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キュレーター Curator

Ayukawa Area

島袋道浩

エリアテーマ Area Theme

SHIMABUKU

市街地から車で１時間ほどで至る牡鹿半島の南端部。奥

目をこらす 耳をすます
Gazing and Listening

8 年前の大地震で、とてつもなく大きな変化に見舞われた

州三霊場の一つである金華山を望む海景も見ものです。

牡鹿半島の鮎川は、現在行われている復興工事の中で、ま

金華山沖は 黒 潮と親 潮 がぶつかり合う世界三 大 漁場 の

たもうひとつの大きな変化の時期を迎えています。以前

要地で、かつては捕鯨基 地として栄えました。2019 年中

あったのとは全く違う形に作られようとしている町。
そんな

には観光施設、鮎川浜ビジターセンターがオープン予定。

中でもなくしてしまってはいけないもの、
忘れてはいけない
ものがあると思います。
未来に残し、
未来の人々に届けなく
てはならないものがあります。そこでアートの出番です。

Ayukawa is at the southern end of the Oshika

じっと目を凝らさないと見えないもの。
じっと耳を澄ませな

Peninsula, about a one-hour drive from the city

いと聞こえないもの。慌ただしい時間の中では見落として

center. There is a spectacular sea view of Kinkasan

しまうようなもの。面倒になって捨ててしまうようなもの。

Island, one of the three great mystical sites of Oshu

鮎川に滞在して、
鮎川のことを思いながら、
そんなものやこ

(the old name of northeastern Honshu). Off the coast

とを見つけてこられるアーティストたちに今回来てもらうこ

of Kinkasan is one of the world s three most abundant

とにしました。
「いのちのてざわり」という言葉の大切なと

fisheries, where the Kuroshio and Oyashio ocean

ころは「てざわり」の「ざ」にあると思います。
「てさわり」で

currents meet, and the area once flourished as a base

はないのです。
生きていることの証しの濁音の世界。
重なり

for whaling. The Ayukawahama Visitors Center is

の世界。
それを確かめ、
つかまえたいと思っています。

scheduled to open here in 2019.

Photo: Noguchi Rika

鮎川中心部 Central Ayukawa

ACCESS
石巻
河南 IC

県道 16 号

Prefectural Route #16

Ishinomaki
Kanan IC

復興まちづくり情報
交流館牡鹿館
アクセス

国道 398 号

National Route #398

車で約 60 分
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県道 220 号

Prefectural Route #220

Central
Ayukawa

車で約 10 分

ホテルニューさか井

ヤマザキYショップ
東洋館鮎川店
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WC

県道 2 号

Prefectural Route #2

鮎川東部 Eastern Ayukawa

鮎川郵便局

鮎川

WC

おしかのれん街

Ayukawa

駐

About 60 minutes by car

鮎川
中心部

The town of Ayukawa in Oshika Peninsula witnessed
monumental changes during the major earthquake eight
years ago, and is again entering a period of profound
transformation as reconstruction efforts progress. It is a
town being shaped to look completely different to how it
was previously. Even amidst such changes, there are
things that should not be lost or forgotten. This is where
art enters the stage. Some things cannot be seen
without focusing one s attention, or heard without
straining one s ears. Some things are overlooked in
times of haste, while others are discarded when they
become troublesome. For this exhibition, I have invited
artists who are able to find such ephemeral things and
events while residing in Ayukawa and contemplating the
town. Of importance in this year s theme, Inochi no
Tezawari (texture of life) is the Japanese syllable ざ
( za ) in the word tezawari (texture). Not to be
confused with the word tesawari (meaning a sense of
touch ), it refers to a world of voices or murmurs (also
expressed with the syllable ざ ) that is a testament to
being alive. While verifying this layered world, we will try
to capture its existence.

約

車

40

コバルト荘
跡地

場

台

鮎川の人々や作家たちと交流

「詩人の家 BAR 」

Former Cobalt-so
site

About 10 minutes by car

オカダ石油

フェスティバルの作品鑑賞時間終了後の数時

県 道2 号

間、
「詩人の家」はBARになります。鮎川の地元

県 道 2 20

号

WC
駐車場
約 15 台

の人たちや日本全国からやってきた人たち、そ
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してアーティストたちに出会える場所になりま

鮎川インフォメーション

す。水曜休み。事情により

INFORMATION in Ayukawa

臨時休暇あり。詳細は「詩

10:00 〜平日16:00（土日祝・8月13日〜16日は 17:00まで）
石巻市鮎川浜寺前 18 − 6（成源商店）

人の家」オフィシャルSNS

F8

にてご確認ください。

10:0 0 -Weekdays 16:0 0（ Saturdays, Sundays,
public holidays, and August 13-16 17:00）
18-6 Teramae, Ayukawahama, Ishinomaki

F3
F2

駐車場
約 15 台

鮎川大町バス停

F1

F4

鮎川集会所
F5

F6

駐車場

のり浜

約 30 台

観音寺
鮎川港
↓

200m
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県道 220 号
↓

100m
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F1

鮎川集会所近くの成源商店［石巻市鮎川浜寺前 18-6 ］

吉増剛造

F5

Gozo Yoshimasu

詩人の家

鮎川集会所 3Fバルコニー［石巻市鮎川浜寺前 18-2 ］

島袋道浩

SHIMABUKU

鮎川の土̶ 起きる／鮎川展望台
Soil of Ayukawa ̶ Arise/Ayukawa Observatory

The Poet s House

吉増剛造は約 2ヶ月間の会期中、鮎川に滞在し、成源商店を改装した「詩人の

「鮎川集会所の 3 階は普段使われていない、人々に忘れられているような場所

家」でほぼ毎日、執 筆や制作、観客との交 流を行います。イべントもいくつか

です。そんな場所でも植物は静かに強く生きています。目をこらすと人々から

企画されます。8 月 8 日（木）以降の 数日は吉増が 住 居とする民 家「詩人の家

は雑 草と呼ばれるいろんな種 類の植物が少ない土を分け合って生きている

宿泊棟」に完全予 約制で泊ることができ、より深く詩人の生活に触れていた

様子が伺えます。そしてこの場所からは鮎川の町が見渡せ、鮎川の現在を見

だけます。詳細はオフィシャルウェブサイトや「詩人の家」オフィシャル SNS

ることができます」
（ 島袋道浩）

にてご確認ください。
詩人の家 ☎ 090-9429-0203（10:00〜17:00 ）

F2

鮎川集会所近くの新聞屋建物とその前の空き地

野口里佳

F6

Noguchi Rika

鮎川集会所 3F［石巻市鮎川浜寺前 18-2 ］

石川竜一

鮎川の穴

痕

Ayukawa Holes

Scars

「鮎川には 4 つの穴がある」と野口里佳はある日、話し始めました。地震以降、

Ryuichi Ishikawa

「自然が作り出した痕と人の行為の痕。意図せず 残ってしまうもの。残そうと
いう意思の元に残ったもの」
（ 石川竜一）

鮎川の下水管は分断され、町の 4ヶ所の地点にある穴から1日に数回汲み取ら
なくてはならない日々が今も続いています。そのあまり人々が注目しない作業

8 年前の地震の頃のままに放置された、かつて病院だった建物の 3 階が 石川

と働く人の姿を野口は追いかけました。

竜一のインスタレーションの場所です。鮎川に 1ヶ月半滞在した中で撮られた
新作の写真が展示されます。

F3

F4

鮎川集会所近くの木村商店

野口里佳
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Noguchi Rika

コバルト荘跡地

石川竜一

鮎川の道／虫／猿と桜

掘削

The Roads of Ayukawa/Insects/Monkeys and Cherry Blossoms

Excavation

Ryuichi Ishikawa

「虫を怖がって、避けるのではなく、虫に向き合ってみようと思った」
（野口里佳）

「原初的な感覚の再認識。
一人一人が感じ考えることを尊重すること」
（石川竜一）

鮎川の町からコバルト荘跡地に向かう道路が、野口里佳が撮影に時間を費や

「何か今までやったことのないことを」というキュレーターの島袋のリクエスト

した場所です。光と緑にあふれ、しばしば霧に覆われるその場所には鹿や雉

に、石川は「いつか穴を掘ってみたいと思っていた。なんの意味もない穴を」と

などの動物だけでなく、蚊や蜂、ヒルなどの虫がたくさんいるため、野口はそ

答えました。意気投合し、石川が自力でスコップを使い穴を掘ることになりま

の虫たちからどうやって身を守るか、遠ざかるかについて頭を悩ませていまし

したが、島袋が準備したコバルト荘跡地はコンクリート混じりの土でスコップ

た。ある日を境に野口はその虫たちと写真機を持って向き合ってみることにし

の刃が立ちませんでした。それでも石川自身で掘ることにこだわった結果、石

たと言います。そしてそこにとらえられたのは野口に追われ逆に逃げていく熊

川はパワーショベルの免許を取得して穴を掘ることになりました。穴を掘ると

ん蜂の姿や、風に吹かれながらも懸命に生きる小さな生物の姿でした。

結果的に山もできます。それは天地創造の現場のようです。

鮎川集会所近くの成源商店別棟

青葉市子

F8

Ichiko Aoba

コバルト荘跡地の下

島袋道浩

風の部屋

白い道

Wind Room

The White Road

「鮎川の土地がうたっています」
（青葉市子）

SHIMABUKU

「白い道は樹木の間を抜け、空へ、海へと延びていきます。金華山が迫り、波の見

鮎川集会所近くの成源商店、
「 詩人の家」の裏側にある古い民家が青葉市子の

えるところ、そこに鳥たちはあそんで居るでしょうか？そこは自然をもう一度発見

インスタレーション作品の場所です。青葉は昨年より何度も鮎川を訪れ、聞こえ

するところです」
（島袋道浩）

てくる鳥や鹿の声、風の音に耳を傾けました。海で貝殻や鯨の骨を見つけまし
た。インスタレーションはそんな鮎川で見つけた様々な音やもの、青葉自身の声
やドローイングによって構成されています。
音響：sonihouse

録音：東 岳志
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※写真・画像はイメージです

※アーティストのプロフィールなど詳細はオフィシャルウェブサイトにてご確認ください

※制作年の記載がないものは新作です
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ホテルニューさか井［石巻市鮎川浜万治下 1-7 ］

吉増剛造

Q＆ A

Gozo Yoshimasu

vol.2

room キンカザン
Room Kinkazan

リボーンアート・フェスティバルや石巻についてのギモンにお答えします。はじめての方もそうでない方も、
もっとわかると、もっと楽しめるはず。
We answer questions about Reborn-Art Festival and Ishinomaki. For both first-time visitors
and others, the better they understand, the more they can enjoy.

展示の準備で鮎川へ来た際、吉増剛造が常宿としていたホテルニューさか井
の 2 階の 一室 が展 示の場 所です。金 華山を望むその 部屋に滞 在して書かれ

Q

た、新しく生まれたばかりの詩や創作の現場を垣間見ることができます。

A

なにを食べる？
What to eat?
「 Reborn-Art DINING 」
「は
P.37 で紹介している「石巻フードアドベンチャー」
まさいさい」の地 域を 一 層深く体 感 する食をはじめ、金 華ブランドの魚 介 類を

使った「金華寿司」や「金華丼」、二度蒸しの茶色い麺が特徴の「石巻焼きそば」な

詳しくは
こちらから

For more
information

ども楽しめます。詳しくはオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
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Regional flavor can be experienced profoundly at Ishinomaki Food
Adventure, Reborn-Art DINING, and Hamasaisai. Kinka sushi and
Kinka bowl in which Kinka brand seafood is used, and Isihnomaki
chow mein, a distinctive quality of brown noodles steamed twice can be
enjoyed. Please see the official website for details.

石巻市内

青葉市子

Ichiko Aoba

金華丼

Kinka bowl

時報 （7:00 / 12:00 / 17:00）

Time Signal（ 7:00 / 12:00 / 17:00 ）

Q

もともと石巻では 1 日に 3 度、街角に設置されたスピーカーから時を告げる電
子音の音楽が流れるようになっています。朝 7 時には「恋はみずいろ」。正午に
は「椰子の実」。夕方 5 時には「家路」。リボーンアート・フェスティバルの期間

A

中、これらそれぞれの曲はそのままに青葉市子が声を重ねて作った音楽に置
き換えられます。朝 7 時と正午と夕方 5 時、石巻市内にいて時間が来ればどこ

おしかのれん街

Q

Yotta
2008 –

A

Whale Carnival 2008 –

2017 年に鮎川にまつわる作品を展開したYotta は、その後も現地

詳しくは
こちらから

まなタイプの宿泊施設 があります。
「 詩人の家」やオーバーナイトプログラム「夜

For more
information

フィシャル宿泊体験施設「もものうらビレッジ」のほか、開催エリア内にはさまざ

もものうらビレッジ

Momonoura Village

あわせて立ち寄れる石巻の観光スポットは？
What kind of sightseeing spots are there in Ishinomaki?
石巻市内には漫画家・石ノ森章太 郎の作品を展示する「石ノ森萬画館」や、伊達政 宗の命でローマ
へと出帆した「サン・ファン・バウティスタ」の復元船を展示する「サン・ファン館」、
「 三年続けてお参
りすれば一生お金に困ることはない」という言い伝えがある奥州三霊場「金華山」などもあります。
In Ishinomaki city, there are Ishinomaki Mangattan Museum where works of manga artist
Shotaro Ishinomori are exhibited, Sant Juan Bautista Museum where the reconstructed
ship of Sant Juan Bautista who sailed for Rome on Masamune Date s instructions is
exhibited, and Mt. Kinka, one of the three spiritual spots in Oushu (Tohoku) district
where there is a saying that if you visit the shrine for three consecutive years, you need
not worry about money for the rest of your life.

に通い続け、捕鯨文化や生活、祭りをリサーチしています。地域か
らのアイディアを受け、前回の作品の一部「くじらのねぶた」をパ
ワーアップさせ、地域のお祭りの中で残すことを目指しています。
プロジェクトの過程を、震災後に町の中心部として営業し続け、今
年度で閉店予定でもある、おしかのれん街内で展示します。
協力：Reborn-Art Festival × Tカード「石巻のこどもたちとアートを作ろう」

リボーンアート・フェスティバル を 巡るには少なくとも一 泊はしたいところ。オ

To tour around Reborn-Art Festival, you would want to stay at least
overnight. Besides Momonoura Village, the official facility to experience
the stay, there are different types of lodging facilities in the festival areas.
Please note that there are Poet s House and the overnight program
Happening on the Night Side. Please see the official website for details.

牡鹿コミュニティ・プロジェクト Oshika Community Project

くじらのカーニバル

Where can I stay?

側のできごと」にも注目を。詳しくはオフィシャルウェブサイトをご覧ください。

ででも聞くことができるはずです。耳を澄まして聞いてみてください。

F11

どこに泊まる？

石ノ森萬画館

Ishinomori Mangattan Museum

クジラのパレードのイメージ図

Q
A

周辺地域にも寄るならおすすめは？
Where do you recommend for me to visit in the area around Ishinomaki?
リボーンアート・フェスティバルの主な開催地は石巻市の石巻駅以南ですが、ま
わりにも魅力的な町々があります。オフィシャルウェブサイトでは「石巻市北部」
「塩竈市」
「 東松島市」
「 松島町」
「 女川町」の観 光名所 や飲 食 店、宿泊施設などを

詳しくは
こちらから

For more
information

モデルコースとあわせて紹介しています。
The main venues of Reborn-Art Festival are to the south of Ishinomaki
station in Ishinomaki city, but there are also many attractive towns
around it. Introduced in the official website along with the model
courses are sightseeing spots, restaurants and accommodations in the
north part of Ishinomaki city, Shiogama city, Higashi-matsushima city,
Matsushima town, and Onagawa town.

日本三景のひとつである松島

Matsushima, one of Japan s three most
scenic sites

