禎子氏に尋ねた

そこで芸術作品は鑑賞

され

そして

出会った陸前高田の人々と共

彼らの好奇心

ユーモアや優しさ

出来事を共有しようとする意欲
たところから作り上げる力

何も無くなっ

尊厳に魅了された

すぐに私はよそ者という気がしなくなり
どころかアーティストとすら

それ

私は招かれた目

撃者であった
私は人々の中に
た

今

特に年配の人から美を発見し

私は風景のなかに津波の形成を見つけ

ることができるだろう
碑たち

慎重に配置された記念

失われて壊れた品々

集めたもの

誰かが考慮深く

儚くもまだ存在し

語が詰まっている

たくさんの物

これは何年も前に読んだ松

尾芭蕉の俳句を思い起こさせた

あの自然に寄り添う日本の伝統

的な心得をそこで見つけることはできなかった

よく見れば

なずな

薺花咲く

垣根かな

素材

それらがある地点に

一つのイメージへと集約されるまで

初日私はこの滞在の目的はなんだろうかと幾
度も考えた

アートはここでなにができるのだ

薺をさがすこと

は私のテーマになり

メラを携えて探しながら歩いた

カ

そして私の心

松尾芭蕉の求めることがあった

には

く見なさい

命の簡素なしるしと小さな振る舞

いに注意を払いなさい
にあり

注意深

それらはただ足のそば

見過ごしてしまうのは簡単だ

一度それに気づけば
まるでその

薺

そして陸前高田の

人々のように

私が見つけた

これが

そのような

薺

の精神が現在もある場所を撮影した写真のシ
このシリーズの動機は

さに消え去ろうとしていたからである
を撮影することによって
の

芸術的な目線をもった目撃者

継いでいくのは

今ま
それら

私は役割を見つけた

過渡期のこの場所にある記憶を

のだ

が頻繁に咲いてい

見つけ
来ること

このアイデアを実現するために戻って
さらにもし可能なら地元の人々と共

に創作を恊働できることを望みたい

丘の上にある穏やかな諏訪神社は
点になった
散っていた

リーズになった

薺

る場所である

リングし

最初のリサーチの結果は

それらは日々近づいてきていた

しかし

それは一つの教訓になる

のように

いなかったが

ある種

として引き

そ こ に は壊れ た陶 器 の欠 片 が撒 き
津波によって粉々になったことが

明確なその器は
ちていて

断片となりそこらじゅうに落

まるで海岸の貝殻のように

さと方向を示していた

波の強

それぞれの欠片は

家

を失いそして突然日常の生活が終わりを迎えた
伝えるべき物語を持っている

という
私に

それは

それらを集めもう一度つなぎ合わせると

いうアイデアを呼び起こした
彫刻的なモザイクは

納得のいくことだった

散策の起

先ほど述べた場所の辺りをサイク

つまりひとつの

振り返ると

私にとって陸前高田のレジデン

スプログラムは

疑念と疑問から始まり

た帰ってきて継続したいという願いとともに終
わった

陸前高田での私の経験は比較できない

ほどの実りの多いものだったと思う
れは 精神的にも 言葉通り
ものだったからだ

もちろんこれは良い精神を

もった他のアーティスト
主催者

散策は度々私を気仙川の上流の方

未だに津

囲 まれ て い る と こ ろ

願望を

素晴らしいスタッフ

そして地元の方々の助けがなければ可

能ではなかったに違いない

すべての方々へあ

りがとう

人々の記憶を留めたい

伝えようとしている

小山に

森 と低い 場所の植物 と

仲間の助けと共に

壊れた陶器は集められた

の間の境界線は

あの波の高さをしるしていた

後一つずつきれいにしていった

ときどきそれは

反響が未だに空気中に漂って

のままになっているこの場所を探索したことは

いるかのように思えた
記念碑

色褪せた写真

大事に植えられた花壇は

小さな

震災になん

過去がまだそ

私たちそれぞれが貴重な体験であったことは間
違いない

一杯になったいくつかの箱は

とか対処しようとする人々の試みを示している

安全な場所にある

ブルドーザーはまだこの場所には入ってきては

ことが解決したときに

確かにそ

地に足がついた

そして新しいコミュニティをつくりたいという
波の形跡が見える今泉地区へと導いた

ま

今は

一旦陸前高田でいろいろな
どこか恒久的な場所を

陶器の収集風景。コンラッズは陸前高田市内の今泉地区で、未だ陶器の欠片が多数
残されている場所を発見し、それらを収集することからアイデアをスタートさせた。
Scene of collecting ceramic fragments: Konrads found the place many
ceramic fragments were on ground in Imaizumi area and started her idea
from collecting those stuffs.

Cornelia Konrad s / Germany / Scu lptor

Searchi ng and Finding in R i k uzentakata

日沼禎子／プログラムディレクター

薺／ Nazuna 〜その 小さく、美しきもの

コンラッズは収集した陶器の欠片を使
用した作品のアイデアとして、柱と、
大きな茶碗を考え、フォトモンタージュ
を作成。
Konrads made photomontages as
an idea of work using collected
ceramic fragments. One of them
took the form of a pillar and
another one was a large bowl.

もしも

人生の価値を図る

物差し

たら

それはどのようなものだろう

のや

未来への予感を図る

もしも

器

ら 私たちはどうするだろう

器

や

それは何ででき

その大きさはどれくらいなの

がなかったら

そうした

物差し

や

器

私たちの日々はどのような質感

雨 風 そして光

形にすることも
神として崇

とどめることもできないそれらを
めその姿を見ようとしてきた人間は

物差し

ない存在の大きさを図る
器

自然の亜種というべき人間は

森や林に分け

入り 木を切り 土をこね 自らの棲家をつくり
道具 技術を発明し続けてきた
自分の身体に向き合い

想する

や形として

た分だけを自然からいただいただろう
何かしらの

していたはずだ

また

物差し

界 各 地 を旅し な が ら
人々の暮らし

やがて植物を育て食

仕事をしている

空気

草原のベンチだったり

れていく

定住し

少しずつ社会が形成さ

そこではきっと

が当分に恵みを受け

協働の後それぞれ

食べる喜びを分かち合う

らは

いったいどうやって

市街地跡を歩き回りながら

もの間

しずつ知覚が開くようになった

ひと月
やがて少

コンラッズが

旅の俳人

その時に思い出したのは

松尾芭蕉

の句である
よく見れば 薺花咲く 垣根かな
神社

道端に咲く

世

その場所の

そこここにある小さな命

によるささやかな痕跡

もっともふさわしいと

うと動く心
見していく

それは

家々の軒下

すべてを失ったかのようにみえる

ひとつひとつ置いてくる

うな形をしているけれど

森の小屋だったり

人の手

美しいものを見いだそ

その人間性を自分自身の中でも発
そして

コンラッズは

静かに

シャッターを切りはじめた

家の窓や海辺の橋のよ
そこには何かしらの

ささやかな物語が託されている
や

人間性についての

物語を紡いでいったらよいのだろうと

小さな草花

そ こ で 出 会っ た 場 所 や

風景に

思えるプレゼントを

物をつくる農業を発明し
水を求め

大規模な

工事によって跡形もなく埋め立てられる風景か

そうした彫刻家

そして旅の達人でもある

狩りをしながら移動する
み

世界に存在するあ

コンラッズも

のひとりである

風の流れを読

津波でなくなった街が

の中にいた

小さな石像
コーネリア

そして

あるいは

陸前高田を訪れたコンラッズは大きな戸惑い

いつも注意深く観察している

が存在

自らの命を繋ぐため

木の実などの野生の植物を拾い集め

いつ

と私は夢

そこで人間は

そのスケールにあわせ

そこではきっと

彫刻家は

だから

らゆる事物を

石

目に見え

人々はその像を眺め

となり

寄りどころとしてきたのではないか

コーネリア・コンラッズ

彫刻家に

彫刻家の手を通して

木から取り出さされたものは

から

とどめる

を持つのだろうか

コンラッズのつくる彫刻には

物差し
私は思っ

人間には決してつくることのできない

ている

大切な役割を託した
もしも

生きるための

をつくる仕事ではないかと

空気や水

だろう
そして

さな発見

でもそうしたユーモアが宿っている
彫刻家の仕事とは

がなかった

水を汲み 飲み

それらはどんな形なのだろう

がつくられていったのだと

失ったも

器

ているのだろう

器

ための

物差し

日常の糧をいただく

食べ物をのせる

があっ

何気ない風景

日常の暮らしを愛する人間性についての小

そして
いた

ようやく

ひとつの物語にたどり着

川縁に残されていた大量の陶器の破片

誰の物とも いつの時代につくられたものとも

Teiko Hinuma / Program Director

S hepherd 's Pur s e ‒ A S ma l l Thing o f Beauty
どのような形をしていたのかもわからない器の
痕跡

そのひとつひとつの欠片を大切に拾い上

げた

その欠片たちを集めて

コンラッズはふ

たつの彫刻作品をつくろうとした
の形をしており

ひとつは柱

たくさんの陶器の破片が美し

いモザイクとなって立ち現れている

柱の頂辺

破片がひとつひとつ浮き上がり

空へと消

は

え行くような姿をしている

もうひとつは

大きなお椀

とつ一つの欠片をつなぎあわせて
柱は

として再生させたものである
体と深く結びついた
お椀は

物差し

いうまでもなく

器

かけた記憶や寄りどころが
りた形代となって
しかし

人間の身

の役割であり
である

ひとつの小さな欠片が集められ

ひ

ひとつ

一度は失われ

彫刻作品の姿を借

立ち現れたのであった

これらは

いまだ物質としては存在

していないフォトモンタージュの手法によって
提示された

町の再建が進む陸前高田に然るべ

き時がきた際には
訪ね

コンラッズは再びこの地を

制作を実現するつもりだ

寄せることのできる場所を
ができたなら

私は

その時までに

を大切に伝えていこうと思う
のに

心を寄せながら

人々が思いを

再び見つけること
この物語

小さく美しきも

松尾芭蕉の句から発想を得て制作された写真
のシリーズ。句の中で意味される、薺のよう
なささやかな美しさに注目して撮影された。
The series of photographs got inspiration
from a poem of Matuo Basho: Was shot
focusing on the situations where the sprit
of Shepherdʼs Purse means, tiny beauty.

アー ティスト
プ レ ゼ ン テ ー ション

記事掲載

Ar t ist Presenta tions

【陸前高田 】
日程：2 014 年 12 月 6 日（土）
・7 日（日）

時間：10 : 00 〜 13 : 30

会場：陸前高田未来商店街多目的ホール
ショーネッド ヒューズ

タワチャイ パッターナポルン

ズの 3 名のアーティストは
紹介するための機会を持った
いる

けせん朝市

陸前高田市の未来商店街で毎週土日に開催されて

野菜で作った鍋を
また

人々は自由にアーティストと交流

の一角をお借りし

ティスト達は滞在の恩返しを兼ねて
る舞った

コーネリア コンラッ

滞在中の活動と作品のアイデアを陸前高田の人々に

７日にはコーネリア
スライドを使って

アー

6 日には朝市で購入した新鮮な鮭と地元の
コンラッズが特製のスープを作り

活動報告を行なう時間も設けた

振

Date : December 6 ( Sat ), 7 ( Sun ), 2014

ヒューズは

時間：19 : 00 〜 21: 00

得た新しいダンスを

いわき市で出会ったじゃんがら念仏踊りから発想を

ダンサーである木村玲奈とともに披露

に滞在中の活動の紹介や

写真

今後のいわき市での活動プランを報告した

動画ととも

会場：国際交流基金
国際交流基金が開催したトークセッション
にショーネッド ヒューズ

［Iwaki ］
Date: November 16 (Sun), 2014
Venue: Alios Iwaki Performing Arts Center practice room

の未来を創るアートの底力

タワチャイ パッターナポルン

ズのアーティスト 3 名が参加

Time: 10:00-13:30 approx.

Venue: Rikuzentakata Mirai Shotengai Multi-purpose Hall

日程：2014 年 12 月 11 日（木）

日程：2014 年 11 月 16 日（日）
会場：いわき芸術文化交流館アリオス稽古場
ショーネッド

［ R i kuz entakata ］

【東京】

【いわき】

［ Tok yo ］
Date: Decem ber 11 (Thurs) , 2014
Time: 19:00-21:00
Venue: The Japan Foundation

コーネリア コンラッ

それぞれの陸前高田での活動報告を行なった

レオ・ファンダークレイ

アニエス・ワイルダー
1967 年

スコットランド出身のアーティスト
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そしてかつてのもはや存在しない

2 011 年 3 月の津波を取り巻く出来事と

本来の

という同時平行性は私の中では失われてはいない

私の作品が持ちえる建設的な

一般の方々が

変容性の効果について気づ

Thoughts on the Workshops at Rikuzentakata

から半年が経ち

2 014 年 の 冬 の 滞 在 以 降
圧倒的で
た

プログラムの協力を経て

２つのワークショップを

2 014 年 10 月

19 日の午後に陸前高田の商店街内ホールで開催することができた

ワークショップでは構築物をつくるために私が考案した
る簡単な 2 進法の説明を行った
せた後

崩した

木材の先端どうしを重ね

初日はシンプルなドーム状の構造物を一度完成さ

2 日目はもっと大がかりな構造物として

伸びていくようなものが作られ

それぞれの

また崩され無くなった

会場の縦に一枚の壁が
この２つの作品の崩れる

様子はビデオで記録された

たくさ ん の こと が 変 わ っ て い た

きで

結びつき

感情を放出させるものがあるなと感じた

また同時に

このよう

な公共の施設は陸前高田の人々へポジティブな経験を拡大させるなければならない
重要性と可能性があるだろう

機械が活動し

人 々の た め に は そ れ 程 変 化 は し て い な い

いた
て

前回の滞在

元中心市街地は

瓦礫は取り払われてい

というのが私の意見だ

私はある仮設住宅の中にあるコーヒークラブを訪れ
またショッピングセンターは

隼と

それは半年前とまった

大きく変わっていた

気仙

たね屋の佐藤さんは未だ同じ場所で働いて

私たちは佐藤さんと一緒に気仙川に沿って小さな見学ツアーを行なっ
しまいには彼の母親の家でお昼を食べた

沿って一本松まで歩き

また森谷さんと隼と気仙川に

そして工事の進行状況について

また市や政府が新し

く街を作るために取った政策に対して市民が影響を与えられなかったことについて
話し合った
また柳下さんの幾人かの友達で
い一夜を過ごすこともできた

陸前高田のコミュニティの中にはとても前向

再度一週間陸前高田に滞在した

堤防はそこら中にあり

ることができ
それらのワークショップを通して

2

またみんなの顔を見ることができてよかった

川では鮭を穫っている人がいて
陸前高田

写真家

オランダ

10 月 31 日から 11 月 5 日にかけて

Aeneas Wilder / Scotland / Artist

く同じに見えた

いた

18

また日

陸前高田の日常 2 014

助成：グレイトブリテン・ササカワ財団

既にある空間と時間

いずれ崩れてしまう構築物をつくるという私の創作の過程に

参加して頂ける時には

人々の日常の生活を撮影する

本人アーティストの川俣正とも共に活動をしていた

陸前高田のワークショップについて

アーティストとして

プログラムのレジデ

ンスアーティストのひとり 著明な作品として 炭坑を撮影したシリー

れるパフォーマンスによって終わる

アニエス ワイルダー

2013 年度陸前高田

オランダ出身の写真家

場所に会わせて幾何形態をつ

を訪れた

大船渡市でコンサートを行なった方とともに楽し
さらには冬に行けなかった場所へ行く時間すらつく

海岸沿いの有名そうな岩場や

総じて

とても興味深い滞在であり

未来へ向け強まってきていると思う

気仙川の北側にある小さな集落など
私と陸前高田の人々との繋がりは

2 015 年もまた戻ってくるだろう

Leo van der kleij / Netherlands / Photographer
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Hokkaido

Aomori city

彼らとの三週間余りはとても刺激的で楽しい日々であっ

た。よく食堂でビートルズナンバーをかけていた私は、ビー

た。恐らくこの企画の最大の受益者は私であっただろう。

トルズファンの彼から「ビートルズさん」といつも呼ばれ

その時の二人の問いかけは、外国人としてでもアーティ

単なる異文化との遭遇ということだけでなく、彼らは陸前

ていた。月並みだが「ビートルズは世界言語」を意識した

ストとしてでもない、ただ一人の人間としてのものであっ

高田が失った、あるいは廃れてしまったと思っていた数多

楽しい時間でもあった。11 月のある日、彼と陸前高田を散

た。私は英語が不得手だからではなく、日本語でも彼らの

くのものを呼び起こし、思い出させてくれた。アーティス

策する機会に恵まれた。何もない草ぼうぼうの旧陸前高田

問いに答えることができなかった。多分私だけでなく被災

トに限らずその土地の良さを客観的に認識し評価できるの

市内だ。いろいろ話しをするうち彼から問われた。「こんな

地の多くの人間が問われ、そして答えなくてはならないこ

は、もしかしたら地元の人間ではなく外部からの人間かも

に山を崩し大量の土砂を運びコンクリートだらけにする、

となのだろう。来年彼らがまた来る時までに明確な答えを

知れない。

これが復興だと思っているのか？私には考えられない！」

用意しておこう。今年一年の私の重い宿題である。

「私はウェールズ人！」と毅然と答えたショーネッドは、

Sendai city

Tokyo

Iwaki city

私は絶句した。

蝦夷の末裔である私にこの地に住み続けるさらなる勇気を

１月には珍しい風のない穏やかな日、ショーネッドのリ

与えてくれた。コーネリアは震災がれきとも言える瀬戸物

クエストで同じく旧陸前高田市内を案内することになった。

のかけらを集めオブジェを作成しようとした。被災地の人

目印となるものが全く無くなった今、ショーネッドの地図

間ではとても考えられない事だが、それに深い意義を私は

にある元の建物の位置が良くつかめない。かつての中心地

感じた。三年以上経過し、ただ草ぼうぼうの陸前高田は、

区を歩きながら彼女は厳しい目で私に問うた。「巨大な防潮

タワチャイのモノクロ写真にはどのように写っているのだ

堤を作り、みんなが暮らした思い出の街を掘り返し、さら

ろうか？

に大量の土砂をかぶせ埋め込むことが、あなたは良い事だ

昨年のメンバーだったレオが彼ら三人に先立ちやって来

と思っているのか？」いつも優しい彼女の瞳は私を責めて

The three weeks I spent with the artists were days full of inspiration

regeneration? I can't believe it!” I was speechless.

simply limited to an encounter with a different culture, they re-

On a day in January when the wind was unusually calm, I guided

Rikuzentakata, reminding us of their existence. Not limited to artists,

landmarks had disappeared completely, it proved difficult to grasp

and joy. Perhaps it is I who benefitted most from this project. Not
awakened many things that had been lost or had become obsolete in
perhaps it is people from outside and not local residents who can best
objectively recognize and evaluate what is good about a place.

Resolutely stating her Welsh nationality, Sioned gave me greater
courage to continue living in this region as a descendant of the

Emishi (a native people of the Northeastern region of Japan). Cornelia
gathered fragments of crockery that might also be said to be debris

from the earthquake in order to create art objects. This is something

Sioned to the same area after she had made the same request. As all
the original location of buildings on a map Sioned was carrying. While

walking through the former central district, she asked me with a stern
eye: “Do you think that making a huge seawall, digging up the city full

of residents' memories, and burying it with a great quantity of earth
and sand is a good thing?” Her eyes, usually filled with friendliness,
seemed to me to be pointing the blame.

inconceivable by those who were affected by the disaster, but I felt

At the time they asked their questions, they were neither foreigners

and white photos of Tawatchai, taken of grass left to grow wild for

is poor that I couldn't answer; I couldn't have answered in Japanese

there was a deep significance in her actions. What is it that the black
three years, came to reflect?

Leo, a participating artist in last year's residency program, came prior

to the arrival of this year's three participants. As I often play Beatles
numbers in the cafeteria Leo, who is also a Beatles fan, always called
me “Beatles-san”. We had an enjoyable time while conscious that

the Beatles, although conventional, are a “world language”. One day
in November, I was blessed with the opportunity to stroll with him in

Rikuzentakata. It was in the former Rikuzentakata City, where there
was nothing but overgrown grass. As we started to talk about all kinds

of things, he asked me, “Transporting great amounts of soil from the
mountainside and covering it with concrete; is that what you call

いるように私には思えた。

nor artists but just ordinary people. It was not because my English

either. Perhaps these are questions that not only I but the many people
affected by the disaster have to consider. I will prepare a clear answer
by the time the artists come again next year. This is the weighty
homework I must complete this year.

森谷陽樹（もりやようじゅ）

Sione d のいわき 滞在 で 感じたこと

叱られて帰 れば いいんじゃないか

Thoughts on Sioned's Stay in Iwak i

What's wrong with going home after a little scolding ?

さすがアーティスト。私にはできない…̶̶̶̶ いわき滞

ていて「空かが広い」と思ったことはない。この空が当たり

価値観を持ってきてくれた。それは、私自身を含めこの土地

2011 年の５月頃、大地震から約２ヶ月後の、三陸沿岸部の

在の総まとめのプレゼンで見せられた、様々な場所で踊るダ

前だ。一面に広がる星空も田んぼも海も街も、当たり前の風

で暮らし代々継承されてきた郷土芸能の担い手にとって、新

小さなボランティアセンターを訪ねました。友人らが支援活

アーティストであり、さまざまなプロジェクトの牽引役であ

「要求に応えようとする」感じ。地方で開かれるアートイベン

ンサーたちを撮影した映像を前に、そう思った。だからアー

景。彼女は彼女の感性で、いわきの人や土や水や空気にふれ

鮮な価値観だったはすだ。そして、彼女はこうも言った。個々

動に入り、地域の公民館を拠点として借りていた。日暮れた頃

り（
「Yoshitomo Nara + graf A to Z」や「岩木遠足」など）
、最

トも増える中、なにかその土地に「いいこと」をしたがるアー

ティストなのかと。そして Sioned が振付をした ( しかしま

て、この土地に脈々と流れている何かを掬い上げようとして

に存在している、それで良い。郷土芸能もコンテンポラリー

そこに着くと、ちょうど関西からある落語家が慰問に来ていて、 近は登山家的な人生を送っている豊嶋秀樹さんが、浸水域であ

だ完成していないという ) 流れるようなダンスを見て、私の

いる。外から見たそれがどういうものなのか聞くのはとても

ダンスも、私もあなたも彼も彼女も、お互いがお互いを邪魔

一席聞きに近所の人たちが集まっていました。

深いところにある何かがうずいた。

興味深い。

することなく、否定することなく、かといって主張すること

あの頃いろんな特技を持つ人たちが、次々に被災地と呼ばれ

新しい区画地盤の上で、100 人対 100 人でワンボールを追いか

もちろんアートのためのアートをする必要もなかろう。役に立

「いわきは空が広いね」と彼女は言った。私はここに暮らし

る陸前高田の平野部のかさ上げ工事現場、高さ十数メートルの

ような課題解決型のアーティストが増えてきた感じがします。

ティストが多い気がして、つまらない。
期待に応えなくていいし、地域の課題を解決しなくていいし、

私は福島県いわき市で、この地に伝わる郷土芸能「三匹獅

もなく、個々に存在していると。そしてそれを作品に表すの

るエリアに入っていた。医者もいれば、事業家もいたし、美容

けるサッカーをやってみるのはどう？ と話していた、という噂

ちたいと思ったところで、所詮他人はたいした役に立てないん

子舞」の継承活動に携わっている。 郷土芸能は古くさいもの、

だと。彼女の捉え方は、2011 年の震災・原発事故のあとに

師も、植木職人も、まあいろんな人たちが「なにかしたい」と

を耳にしました。噂なので間違っているかも。この空気読まな

だというわきまえは、援助職・支援職の世界では大事にされて

面倒くさいものだ。後継者不足には常に悩まされている。現

この地で生まれた ( あるいは可視化された ) 分断・溝・境界

いう気持ちで来ていたわけです。普段は JAL で機長をしている

い感じ、素晴らしいと思います。アーティストはこうでなきゃ

います。生命とは「にもかかわらず」現れるとき、
より強く輝き、

代社会においてこの芸能は必すしも必要なものではなく、わ

をどう超えていくかをぼんやり考えていた私にとって、度肝

という人と一緒に漁網を片づけたり。職能はひとまず横に置い

と思う。球がフィールドの外に出ると、いちいち大変そうです

周囲を照らすものだと思う。同胞のいのちを多く失った土地で、

ざわざ大変な思いをして五穀豊穣など祈る必要などあるのだ

を抜かれたものでもあった。

て、なにか出来ることがあれば人手として働く、という感じで

よね。

ただ生命力を発露して、場合によっては叱られて帰ればいいん

ろうかと思うことすらある。きわめて時代錯誤のナンセンス

いわきの人はダンスとは縁遠い。車社会のせいか、そもそ

なものなのではないか、とは毎年祭りの現場で感じる矛盾で

も歩くとか身体を動かすことにそれほど興味を持っていない

そうでなく職能の看板を掲げて来ている人たちは、常に微妙

う人たちであると、僕は理解しています。そういう動き。行動

ある。

と感じている。いわきでダンスのワークショップや公演をす

な感じがしました。
「こんなとき落語家に出来ることは」とい

の起点が不明で、でもエネルギーの発露が感じられる活動や存

るのは 他団体の例から見ても難しい。そういう土地柄だ。そ

う感じで、その仕事の正当化を語り始める。誰も訊いていない

在に出会うと、私たちは「アーティスティックだね」と洩らす。

できることなら関わりたくないと多くの人が思うであろう郷

のなかで今後彼女の活動がどういう展開を見せるのか。楽し

のに、そんな瞬間がしばしばあらわれる。自分の中で自問して

その人がアーティストでなく、八百屋のおかみさんでも。そこ

土芸能に、新しいもの、現代的なもの、面白いもの、という

みである。

いたことを口にせずにいられなかったのだと思う。アーティス

がアートの本懐だと思うのですが、最近はまるでデザイナーの

Just as expected of an artist. I could never do it...̶This is what

discovering something new, contemporary, and interesting within it.

Around May 2011, about two months after the great earthquake, I visited

following construction in a flooded area of Rikuzentakata. These were

spaces, shown in a round-up presentation of Sionedʼs activities

performing arts who have lived on this land and taken responsibility for

the support activities, borrowing a local community center to use it as

off the field? It would likely cause difficulty every time. But I think this

Sioned はいわき滞在のなかで、この古くさく面倒くさい、

田仲 桂（たなかけい）

トはどうだったろう。

I thought as I watched a video of dancers performing in various
during the residency in Iwaki. This is why she is an artist. And when

I saw a flowing dance choreographed by Sioned (but which is not yet
completed), something ached deep inside me.

“The sky in Iwaki is so wide”, she comments. While living here, I have
never had such a thought. There is nothing unusual about the sky. The

expansive starry sky, the rice fields, the ocean, the city; they are all

part of an ordinary landscape. With her own sensibility, she came to
touch the people of Iwaki, the soil, water and air, attempting to draw
out something that flows ceaselessly in this land. And it was deeply
interesting to hear what this constitutes to an observer from outside.

And this will surely imbue it with fresh values for the leaders of local

passing down this dance to successive generations, myself included.
Sioned also had this to say: “If things exist separately, then that is

good. Local performing arts and contemporary dance, I and you, he and

difficulties in praying for plentiful harvests. There is a contradictory
feeling every year as the festival is about to take place that perhaps it

starting point for their actions, their artistic traits are expressed through

borders born (or rather, made visible) in this land by the earthquake

and nuclear disaster of 2011, her way of understanding the world was
astounding.

come with the feeling that they wanted to do something. We cleaned
up fishing nets alongside someone who was usually a pilot with JAL.

Professions temporarily put aside, people came with the positive feeling

that if there was something they could do, they were happy to lend their
assistance.

Whether due to the prevalence of a car society, I feel people have

With people who came instead wearing a sign of their profession, the

looking at examples of other organizations, the organization of dance

first by justifying their work with words like, “In this situation a comic

workshops and performances in Iwaki poses difficulties. With this in
the background, what will the development of Sioned's activities come
to show us? I look forward to finding out.

feeling was more delicate. There was a sense that they would start

though they are not asked to”. This is the trend, at least. Without a clear

peopleʼs encounters with their activities and presence that is suffused

with energy. And that person might not be an artist, but even the wife
of a greengrocer. This, I think, is the gratification in art, but I feel that
recently there is a prevalence of artists who go about problem solving

in the same vein as designers, with the sense of “trying to respond to
needs”. While art events held in regional areas are also on the increase,
I sense there is a tiresome desire by many artists who want to do
something “good” for these areas.

storyteller can do this”. Even though no one is asking, such moments

There is no need to meet expectations, or to solve the problems of the

actually speaking of their troubles. How about in the case of artists?

world of aid workers and support staff, it is considered important to be

often occur. I think somewhere inside they question themselves, without

While also an artist and the driving force of numerous projects

During her stay in Iwaki, Sioned brought a new sense of value to

Hideki, who is recently living a life similar to that of a mountaineer,

date, troublesome, and avoid involvement in wherever possible - by

think artists have to be like this.

entrepreneurs, hairdressers, tree specialists; all kinds of people had

who had vaguely considered how to transcend the divisions/channels/

called upon the region known as the disaster area. Doctors,

is really an anachronistic thing of nonsense.

this performing art - that a great many people would consider out of

sort of attitude, of not being able to read between the lines, is great. I

simply existing”. And this is what she represents in her work. For me,

little interest in walking or moving their bodies in the first place. Even

even wonder whether there is a need to purposefully go through such

had come to entertain, and neighbors had gathered to listen.

(Yoshitomo Nara + graf A to Z, Iwaki Ensoku, among others) Toyoshima
apparently talked of holding a football chase with two teams of 100
people on a new partitioned area, raised ten meters from ground level

じゃないでしょうか。

only rumors, so they may be incorrect. What happens when the ball goes

I understand artists to be people who would start something “even

art. Regional performing arts are old-fashioned and troublesome. And
said that this performing art is necessary in modern society, and I

a base. When I arrived there around nightfall, a storyteller from Kansai

At that time, people with all kinds of talents had, one after another,

and for that matter without also asserting themselves on others,

There is an absence of dance in the lives of people living in Iwaki.

they are always plagued with a shortage of successors. It cannot be

a small volunteer center in the Sanriku coastal area. Friends had joined

アーティストとは「頼まれもしないのに」なにか始めてしま

she; all exist separately, without interfering or denying one another,

Here in Iwaki City, Fukushima Prefecture, I am involved in activities to

pass down the “Shishimai”(the lion dance) which is a local performing

来ている人たちはみんな気持ちが良かった。

region, neither is there a need of course to make art for art's sake. In the
able to discern when wanting to be of assistance that after all one can't

be of much use. When life appears “regardless” of the circumstances,
and shines more brightly, it can illuminate its surroundings. In a land

where the lives of many fellow countrymen were lost, what's wrong with

simply expressing vitality, even if in some cases you are scolded in the
process?

西村佳哲（にしむらよしあき）

例えば外部から来たとしても馴染むまで時間がかかるじゃ
ないですか。
人が集まりやすい場所とか、
人々のつてで寄っ

Even if, for example, someone were to come

てくると、もっと活動が広がってくるのかな？小さい単位

from outside, it would take time for them to

で、はじめは中心地でやって、来年は違うところでやるよ、
みたいなのだとじいちゃん、ばあちゃんにはいいのかな。
（気仙大工左官伝承館・語り部 武蔵祐子さん）

タワチャイさんが来てくれてよかったと思って。友達にも

がたいけどね、こういう機会じゃないと

タイのお友達ができたんだよーって言ってたんだよ。私も

easily gather, or use the connections of others,

会えないだろうし。やっぱりみんなが参

タワチャイさんが使っていたフィルムみたいのを使ったこ

I w o n d e r i f t h e s e a c t i v i t i e s c o u l d n' t s p r e a d

加できる方がいいんじゃないかしら。気

とあるんだよ。あれは難しいんだ。やっぱり、写真でなん

遣いしなくて、和気あいあいしながら。

でも残しておくのが好きだね。友達がタワチャイさんにサ

program were to take place where people can

small units, and then made clear that it will take
place in a different location next year, perhaps
it would be better for the senior members

2 014 年度のアーティスト・イン・レジデンスプログラ

ティカフェ 柳下咲子さん）

見るたんび、
真剣だもんね。何事も。ショー

In the 2014 Artist-in-Residence program, we were fortunate to gain
the cooperation of many individuals. Here we would like to introduce

ネッドさんが前に竹細工を作るときに、電
こともするの？」って聞いたら、
「全てが
ちにも、本当に日本が好きなんだなって。
来る人たちみんな本当に一生懸命だよね。
（未来商店街鶴亀寿司

阿部和明さん）

artists be coming…? I think the level
will be raised considerably.（Takiko

opportunities like this. Wouldnʼt it be better if everyone

Murakami, a resident who has taken

When seeing the artists, they seemed so serious. But it

could participate? Not having to worry about others, and in

was nothing. When Sioned made bamboo ware during

a harmonious manner…（Sakiko Yanashita, community café

踊りに関しては筋がいいので、できればどこにも行

her last stay, she also used an electric machine, didn't

of Takata High School 2nd Ground Temporary housing area）

かないで住田に移住してもらって、ずうっと参加し

she? When I asked, "What, you're going to try this as

あるんで。通常の練習は太鼓から入って、それに踊
りを合わせるのですが、前後の踊る人に合わせて踊
るしかないなということで始めたんですが、１人で
真面目に練習していたから一ヶ月でここまで来れた
いうんなら、ある程度日本語覚えないと。ましてや
俺に聞いたってどうする。種屋だもん。まあ
気軽に話して友達なるくらいだべ。春になる

ではなくて、アートをしながらコミュニケーションをしてくれるの

すばらしいがね、ああやって来て頂いて。高田にも

は今後に素晴らしい価値になると思いますね。（八木澤商店 代表取
It was wonderful that they came here. But
the culture of Takata is already diverse.
Itʼs not so much that it isnʼt widely known
about, but rather that it is specific to each

in solitude will, I think, be of great value in the future.（Michihiro Kono,
president and representative director, Yagisawa Shoten）

the earthquake）

んですね。だから今後住田に来て踊りやりたいって

しかも地域とも密接に関わりながら、１人で独創的なものを作るの

communicating with the local community rather than creating something

photos of Rikuzentakata from before

てもらいたいくらいなんですが、言葉や発音の壁も

Tsurukame sushi shop owner, Mirai Shopping Arcade）

ころから手探りでアーティストが、何かを生み出すということが、

in a place where nothing exists, while closely involving themselves in and

a few friends of mine who wanted

wouldnʼt be possible to meet the artists if it werenʼt for

その種を撒くのは、すごく高い価値のあることだなと。何も無いと

sowing seeds of this kind. The artistsʼ process of groping for something new

be preserved in photos. There are

to copy it. What month will the next

かたちになっていくのは復興が一段落してからかもしれないけど、

considered the first stage in the reconstruction, and I felt the high value in

all I like the fact that everything can

think? Encounters like this are welcome, though, and it

来て頂く。アーティストの感性や、他の国の文化が融合することで、

between the artistsʼ sensibilities and the culture of another country can be

using. Itʼs quite difficult. I guess after

大分嵩上げになってると思うから。（陸前高田で震災以前

signed, going to a convenience store

artists that came really did work hard.（Kazuaki Abe,

state where nothing exists. Perhaps the results born out of the fusion

used the kind of film Tawatchai was

others, but if you want to speak itʼs possible, donʼt you

talking with her, I could tell she liked Japan. All the

Artists from all over the world came to this place alien to them, in a

made a friend from Thailand. Iʼve also

English is difficult. Itʼs perhaps not a question of imitating

well?" she replied, "everything is dance". Even after

この何もない状態で縁もゆかりも場所に、世界中のアーティストに

came here. I told my friends I had

a c o p y o f t h e p h o t o Ta w a t c h a i h a d

動の機械も使ってたよね。
「えっ、こんな
ダンス」だって言っていて。話しているう

I thought it was great that Tawatchai

コピーしてきたやつをやるんだよ。次は何月ごろ来るか、
、
、
から写真を撮っている方 村上たき子さん）

representative director, Yagisawa Shoten）

だいた方の一部の方のコメントをご紹介します。

締役社長 河野通洋さん）

インしてもらったのを欲しいって言うから、1 枚セブンで

（高田高校第二グラウンド仮設コミュニ

of the town. （Michihiro Kono, president and

ムではたくさんの方にご協力頂きました。協力していた

comments from some of those who cooperated with the program.

りたければ、見よう見まねじゃないけど
できるじゃない？出会えることはあり

become familiar with this place. Perhaps if the

wider? If it initially took place in the center in

Comments from Collaborators

そうね、難しいな英語は。でもなにかや

いろんな文化があるんだけどね。ただ広く知られて
いないというか、その地域ごとでやっているから。
うちの方のお祭りもあと 2 年後どうなってるかね
え、ほら、部落の 3 分の 1 が無くなってるから。若

歌っていうのがあるから。
（行山流山口派柿内沢鹿
踊芸能保存会・中立ち 吉田信孝さん）

と種屋が忙しくなるからな。芸術は余裕のあ
る人かもしれんぞ、気持ちの。気持ちがまだ
落ち着いてない人だっているぜ、第一ものが
きれいだとか、その感覚がないよ、そういう
人も多いと思うよ。
（佐藤たね屋 佐藤貞一さん）

Sioned has an aptitude for dance, and if possible
I want her to move to Sumita and continue to
participate, but I suppose there is the language
b a r r i e r a n d p r o b l e m o f p r o n u n c i a t i o n . N o r m a l l y,
practice is accompanied by drums, and the dance is
coordinated to its rhythm, but the only way of doing
it wa s t o h av e h er d a nc e w it h p er fo rm er s at t he
beginning and end. But having practiced earnestly
by herself for one month, she has been able to make

community. I wonder what will happen

者いないですよ、だって仕事がないからねえ。やっ

this much progress. And so, if she wants to come

to our festival in two years time, as one

ぱり雇用の場ですよ。大きな会社でも来ればね、発

back to Sumita to dance, she must learn Japanese

third of the village has been lost. There
are no young people because thereʼs no
work for them. After all, what we need is
a place of employment. If a big company

展するんだども。人が集まってくれば、まあなんで
も繁栄しますよ。（米崎コミュニティーセンター、
元大名行列舞踊り手 鈴木求さん）

to some extent. This is because there are also
What does my opinion matter? Iʼm just the owner of a seed store.
Well, I suppose we talked a little and became friends. In springtime,
seed stores get busy. Iʼm not sure, but maybe people working with

were to come here, then there would be

art have more freedom, in relation to feelings, that is. There are still

development. If more people moved here

people whose feelings havenʼt settled, who think only the best things

then everything would prosper.（Motomu

are beautiful. I donʼt have that feeling, but there are a lot of people

Suzuki, former dancer in the Daimyo

who do.（Teiichi Sato, Sato seed store）

Procession, Yonesaki Community Center）

songs to learn.（Nobutaka Yoshida, mediator for the
Gyouzanryu-Yamaguchi Hakakinaizawa Shishi-odori
Preservation Society）

