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※8月20 日より開催

Ajishima Area

キュレーター Curator

※天候により船が欠航となる
可能性があります

和多利恵 津子、和多利浩 一
Etsuko Watari, Koichi Watari

牡鹿半島南西沖に浮かぶ島には、北側の網地と南側の長

Next Utopia

今回初めて登場する網地島は牡鹿半島から

渡、二つの浜があります。黒潮の影響で温暖な気候のため

船で 15 分、人口約 400 名、周囲 20キロの小

暖帯性植物が群生し、
リゾート地としても人気。
東北有数の

さな島です。
そしてここは、
手つかずの雄大な

透明度を誇る網地白浜海水浴場は毎夏多くの海水浴客で

自然と、南方系の穏やかな雰囲気から東北

にぎわいます。
石巻市街地もしくは鮎川から船で渡ります。

のハワイと呼ばれてきました。アイヌ語に語

源を持つ「ドワメキ崎」からは神の島「金華
山」の絶景が望めます。この島でなければ表

On this island off the Oshika Peninsula to the

せないこと、それはあの惨劇を乗り越えた

southwest, there are two beaches, Aji on the

「ネクスト・ユートピア」
を作ること。
国内外か

north side and Futawatashi on the south. Thanks

らアーティストたちが集合し、地上と天空の

to a warm climate influenced by the Kuroshio

はざまを表現しました。港に着く船を迎える

ocean current, there are many tropical plants and

巨大壁画、
古墳を持つ庭、
島の家々から集め

the island is popular as a resort. Aji-Shirahama

られた思い出を売る雑貨屋、植物の呼吸を

Beach, with some of the most transparent waters

収めた映像他。この手で未来を作るために、

in the Tohoku region, is thronged with swimmers

「ネクスト・ユートピア」はもう私たちの必需

every summer. The island can be reached by boat

網地島南部／長渡地区 South Ajishima / Futawatashi area

網地島北部／網地地区 North Ajishima / Aji area
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INFORMATION in Aji Port

網地白浜海水浴場

川

10:00 〜平日16:00（土日祝は 17:00まで）
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10:00 〜平日16:00（土日祝は 17:00まで）
10:00-Weekdays 16:00 (Saturdays, Sundays,
and public holidays 10:00-17:00）

G16

大金神社
網地港バス停

網地島開発総合センター

網小医院バス停

根組車庫バス停

100m

網地港
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WC

ACCESS

Central
Ishinomaki

INFORMATION in Futawatashi Port

金剛寺

鼇甲庵

10:00-Weekdays 16:00 (Saturdays, Sundays,
and public holidays 10:00-17:00）

WC

長渡港インフォメーション
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渡-鮎

網地港インフォメーション

WC

G20

G21

地

島の楽校

石巻
市街地

Used for the first time as a venue for this
exhibition, Aji Island is an islet with a population of
approximately 400 people and a circumference of
20km, reached by a 15-minute boat ride from
Oshika Peninsula. As a place with unspoiled nature
and a gentle atmosphere resembling islands of the
southern hemisphere, it has come to be called the
Hawaii of Northeast Japan. From Dowamekizaki
Cape, whose name originates in the Ainu language,
one can see views of the sacred Kinkasan Island.
Expressing what is only possible on Aji Island, this
exhibition envisions the Next Utopia in which that
fateful tragedy has been overcome. Artists from
both Japan and abroad gathered here to express
the space between earth and sky. A huge mural that
greets ships arriving at the port, a garden
containing tombs, a general store selling memories
collected from houses of local residents, a video
that collects the breath of plants ̶ these works
comprising the Next Utopia are already the
necessities to build the future with our hands.

品なのです。

from Central Ishinomaki or Ayukawa.

G9

ネクスト・ユートピア

エリアテーマ Area Theme

アクセス

根組浜

G1
G12

常春寺

網地島ライン

G3

Ajishima Line

網地島

石巻駅市街地の港から船で約 60 分

Ajishima

G6

About 60 minutes by ship from the port in central Ishinomaki

G7

G5

G13

熊野神社
G2

網地島ライン

鮎川

Ayukawa

Ajishima Line

網地島
Ajishima

鮎川港から船で約 20 分

G8

About 20 minutes by ship from Ayukawa Port

ドワメ キ

網地島エリア内は路線バスで移動。※詳しくは P. 40 をご覧ください。
Please use a local bus within the Ajishima area. *For details, please see P. 40
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200m

涛波岐埼灯台
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200m
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G1

網地港前のり面

G10

バリー・マッギー with スクーターズ・フォー・ピース

Barry McGee with Scooters For Peace

無題

2012

サンフランシスコを拠 点とするバリー・マッギーは、ペインティング、スカル

ジョン・ルーリーは 1952 年アメリカ生まれのアーティストです。1980 年代、

プチャー、ファウンドオブジェなどを織り交ぜた圧倒的なインスタレーション

ジャズ・バンド「ラウンジ・リザーズ」のサックス奏者として、また俳優としてジ

で 知られ、世界的に活躍しています。この壁画は網地島の玄関口となる船 着

ム・ジャームッシュ監督の映画での活躍が知られています。1990 年代のライ

場に面した擁壁に施工され、島に到着した人々を迎え入れます。バリーの作

ム病の発病を機に、以前から描いていた絵画制作に活動の場を移しました。

品のアイコンであるアルファベットや 幾 何 学 模 様、顔などをプリントした布

ジョン・ルーリーの描く世界は一見美しい夢の中のように見えますが、一方で

を、高さ 20 メートル、幅 10 0 メートル の斜面に山肌の凹凸を生かして貼り付

痛烈な皮肉が込められ、登場する動物たちも小さく弱々しいですが、実はマイ

けています。

ペースで自由な喜びをもっています。本展では71 点を展示。

熊野神社

ロイス・ワインバーガー

G11

Lois Weinberger

島の楽校の裏手 旧校舎

フィリップ・パレノ
類推の山

2004

Philippe Parreno

2001

I – weed... 2004

Mont Analogue 2001

ロイス・ワインバーガーは 1947 年オーストリア生まれのアーティスト、詩人で

フィリップ・パレノはアルジェリア生まれパリ在住、今最も注目を集める現代

す。植物、とりわけ荒地植物（都市の雑草）を主なマテリアルとします。自然と

アーティストのひとりです。映 像、インスタレーション、パフォーマンスなど

人間との関係性、文化や 信仰、そして都市や移民といった現代的な問題も扱

様々なメディアを通して、現実とフィクションの境界、記憶、時間の概念を問い

い、自然とアートの議論に影響を与え続けてきました。この詩では英語の人称

かけます。本作品はフランスの詩人ルネ・ドーマル（ 1908〜 44 年）の未完のカ

代名詞「私・あなた・彼・彼女・それ・わたしたち・あなたたち・彼ら」に、英語で

ルト小説『類推の山』から着想を得た光のインスタレーションです。レンズの

「雑草」を意味する「 weed 」がそれぞれ対応しています。
「 私／あなた／彼……

ないプロジェクターから空間へ展開されるカラフルな光のシークエンスと、モ
ノクロの光から構成されます。

は雑草である」というようにも読めます。

熊野神社

石毛健太
この波際

G12

Kenta Ishige

涛波岐埼灯台への道入口付近

アラン

Alan

限られたフィールドとリソースから見えてくるもの

2019

Misdistribution 2019

G9

John Lurie

My stomach always hurts 2012

私̶ 雑草̶

G7

ジョン・ルーリー
ボクは胃痛持ち

2019

Untitled 2019

G6

網地島開発総合センター

2019

What you can see from limited fields and resources 2019

石毛健 太はインディペンデント・キュレーターや DJ の顔も持つ 1994 年神奈

アランは 1991 年生まれのアーティスト、ゲームデザイナーで、美術コミューン・

川県生まれのアーティストです。土地やものに紐づく歴史や物語を読み替え

パープルームのメンバーです。ボードゲームを制作しながら、ゲームをテーマ

ていくことを作品のテーマとし、都 市 論の再 考をコンセプトとしたグループ

にした美術作品も制作しています。世界に再現性（ルール）が見出しにくくなっ

「 URG 」の一員としても活動しています。
「 網地島北西の海岸線に位置する熊

たことが人々に停滞の感 覚を生んでいると仮 定し、ゲームを作ることを通し

野神社境内の小屋には窓があり、そこからは海に囲まれたこの島の波際を見

て、この世界の法則を描くことを試みています。
「 このゲーム盤の上にはこの

下ろすことができる。寄せる波は何を島に運び込み、返す波は何を持ち去るの

島のものが駒として置かれているはずです。是非道中で拾った石などを置い

か。その波際を小屋の中からじっと眺める」
（ 石毛健太）

たり、動かしたり、持って行ったりしてみてください」
（ アラン）

網地島開発総合センター

G13

BIEN
幕間

涛波岐埼灯台への道のかくれた畑

伊藤存＋青木陵子

Zon Ito + Ryoko Aoki

海に浮かぶ畑がつくり始めると、船の上の店は伝言しだす 2019

2019

Interlude 2019

When the field floating above the ocean begins to make, the shop on the ship begins to send word. 2019

BIEN は 1993 年東京生まれのアーティストです。ストリートカルチャー、アニ

伊藤存＋青木陵子は個々に作品制作を行いながら2000 年より共同制作を始

メーションやフィギュアから影響を受け、これらの文化の持つ様々な表現様

めました。青木は動植物や日常の断片、幾何学模様などの素描を組み合わせ

式を受け継いだ抽象絵画制作やインスタレーションを展開し、記号的な意味

たインスタレーションを、伊藤は刺繍の作品、小さな立体、粘土絵などを制作

の解体と再構築を試みています。
「 その島に一直線に引かれた道の間、中央に

しています。
「 海に浮かぶ畑 は、島の元漁師さんが、柿やフキ、こごみ等、自

佇むこの開発センターは〈間〉の中心点としてシェルターの機能も持ち合わせ

然にできる季節の作物を採る自然の畑として使っている場所です。ここでは

た島の砦でもある。島やそこにある〈間〉をモチーフに壁面全体にドローイン

漁師のテクニックや島の中にある資源を活かしながら、畑でいちから作物を

グをすることでここを本島と島をつなぐひとつの中継地点として間のあり方を

作るように、作品が作られています」
（ 伊藤存＋青木陵子）

考える」
（ BIEN ）
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G14

涛波岐埼灯台付近

梅田哲也
針の目

G19

Tetsuya Umeda

持田敦子
浮く家

2019

Atsuko Mochida

2019

eye of the needle 2019

A Floating House 2019

梅田哲也はありふれた日用品を用いて、見聞きしたことのない音や動きを発

持田敦子は既存の空間や建物に、壁面や階段などの仮設性と異物感の強い

生させる「現 象」をつくり出し、場 や 観 客を巻き込むようなライブ・インスタ

要素を挿入し空間の意味や質を変容させることを得意とするアーティストで

レーションを展開しています。本作はピンホールと水琴窟の原理を用いた音と

す。網地島では過 疎化や震 災によって持ち主を失った空き家が多く、それを

視覚のインスタレーションです。
「 穴を掘ることがまずひとつあって、その穴に

「宙に浮いた家」と考えた持田は、その中のひとつの家を実 際に浮かせまし

人が入ることがまたひとつ。穴の上はこんもりとした小さな山で、人はここに

た。
「 昔そこに住んでいた人や、その子どもの、伴侶の、妹の、だれかが、その家

立つことができるというのもまたひとつ。入る前と出た後とでちょっとだけ

を継いでいるはずではあるが、彼らがその家に帰ることはない。家は宙に浮い

違ってみえる景色があれば、それが穴というものの正体なんだとおもいます」

ている。地に足がつかず、まるで幽霊のように、見慣れたのっぺらぼうの顔を

（梅田哲也）

G15

米谷家付近

通りに向けながら」
（ 持田敦子）

吉田家の石蔵

真鍋大度 + 神谷之康研究室
dissonant imaaaginary

G20

Daito Manabe +
Kamitani Lab.

米谷家付近

浅野忠信

Tadanobu Asano

無題

2019

Untitled

「ライゾマティクス」を主宰するアーティスト真鍋大度と京都大学の神谷之康

本作は俳優・浅野忠信自身が描いたドローイングで、ハードロック的なものか

研究室とのコラボレーションによるオーディオビジュアルインスタレーション
で、音を聴くことで 変 化する視覚野、連合野の脳活動データを用いて画像を

ら、デッサン、落 書き、漫画、アメコミ、抽象など多岐にわたっています。2013

再構成する様子を可視化しています。
「 音楽は映像体験にどのような影響を与

年中国での撮影時の隔離された長い待ち時間をきっかけに、映画の台本やス
ケジュール表の裏、ホテルのメモ帳、薬袋などにボールペンで描き始め、現在

え、またその逆に映像によって音楽体験はどの様に変化するのであろうか。映
画を観ただけで脳活動から音楽が自動で生成される、または音楽を聴いただ

まで 6 年間、4000 枚という膨大な数になりさらに続いています。2019 年 6 〜7

けで映像が生成される未 来はどの様な形で実現されるのだろうか」
（ 真鍋大

月に書かれた最新作も含まれています。日本屈指の特異な表現者の思考を絵
の中に垣間見る時、実は人間がどこにでもいける自由を持っていることに驚

度+ 神谷之康研究室）

かされ、大きな勇気をもらいます。本展では 57点を展示。

G16

青いトタンの納屋

ロイス・ワインバーガー

G21

Lois Weinberger

小道̶ 場所の破壊的な征服

米谷家付近

小宮麻吏奈
蓬莱島古墳

2001/2019

Marina Komiya

2019

Paths – subversive conquest of area 2001/2019

Isle of the Immortals tomb 2019

キクイムシが樹皮に残す木をかじった跡をモチーフとした壁画です。同時に

小宮麻吏奈は 1992 年生まれのアーティストです。現在は主に「人類における

植物の幹と枝、虫の翅に浮かび上がる脈とも重ねており、植物と動物は生きも

新しい生殖の可能性」を自身の身体を起点に、複数のメディアを通して模索し

のである点で同じだと言います。ときに破壊的に、秩序を越えて自由に進む自

ています。
「 かつて人々は、古墳を作っている間、
『 もがり』という宴を行ってい

然の力は、空間に自由なエネルギーを与えます。小屋のトタン壁の三面に描か

ました。それは、人をまだこちら側とあちら側の間にいると仮定し、戻ってくる

れており、小屋全体が自然から影響を受けているように見えます。
「 動物は成

ように、囲み、踊り、食事をする宴です。海の向こうではまだ、宴の最中です。こ

長の道のりをつくる― 植物という生きもののイメージ 主脈＝幹 側脈＝枝

こは、今も浦島太郎がいる場所……理想郷と、思想を同じくする古墳というモ

育房＝果物 場所の破壊的な征服」
（ ロイス・ワインバーガー）

ニュメントとが重なる、生者と死者が、現在と未来の間で共に立つための舞台
です」
（ 小宮麻吏奈）

G17

旧駄菓子店 奥田屋

伊藤存＋青木陵子

G2

Zon Ito + Ryoko Aoki

木村旅館

ロイス・ワインバーガー
Lois Weinberger

海に浮かぶ畑がつくり始めると、船の上の店は伝言しだす 2019
When the field floating above the ocean begins to make, the shop on the ship begins to send word. 2019

G3

「船の上の店 メタモルフォーセス は、かつての駄菓子屋をお店になおし、島
の空家で 発見したものに何か手を加えることで商品にして販 売しています。
術を提供して出来ました。商品のあいだには、島で見つかった手仕事やドロー
イングなどの作品も同時に展示されます。店の商品や作品は、数珠繋がりで

G4

作られていて、浴衣はバックに、バックはスカートに、スカートはドローイング

ロイス・ワインバーガー

ガーデン

1994/2019

ロイス・ワインバーガー

植物の生命

2011

The Life of Plants 2011

熊野神社

ロイス・ワインバーガー
Lois Weinberger

G8

Garden 1994/2019

熊野神社

Lois Weinberger

に、ドローイングは鳥かごに、鳥かごは植木鉢になり、延々と続いていきます」

2000

Histological Section 2000

熊野神社

Lois Weinberger

商品は青木と伊藤によって依頼された様々な土地や職業の人がアイデアや技

組織学の断面

G5

1996

A PLACE... 1996

市民バス網地島線「上ノ山」バス停

バリー・マッギー
Barry McGee

G18

ある場所

無題（バス停）2019
Untitled (Bus stop) 2019

座敷の家の空き地

ロイス・ワインバーガー
Lois Weinberger

ガーデン

2019

Garden 2019

（伊藤存＋青木陵子）
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