
石巻市を舞台に繰り広げられた
「いしのまきのアート展」は、
2015年度のSOUPの活動にとって、
大きな要となりました。
参加型展示会の開催に至るまで、
現場ではどのようなことを実践していたのでしょうか。
石巻の108日間を追うとともに、
その後仙台で開催した、
もうひとつの展示会でみえてきたことにも迫ります。

まちにアートが
まざり、
何が起こったか。
アートが石巻を変えた108日の記録

chapter 01

●写真：「いしのまきのアート展/熊井由実展」橋通りCOMMON/トレーラーハウス08
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石巻にアートを
「まぜる」ために。

ペンギンズアート工房への探訪をきっかけに、私たちは石巻の持つ可能性に注目しました。「新しいものが

生まれる力」が凝縮する、東日本大震災後の石巻だからこそできることがあるはず。その思いが実践研修

「まぜる塾」、そして「いしのまきのアート展」に結実するまでを追います。

宮城県内の特別支援学校に勤務していた宮川和子さんはある
とき、障害のある子どもたちの表現や能力の可能性に気づきま
した。宮川さんは特別支援学校を退職した後、2011年に石巻
市の自宅工房を拠点としてペンギンズアート工房を開設。障害
のある子どもたちは、仕事に就くと多くの場合、芸術文化活動
の機会が減ってしまいます。そこで彼らが生きがいを持ちなが
ら生活することを目的に、家族とともに市民活動としてアート活
動を行うことができる場所としてペンギンズアート工房を立ちあ
げました。
ペンギンズアート工房は、2013年に岩手県で開催されたエイ
ブル・アート・ジャパンによるセミナーに参加し、2014年の
SOUP報告会では活動紹介を行いました。メンバーの活動に
対する情熱は素晴らしく、作品も目を見張るものが数多くあり
ました。

01. ペンギンズアート工房を訪ねて

●写真：「活動訪問ツアー＆障害のある人と表現活動を
考える語り場」ペンギンズアート工房（2015年8月8日）●写真：「いしのまきのアート展」橋通りCOMMON/Gallery suisEi10 11
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2015年9・10月、参加型展示会に向けて、まちにアートをま
ぜる実践研修「まぜる塾」を開催。宮城県美術館学芸員教育普
及部の齋正弘さん、松﨑なつひさん、halken.LLPアートディ
レクター、東北芸術工科大学准教授のアイハラケンジさん、
halken.LLPキュレーター、フォトグラファーの三浦晴子さんら
を講師にワークショップを行いました。初回の「まぜる塾」では、
ペンギンズアート工房のアーティストによる動物の陶器作品を
まちの中に置いて写真を撮る、「まちにアートをまぜる体験」を
実際に行いました。
その後、具体的に展示会の企画を話しあい、アートディレクター
が参加者の現場を訪問する相談会なども開催。コンセプトの設
定やより魅力的にみせるための提案、アドバイスが行われまし
た。また各団体を訪れて現場の空気を感じ、アーティストに会う
ことはアートディレクターにとっても刺激になり、よりよい連携へ
とつながっていきました。
２回目の「まぜる塾」では、会場や展示方法などについて具体
的な話しあいが持たれました。その結果、展示会場が石巻市の
商店街にある店舗やコミュニティスペースに決定。SOUP事務
局のセレクトした会場のほかにも、参加者が新たに交渉、開拓
した会場もあり、自立的な取り組みがみられました。
設営も参加者とアートディレクターが協力して行い、作品を効果
的にみせるためのディスプレイ方法、作品の取り扱い方などを、
実践を通して学びました。

03. 「まぜる塾」の実践！

●写真：いずれも実践型研修会まぜる塾①「まちに
アートをまぜる」（2015年９月７日）　上：一般社団
法人まきビズ/ワークショップ風景　中：参加者作品　
下：石巻のまちの本棚/ワークショップ風景

東日本大震災後の石巻市での「新しいものが生まれる力」を、
障害のある人と芸術活動に取り組む福祉施設やアトリエ、アー
ティストにつなげることを目的に、「まぜる」をコンセプトとした
参加型展示会をつくることを決めました。
2015年8月、活動訪問ツアー＆語り場として、ペンギンズアー
ト工房を訪問。ペンギンズアート工房のアーティストたちが絵
画、陶芸、書などあらゆる方法で表現活動を行う現場に立ちあ
わせてもらいました。
その後、石巻市の福祉施設が運営するレストランいちを会場に
「障害のある人と表現活動を考える語り場」を開催しました。
「障害のある人の表現の可能性をひきだし、どう発信するか」
「福祉を開く」をテーマに、コメンテーターの宮城県美術館教育
普及部の齋正弘さん、東北工業大学ライフデザイン学部安全安
心生活デザイン学科准教授の古山周太郎さん、halken.LLP
のキュレーター、フォトグラファーである三浦晴子さんを交え、参
加者同士で語りあいました。
この語り場をきっかけに、その後、地域や業種を超えたコラボ
レーションが誕生しました。ペンギンズアート工房で書を行って
いる様子をみた仙台市の福祉施設のスタッフが「踊りたくなっ
た」という発言をしたことをきっかけに、書とダンスのコラボ
レーションへと発展。また、この時に参加したコメンテーターの
古山周太郎さんを中心に東北工業大学の学生を巻き込んだプ
ロジェクトへとつながっていきました。

02. 新しいものが生まれる力

●写真上：「活動訪問ツアー＆障害のある人と表現活動
を考える語り場」レストランいち.●写真中下いずれも：
「活動訪問ツアー＆障害のある人と表現活動を考える語
り場」ペンギンズアート工房（2015年8月8日）12 13
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「いしのまきのアート展」で     何が起こったか。
語り場やまぜる塾などを経て、2015 年 10 月23日（金）～ 11 月23日（月・祝）、石巻市内の19 会

場で「いしのまきのアート展」が開催されました。ここにたどり着くまでにはさまざまな苦労がありました。ペ

ンギンズアート工房代表の宮川和子さんは、1店舗につき5回以上、ご協力のお願いに伺ったといいます。

「まちの中にアートをまぜる、それも障害のある子どもたちのアートを展示していただくことは、とてもハー

ドルが高いことでした」とアート展終了後に振り返っていました。一方で、ペンギンズアート工房スタッフ

の宮川以子さんは老舗の店舗のドアをノックするときには緊張したけれど、温かくむかえてくれました、と

語っていました。作家・浅野敬志さんの母・雅子さんは、搬入・搬出も含めて作品の展示に手間と時

間がかかることに驚いていました。このように、それぞれの立場によって新たな経験を重ねながら、かたち

になっていった「いしのまきのアート展」。ここでは、会期中に行われた各イベントやどのような会場でどの

ような作家の作品が展示されたのかなどを説明しながら、アート展で起こったことに迫っていきます。

●写真：「いしのまきのアート展」オープニングセレモニー/コラボレーションライブ～書道xパフォーマンスxHOYAPAI/社会福祉協議会（2015年10月24日）

2015年10月24日（土）15:00～16:00
社福協ビル1階ホール
オープニングセレモニーとして、仙台市でダンスなどの表
現活動を行っている多夢多夢舎中山工房のパフォーマー
とペンギンズアート工房で書道を行う作家による、地域を
超えたコラボレーションライブが開催されました。これは8月

に開催された語り場で、阿部晃大さんの「踊」という書を
みた多夢多夢舎中山工房のスタッフが、書道とダンスのコ
ラボレーションを考えたことで実現した企画です。演出と
舞台美術には、仙台市と石巻市で活動する若いクリエイ
ターたちが参加しました。女性の象徴であるおっぱいと
三陸の海で養殖されているホヤをモチーフにした
HOYAPAIという作品をつくっているアーティスト・太田
和美さんが舞台美術を担当。また舞踏家の千葉瑠依子さ
んが演出を行いました。

コラボレーションライブ
～書道×パフォーマンス×HOYAPAI～

オープニングセレモニー

14 15
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佐藤洋甫 展
（ペンギンズアート工房）
キャラクターが大好きな洋甫さん。
洋甫さんの頭の中で、
キャラクターは自由に動きます。
楽しそうに、
あっというまに描きます。
─
会場：日和キッチン
（石巻市立町2-7-26）
オープン日時：
金曜 16:30～20:30（L.O.）
土～日曜 6:30～9:30、11:30～14:30

【いしのまきのアート展 会場図】
宮城県石巻市内各所
中央商店街ほか／
立町大通り～アイトピア通り～橋通り
─
2015年10月23日（金）～11月23日（月・祝）
※開催時間は会場ごとに異なる

菅野眞二、佐藤 渉、
菅原大二郎、永沼楓太 展
（ペンギンズアート工房）
石巻で活動するアーティストの
ポップで力強いイラスト展。
─
会場：ペンギンズギャラリー
（石巻市立町2-6-25）
オープン日時：金～日曜、祝日
11:00～16:00

佐々木昭紀 展
（ペンギンズアート工房）
昭紀さんの陶芸作品は、
幻想的でまるで守り神のような
存在感があります。
細かい部分も
手先で器用につくります。
─
会場：Tree Tree Ishinomaki
（石巻市立町2-5-19）
オープン日時：
火～日曜（不定休の場合有）
11:00～16:00

安藤修二＆ヴァン 展
（ビートスイッチ）
視覚に障害のある安藤さん
が撮影した石巻の風景写真
を立体プリントしました。
協力：コニカミノルタ・
ビジネスソリューションズ
株式会社
─
会場：一般社団法人まきビズ
（石巻市中央2-2-10）
オープン日時：土～日曜
11:00～16:00

石川博基 展
（多夢多夢舎中山工房）
ほかのどんな素材にも
興味を示さない石川さんが、
唯一絵を描くのが新聞紙。
今回は石巻日日新聞とコラボしました。
─
会場：石巻ニューゼ
（石巻市中央2-8-2）
オープン日時：火～日曜
11:00～18:00

大竹徹祐 展
（SOUP 企画展）
毎日描き続ける大竹さん。
その緻密な絵画と美しい線を
ご覧ください。
─
会場：橋通りCOMMON/
Gallery suisEi 
（石巻市中央2-8-9）
オープン日時：金～日曜、祝日
11:00～16:00

熊井由実 展
（アトリエYUMIN）
由実さんによる、
息づかいのような感触の
手織り作品を用いた
空間インスタレーション。
─
会場：橋通りCOMMON/
トレーラーハウス
（石巻市中央2-8-9）
オープン日時：金～日曜、祝日
11:00～16:00

浅野喬俊 展
（ペンギンズアート工房）
色鮮やかな粘土で
12カ月を表現しました。
クラフトが得意な喬俊さんの作品。
─
会場：高橋園茶舗
（石巻市立町2-4-34）
オープン日時：不定休
10:00～17:00

まぜるショップ in
観慶丸本店
（SOUPセレクトショップ）
障害のある作家の
絵を使った商品や、
全国の福祉施設から
セレクトした商品の販売を行います。
─
会場：観慶丸本店
（石巻市中央2-8-1）
オープン日時：水～月曜 
10:00～18:00

SOUPブックセレクト 展
（SOUP 企画展）
障害のある人の
表現活動に関連する
おすすめの書籍を
ご紹介します。
─
会場：石巻のまちの本棚
（石巻市中央2-3-16）
オープン日時：土～月曜
11:00～18:00

成田健太郎 展
（SOUP 企画展）
2015年 6月に仙台市で開催した、
Art To You!東北障がい者
芸術公募展の
青森県からの招待作家である
成田健太郎さんの作品をご紹介します。
─
会場：レストランいち （石巻市千石町4-8）
オープン日時：金～日曜 15:30～17:00
※レストランの通常営業時間内（金～火曜11:00～15:00）は
お食事とともにお楽しみいただけます。
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中島敏也 展
（多夢多夢舎中山工房）
どんなものでもロボットにしてしまう
「タムロボ」が、「変だけどカワイイ!」と
大人気。そんな「タムロボ」が描けるのは、
いつもの笑顔と、
高い描写力があるからこそ。
─
会場：いしのまきカフェ「　」
（石巻市穀町14-1 エスタ内）
オープン日時：土～水曜
11:30～16:00 ※11/3のみ展示休 I

工藤 生 展
（多夢多夢舎中山工房）
バスと電車が大好きな工藤生さん。
絵のモチーフにも
電車やバスを選ぶことが多く
独特の線と色づかいが魅力です。 
─
会場：ブティックBAKU
（石巻市立町2-7-20）
オープン日時：月曜・水～土曜
11:00～19:00
※13:00～14:30 は不在

むなかたあきこ 展
（ペンギンズアート工房）
水彩の優しい色が、
見る人も優しい気持ちに
させてくれる、
むなかたあきこさんの作品。
─
会場：四季彩食 いまむら
（石巻市中央2-7-2）
オープン日時：月～土曜
18:00～23:00（22:00 L.O.）

阿部晃大 展
（ペンギンズアート工房）
いつも笑顔の晃大さん。
筆を握ると真剣な目で
アートな書に挑戦しています。
─
会場：居酒屋 炭や
（石巻市立町2-5-40）
オープン日時：不定休
17:00～0:00（23:30 L.O.）
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浅野喬俊 展
（ペンギンズアート工房）
2016年の干支である申（さる）の
置物をつくりました。シックな黒と、
かわいいピンクの二種類。
2015年の未（ひつじ）も
味わい深い。
─
会場：二色餅
（石巻市鋳銭場3-14）
オープン日時：月～土曜
9:00～（餅が売切次第閉店）

浅野敬志、高橋 連 展
（ペンギンズアート工房）
曲を聴きながら
好きな歌の歌詞を、
どんどん書にする高橋連さんと、
グラデーションの表現が美しい
浅野敬志さんのジャジーな世界。
─
会場：楼蘭
（石巻市中央2-3-19）
オープン日時：木～火曜
11:30～14:00、17:30～22:30

平塚俊彦 展
（ペンギンズアート工房）
写真をみて細かな
スケッチをするのが得意な
平塚俊彦さんの絵画。
好きな人物を描きます。
─
会場：かめ七呉服店
（石巻市中央2-4-18）
オープン日時：水～月曜
10:00～18:00
※第1水曜は定休

むなかたあきこ 展
（ペンギンズアート工房）
自分で絵の具を選び、
自分の世界を表現します。
水彩の表現が素敵な、
むなかたあきこさんの作品。
─
会場：相澤商店
（石巻市立町2-4-36）
オープン日時：月～土曜
10:00～18:00
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多くの店舗のご協力のもと、実現できた「いしのまきの
アート展」。会期中に配布されたチラシでは、各展示会場
と作家の作品紹介を掲載しました。

「いしのまきのアート展」
展示会場・作家一覧 F
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●主催：特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン●後援：宮城県、仙台市、石巻市、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会、社会福祉法人仙台市社会福祉協議会、社会福祉法人石巻市社会福祉協議会、石巻商工会議所、石巻市教
育委員会、公益財団法人宮城県文化振興財団、公益財団法人仙台市市民文化事業団、河北新報社、石巻かほく、石巻日日新聞社、ラジオ石巻ＦＭ76.4●協力：アーティスト太田和美、NPO石巻広域クリエイティブアートの会ペンギンズ
アート工房、石巻市子どもセンターらいつ、社会福祉法人石巻祥心会、一般社団法人ISHINOMAKI2.0、特定非営利活動法人輝くなかまチャレンジド地域活動支援センターこころ・さをり、観慶丸本店、特定非営利活動法人多夢多夢舎中
山工房、てつがくカフェ＠せんだい、東北工業大学ライフデザイン学部安全安心生活デザイン学科古山研究室、橋通りCOMMON、認定特定非営利活動法人ばざーる太白社会事業センター（略称：ビートスイッチ）、halken.LLP、一般社
団法人まきビズ

●写真1段目左から：「熊井由実展」橋通りCOMMON/トレーラーハウス、［SOUP交流会］橋通りCOMMON、［SOUP交流会］橋通りCOMMON、「浅野敬志・高橋連展」（高橋連）楼蘭、「むなかたあきこ展」四季彩食いまむら、
「SOUPブックセレクト展」石巻のまちの本棚●写真2段目左から：［SOUP交流会］橋通りCOMMON、「熊井由実展」橋通りCOMMON/トレーラーハウス、HOYAPAI、SOUPスタンプラリー、「中島敏也展」いしのまきカフェ「 」、「て
つがくカフェ@いしのまき」いしのまきカフェ「 」●写真3段目左から：「まぜるショップin 観慶丸本店」観慶丸本店、「ファブリックアートパネル『いしのまきの物語』をつくろう！」石巻市子どもセンターらいつ、「佐々木昭紀展」Tree Tree 
Ishinomaki、「浅野喬俊展」二色餅、「美術たんけん＠いしのまき」、「菅野眞二・佐藤渉・菅原大二郎・永沼楓太展」ペンギンズギャラリー●写真4段目左から：「石川博基展」石巻ニューゼ、「菅野眞二・佐藤渉・菅原大二郎・永沼楓太
展」（菅原大二郎）ペンギンズギャラリー、「視覚障がい者旅行電車でGOまち歩きアート鑑賞ツアー」（「安藤修二＆ヴァン展」）一般社団法人まきビズ、「まきぐるみkappo」橋通りCOMMON、［SOUPフラッグ］アイトピア通り、「佐藤洋
甫展」日和キッチン●写真5段目左から：「ファブリックアートパネル『いしのまきの物語』をつくろう！」石巻市子どもセンターらいつ、「ファブリックアートパネル『いしのまきの物語』をつくろう！」石巻専修大学４号館、「まきぐるみkappo」
アイトピア通り、「浅野敬志・高橋連展」（浅野敬志）楼蘭、「工藤生展」ブティックBAKU、［SOUPスタンプラリー］橋通りCOMMON/Gallery suisEi

「いしのまきのアート展」 のようす
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2015年10月25日（日）13:00～16:00
住吉神社前集合
宮城県美術館教育普及部の齋正弘さんをファシリテー
ターにむかえ、まち歩きを楽しみながら、「いしのまきの
アート展」会場をめぐりました。普段は気づかない視点で
まちの中の風景を、そして展示作品を鑑賞することに挑戦
したイベントでした。震災により一度壊れてしまったから
こそ、建物の裏側をはじめとして、みえてくるものがある。
それが新しい視点を養うことにつながり、見方を変える訓
練ともなりました。また、異質な存在に対しても受け入れる
素養があるまちであることもわかってきました。

美術たんけん＠いしのまき
イベント

2015年11月7日（土）13:00～15:00
2015年11月8日（日）10:00～12:00
石巻市子どもセンターらいつ
ボブホーホー（ウエダトモミ+ホシノマサハル）をファシリ
テーターにむかえたこのワークショップは、参加者が５つの
テーブルにわかれ、「ほし」「もり」「やま」「まち」「うみ」を
イメージした布に、自分がイメージするカタチを描き、それ
を版にしてシルクスクリーンでプリント。自分が描いたカタ
チが、さまざまな色で、布の下絵に重なっていきました。そ
れを重ねていくうちに、90×90cmのパネル5連作の大
きなファブリックアート「いしのまきの物語」が完成しま
した。ここでは、障害のある人ない人、子ども、大人など、
いろいろな人がまざりあって場をつくりあげて、それが一
つの作品へとつながっていきました。完成した作品は、11
月21日（土）、22日（日）に石巻専修大学を会場に開催
された「子どもの権利条約フォーラム2015in石巻」でも
展示されました。

ファブリックアートパネル
「いしのまきの物語」をつくろう！

イベント

2015年10月31日（土）13:00～16:00
アイトピア通り
一般社団法人まきビズ、東北工業大学古山研究室、石巻
市民の有志の方々による協働企画として行われたワーク
ショップ「まきぐるみkappo」では、地元住民や学生、障害
のある人、町外からの参加者など、多様な立場の人たちが
一緒にまざりながらまちを歩きました。
まきビズの阪本佳代子さんは、「今回のテーマが『まぜる』
だったので、障害の有無、年齢、住んでいる場所が異なる
ような、さまざまな背景の人たちをつなぎたいという思い
がありました」と語ります。
参加者は5つのグループにわかれて、まちの魅力などにつ
いて意見を交わしました。そしてチームごとに写真を撮り
ながら、商店街やアート展会場をkappo（＝まちあるき）
して、地元の人との交流も楽しみました。
そしてワークショップ会場に戻り、まちのよかったところや
困ったところをカードに書き込み、店舗のPRカードを作成。
それを東北工業大学の学生さんたちが制作した模型に貼り
付け、まちをどのように感じたのか話しあいました。
東北工業大学の学生・小野良太さんは、いろいろなジャン
ルのいいところが発見されて、今回のまちあるきはいい経
験になった、と振り返りました。また、被災地障害者セン
ターいしのまき（現・石巻にょっきり団）の石森祐介さん
（当時スタッフ）は「震災後、当事者の動きが施設職員もし
くは関係者といった狭い領域で行われているところが多
かったですが、今回のイベントのように社会や他の団体と
関わる動きがやっと生まれてきたんだなという実感があり
ます。わたしたちもそうした環境をつくっていきたいと考え
ております」と述べました。
全体を振り返り、東北工業大学の准教授・古山周太郎さ
んは「さまざまな種類の障害のある人たちや学生などと一
緒に歩くのは、なかなか貴重な経験だったので、とても興
味深かった。成果をかたちに残すことも含め、これからも
継続的に取り組んでいきたい」と語りました。

まきぐるみkappo
イベント

●写真：「いしのまきのアート展」関連企画「まきぐるみkappo」一般社団法人まきビズ（2015年10月31日）●写真：「いしのまきのアート展」関連企画「ファブリックアート『パネルいしのまきの物語』をつくろう！」石巻市子どもセンターらいつ（2015年11月7日）

●写真：「いしのまきのアート展」関連企画「美術たんけん＠いしのまき」（2015年10月25日）
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2015 年11月22日（土）14:00～17:00
いしのまきカフェ「　」
てつがくカフェ＠せんだいの西村高宏さん、近田真美子さ
んの協力のもと、「まざる」をテーマに障害のある人の表
現活動に関わる参加者のみなさんと、対話を通して問いを
深めたてつがくカフェ@いしのまき。
障害のある人が社会に対して「まざる」には努力が必
要で、人に合わせなければならず上下関係が生まれること
もあります。しかし、「いしのまきのアート展」では、障害の
ある人たちがアートを切り口に胸を張って地域に「まざる」
きっかけになることを感じたという意見があがりました。
また、東日本大震災後、「復興」という目的に向かって異
なる立場の人たちが協働していますが、この場合も支援を
する側とそれを受ける側に上下関係が生じることもある
ほか、一方的な関係では一過性のものになってしまいがち
なため、十分な対話や相互理解が必要だということを確
認した場面もありました。
異なるもの同士がお互いを理解して認めあうことによって
初めて「まざる」ことができる。そのためにはコミュニケー
ションをとり、時には議論し、時間をかけることが必要で、
これらが融合し新しい価値観を共有したときに、大きなエ
ネルギーが生まれるとの意見もありました。

てつがくカフェ@いしのまき
テーマ「まざる」

イベント

2015年11月1日（日）
いしのまきのアート展会場
視覚障害のある人たちは、視覚支援学校卒業後に就労を
するのが難しい状況にあり、自宅に引きこもってしまう人
も少なくありません。そこで、認定特定非営利活動法人ば
ざーる太白社会事業センター（以下、ビートスイッチ）は、
生活の中で楽しみをみつけて、社会と関わりをもつように
支援活動を行っています。
2011年からは視覚障害のある人向けの絵画鑑賞ツアー
を実施していますが、表現者の立場からアート活動を展開
する可能性についても検討していました。2014年には、
視覚障害のある人たちと表現をする機会をもちたいとの
相談がSOUP事務局に寄せられ、相談の結果、立体コ
ピー写真を制作する企画を実行しました。
その経験を得て、2015年にはビートスイッチのスタッフが
石巻で行われた「まぜる塾」に参加。これをきっかけに、か
つて仕事で石巻に通っていたことがあり、ビートスイッチの
絵画鑑賞ツアーにも参加していた中途失明者である安藤
修二さんに石巻の写真撮影を依頼しました。それを受けて、
安藤さんは昔の石巻と復興に向かっていく石巻、それぞれ
をイメージして石巻市内で撮影。立体コピー写真として現
像し、アート展の会場に展示しました。
今回行われた鑑賞ツアーは、JR仙石線全線運転再開を
祝し、視覚障害のある人7人を含む20人が電車に乗って
石巻を訪れたものです。移動中の車内では、電車好きの
視覚障害のある人から仙石線に関する解説がきかれた場
面もありました。石巻到着後は、アート展の会場をめぐり、
安藤さんの立体コピー写真を鑑賞し、作品の特徴や感想
を伝えあいました。
視覚障害のある人にとっても、写真撮影などを通してアー
ト作品を制作する可能性と間口がよりひらかれた企画とな
りました。

視覚障がい者旅行
電車でGOまち歩きアート鑑賞ツアー

イベント

●写真：「いしのまきのアート展」関連企画「てつがくカフェ@いしのまき」いしのまきカフェ「　」（2015年11月22日）●写真：「いしのまきのアート展」関連企画「視覚障がい者旅行電車でGOまち歩きアート鑑賞ツアー」ペンギンズギャラリー（2015年11月11日）22 23
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「いしのまきの
アート展」を
振り返って。

　　　　　　　　　　　　　

講師やキュレーター、ディレクターとして関わった人たちからは、

このアート展がどのようにみえていたのでしょうか。

ここでは全体を振り返りながら、個 の々意見をきかせていただきました。

齋正弘（宮城県美術館教育普及部）
※「いしのまきのアート展」に向けた研修「まぜる塾」の塾長、
会期中イベントのファシリテーターを担当

石巻はとにかく面白いまちだ。見方を変えると、すごく変なものがたくさんある。津波で壊れて
しまった建物はその構造が丸みえだったり、市役所はデパートの建物に入っていたり。そうい
うまちだから、普段とちがう見方をする訓練になるまちだともいえる。
今回の「いしのまきのアート展」で感じたことはキュレーター、ディレクターとアーティストの関
わり方について。例えば、展示する際にアーティストが描いたサイズよりも拡大することが
ある。そういうふうに、この絵はこうしたほうがいいとか、展示をするときにこの絵とこの絵は
離したほうがいいといった指示が出せる人が必要なのだ。
ちゃんとした絵というのは売りにくい。上手い人がすでにたくさんいるからだ。まだ知られてい
ない人の絵を売るためには、みる人が自分の中で作品化するようにすることが必要なこと。
一つひとつが意味をもたないで、これでしかないもの、これは何だろうと思う不思議なもの
であり、それでしかないもの。そういうものがどんどんつくれていくといい。

これでしかないもの、それでしかないもの。

アイハラケンジ（halken LLP）
※「まぜる塾」の講師、
「いしのまきのアート展」のアートディレクションを担当

今回のプロジェクトで意識したことは、作家たちによって作られ
た作品に意味や価値を付加するのではなく、作品に対して意味
や価値が付加されやすい「仕掛け」をつくってあげることでし
た。作品に対する意味や価値というのは、キュレーターやディレ
クターが付けていくのではなく、それを見る人の中でつくられて
いくからです。キュレーターやディレクターは、あくまでも作品を
見る人たちのお手伝いをするということだと思っています。
それは個々の作品だけではなく、それを括るアート展自体にもい
えることだと思います。アート展自体に意味や価値を付加するの
ではなく、参加した人たちの中に意味や価値が付加されるよう
な「仕組み」になっているかどうか。もしくはその端緒を適切に
すくい出せるかどうかがポイントといえるでしょう。
話は変わりますが、世の中に異質なものが放り出されると、
逆に、世の中に普通に疑いなく存在していたものが相対化され、
本質があぶり出されます。「まぜる」とはそういうことなんだとい
うことをみなさんに伝えたくて、「まぜる塾」では、古今東西の
異質なアート作品をレクチャーしたり、異質なもの（＝アート
作品）を街に置いてみることで、街自体の見え方を変えてみる
といった試みもおこないました。さまざまな制約や、こちらの準
備不足などもあり、課題の残る部分が多かったのも事実です
が、こういった試みは、SOUPのみなさんと今後も続けていき
たいと思います。
最後に。アート展というものは、どう続けていくかというよりも、
どういう終わりかたになっているか、うまく終わっているか、と
いうことから検証されるべきです。その先に続く、別の展開が
重要なのであって、単にアート展が続くだけだと、それが目的
化されてしまうだけです。そういう意味で、何よりも嬉しかった
のは、今回のアート展をきっかけにその後の新たな動きがあっ
たことです。特にペンギンズギャラリーの動きには今後も注目し
たいです。

「まぜる」仕掛けをつくる。
三浦晴子（halken LLP）
※「まぜる塾」の講師、
「いしのまきのアート展」企画展キュレーションを担当

石巻市にある自宅を教室にしたペンギンズアート工房を訪
ねた。机を囲んで絵を描き、リビングでは陶芸、仏間では書道、
それぞれが得意な手法で創作活動をしていた。傍には親御さ
んやヘルパーさんが寄り添っている。誰かが「きー」と声をあ
げると向かいのひとりが「ぴょ～」といい、独自の世界に集中
しながらも、不思議に呼応している空間。それがBGMのよう
に響く中、黙々と描き続け、つくり続けている。彼らの感覚を
もっと知りたいという気持ちになった。
「まぜる」をテーマにした「いしのまきのアート展」では、商店
街が会場になった。お店がより魅力的になるような展示づくり
に重点をおき、ご家族やサポーターがお店を訪ね、交渉し、人
がまざり、街にアートがまざった。福祉関係の展示では、発表
することに手一杯になりがちだが、みせる意識をもっと高める
ことが必要だ。
障害のある人と一緒に街を歩くワークショップでは、車椅子に
対する障害をみつけるだけではなく、街の人の優しさも知った。
視覚障害のある人からは、言葉だけで伝える面白さに気づか
された。障害があることには、ポジティブな面もたくさんある。
ご家族からは「迷惑をかけないように」という遠慮がちな意見
が多くきこえる。理解ある環境で穏やかに創作している工房は、
一生懸命に築いてきたごくわずかな空間だったことに気が
ついた。
まずはポジティブな入り口から、関心を持ってもらい、個々の
関係を築くことで、暮らしの中にある障害を乗り越えられるよ
うに思う。大好きな友達を手助けするのは、とても自然なこと。
障害のある人のアート作品に出逢い、「なんだこりゃ？」「素
敵！」から「もっと知りたい！」というファンが増え、障害のあ
る人もない人もまざりあって暮らしていける環境ができて
いって欲しい。アート展が、「障害があるからこそ、生まれる
魅力がある！」という発見を育くんでいく場になったらいいと
思った。

ファンからはじまる、つながり。

●写真：浅野喬俊作品/ペンギンズアート工房所属
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「宮城をめぐる」を
検証する。
「はじめましてSOUP展」（2015年1月／仙台市）を皮切りに、「やまのもとのアート展」（2015年2月／

山元町）、そしてこれまで紹介してきた「いしのまきのアート展」といった実践的な研修会、参加型展示会

を行ってきましたが、果たしてこの活動によって障害のある人の芸術活動を取り巻く環境はどのように変

化したのでしょうか。「はじめましてSOUP展」を開催したせんだいメディアテークを会場に、これまでの活

動を検証する展示を行いました。

●写真：「きてみてあじわうSOUP展」での集合写真

2015年12月13日（日）～15日（火）10:00～20:00
せんだいメディアテーク1階オープンスクエア
出展作家12人／出展作品44点
来場者数約2,500人／ボランティア７人
会場では「はじめましてSOUP展」に引き続き、宮城県内の
作家とアートスペースの紹介をカードによって行ったほか、宮城
県内の作家、作品の展示やこれまでの活動記録を紹介しま
した。
また、関連企画として12月13日（日）に石巻での実践を振り
返り、参加者が語りあう「石巻の『まぜる塾』実践報告会」と
「SOUP交流会」を実施。12月15日（火）には「めぐる（循環）
～障害者と文化芸術活動.vol.4～」をテーマに、てつがくカ
フェを行いました。
会場であるせんだいメディアテークは仙台市民図書館、市民
ギャラリーなどを抱える複合施設であり、芸術文化活動に関
心がある人たちの往来が多いため、2014年度同様、3日間
の開催ながらも多くの来場者をむかえることができました。
また報告会を実施したことで、参加型展示会の参加者がアー
ト展を振り返り、成果や課題を検証でき、その内容を来場者と
共有できたことが大きな感動となって、今後の活動のはずみ
となりました。　
仙台市市民文化事業団やせんだい・みやぎNPOセンター
など、県下の大きなセクターの関係者も多く来場し、本モデル
事業の内容や成果を深く知っていただく機会にもなりました。
宮城で行ってきた関係者や作家の掘りおこし、ネットワークづ
くりといった、さまざまな横軸の関係性の構築。それを仙台で
まとめあげ、福祉の枠を超えて紹介することができました。

きてみてあじわうSOUP 展

●写真（3点とも）：「きてみてあじわうSOUP展」の様子

●主催：特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン●後援：宮城県、仙台市、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会、社会福祉法人仙台市社会福祉協議会、公益財団法人宮城県文化振興財団、公益財団法人仙台市市民文化事業団、
河北新報社●協力：社会福祉法人山元町社会福祉協議会、NPO石巻広域クリエイティブアートの会ペンギンズアート工房、石巻市子どもセンターらいつ、アーティスト太田和美、せんだいメディアテーク、特定非営利活動法人多夢多夢舎中
山工房、てつがくカフェ＠せんだい、東北工業大学ライフデザイン学部安全安心デザイン学科古山研究室、halken.LLP、認定特定非営利活動法人ばざーる太白社会事業センター（略称：ビートスイッチ）、ボブホーホー［ウエダトモミ＋ホ
シノマサハル］、特定非営利活動法人ポラリス、一般社団法人まきビス
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まぜると世界が変わる　障害者の芸術活動支援モデル事業@宮城 2015-2016 chapter 01　まちにアートがまざり、何が起こったか。




