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Tokyo: Festival’s Eve

Mitsuru Kuramoto

The day was upon me before I knew it. Every cell in my body 
stirred. An auspicious day for tasting joy and sadness and all 
the rest, right here, right now. In what mood shall I approach 
it? I am sure to see this person and that person. The sound of 
the beginning drifts in from far away, and I chase after it at a 
run, toward scenes sure to be unforgettable. Drink, eat, sing, 
dance — and so I come full circle. In the name of festival, it is 
the dynamism of life, the mourning of life.

あっという間にその日はやってきた。体内の細胞がざわめ
いている。喜びも哀しみも全部くるんで、“今ここ”でそのす
べてを味わい尽くすハレの日だ。どんな気持ちで、向かおう
か。あの人ともこの人とも、きっと会えるに違いない。遠くか
らはじまりの音が聴こえてきた。駆け足でその音を追いかけ
る。そこで出合った景色は、きっとこの先も忘れることはない
だろう。飲んで、食べて、歌い、踊る。ああ、私は還ってきた
んだ。祭りという名の、いのちの躍動、いのちの弔い。
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マンみたいな存在なんですよ。僕はそのシャーマン
に渡す器を作る立場で、いつもどんな器を渡した
ら、今まで見たことのない祭りを巻き起こしてくれ
るんだろうっていうことをずっと考えていて。
中村佑子（以下中村）：私はバラエティ番組を作る機会
はまだないのですが、確かに番組を作ることは、お
祭り感覚がありますね。自分がこれまで作った番組
でも、みんなで「わーっ！」と神輿を担いでいるよう
な一体感を感じる瞬間があります。
倉本：そうそう。「何ちゅう神輿の担ぎ方してんねん！
こんな担ぎ方、見たことないわ！」っていうことをど
れだけ発明できるか。要は「こんな祭り、あり？」み
たいなこと考えて、僕は祭りの概念をひとつずつ増
やしていきたいんですよね。
中村：『三宅裕司のワークパラダイス』（※1）。私は
倉本さんが企画されていたあの番組がすごく好き
で、いつもげらげら笑っていたんですけど、そのあ
との余韻というのが、阿波踊りを踊ったあとみたい
な気分になっていました。
倉本：それはうれしいなあ。中村さんのなかに祭り
が巻き起こったわけやね。祭りってそもそもは1対1
の関係性から巻き起こるものだとも思う。個人のな
かに渦巻いているものが火花を散らして、周りを刺
激してどんどん伝染していって、そのなかには「なん
でこんなことするのか、全然わからへん」っていう
人もいるんだけれど、それでも気づいた頃には「そ

めでたくも10号目に突入した『TOKYO PAPER for 
Culture』。ささやかながら祝祭気分を持ちつつ挑
んだ巻頭鼎談のテーマは、東京の祝祭。会話を進
めるにつれ、この鼎談もまた、ひとつの祭りであっ
たとお三方が教えてくれました。

祭りがはじまるその瞬間

倉本美津留（以下倉本）：そもそも笑いって「わっ！今、
なんで自分はこんなことで笑っちゃったの」ってい
う、少しの驚きが大切だと思うから、それを増やす
こと、要は笑いの視点を増やすためにはどうした
らいいのかっていうことをずっと考えながら仕事し
ています。で、それこそ笑いは祭りに例えやすい。
言うなればお笑い芸人は祭りの中心にいるシャー

ういうことだったのか！ すごいものができてもうて
た！」っていう感じというか（笑）。
坂口修一郎（以下坂口）：今のおふたりの話を伺ってい
たら、思い出しました、僕の忘れられない祭り。僕
は過去にジェーン・バーキンと一緒にバンドをやら
せていただいたことがあったんですけど、
倉本：えっ！ あのジェーン・バーキンと？
坂口：東日本大震災（2011年）があった直後、彼女
はチャリティーコンサートをするために、来日したん
です。そのコンサートで一緒にバンドを組んだんで
すよ。
中村：それはすごいご縁ですね。
坂口：彼女は当時のフランスからでは日本の状況も
わからないため、マネージャーもミュージシャンも
誰一人として引き連れることなく、単身で来日する
ことを決めていたんです。だから、日本のミュージ
シャンとステージに立つことを希望していて、その
とき錚々たるミュージシャンに声がかかったと思う
んですよね。でも震災直後のことでしたし、みなさ
んお忙しいしで色々難しい事情があったと思うんで
す。で、そういうなかで僕にも声がかかって。
倉本：あの頃、自粛の精神でみんなお見合い状態
になっていましたね。こういうときこそ逆なんじゃな
いかと思っていましたけど。
坂口：僕もそう思って「できることを考えます」って
お答えしたんですよ。そうしたら30分後ぐらいに電

りは、ふいにやってくる
Festivals Can Sneak Up on You

青い海と木々の緑のコントラストが鮮やかな東京、夢の島公園。
今号の客員研究員、倉本美津留さん（放送作家）、坂口修一郎さん（ミュージシャン）、
中村佑子さん（映像作家）は、真夏の太陽を背に受けながら、公園を散策しつつ、
東京ゲートブリッジでは東京湾、そして都心を臨みました。
Yumenoshima Park in Tokyo is a place of brilliant contrasts between the blue of the sea and the green 
of the trees. With the summer sun on their backs, this issue’s guest researchers Mitsuru Kuramoto 
(broadcast writer), Shuichiro Sakaguchi (musician), and Yuko Nakamura (visual artist) strolled 
through the park, stopping at Tokyo Gate Bridge for a view of Tokyo Bay and the city.
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話がかかってきて「坂口さん、お願いします。できる
って言いましたよね？」って……。そこで僕は「しま
った！！」と。
倉本：「言うてもうた！」と（笑）。
坂口：はい（笑）。でも「やる」って言った限りはもう、
そこから4日間、みんなでほぼ徹夜で準備して。
倉本：その一瞬、後悔にかられながらも不安ととも
に進んでいく感じ、わかるなあ。まさにいい祭りに
なる予兆やね（笑）。
坂口：それで迎えた本番のステージでなんと彼女は
「ワールドツアーの話があるけど、このバンドを誘
拐して連れて行きたい」って、これまたおしゃれなこ
とを観客の前で言ったんです。
倉本：めちゃくちゃ面白い祭りじゃないですか。
坂口：彼女がフランスに帰ってから1週間後ぐらい
にまた電話がかかってきて、「ワールドツアーあり
ますけど、あのときに行くって言いましたよね」って
（笑）。それで本当にツアーをまわることになりまし
た、世界中を。“ジェーン・バンド”の一員として。
中村：祭りのはじまりって、案外と不意打ちから入っ
てくるものかもしれないですね。
倉本：大きな祭りほど本当にそう。でもそれを何か
のチャンスとして捉えられるかどうかですよね。
中村：私自身、新作の映画で美術家の内藤礼さん
を2年間撮り続けていたのですが、一度、撮影途
中で内藤さん自身に撮られることを拒否されてしま
ったことがあったんです。作品を制作している自分
の姿をカメラで追われることの危うさを内藤さんに
指摘されて。それで私は立ち止まってしまったんで
す。でも、私の目の前にはすでに始まってしまって
いる“何か”がある。「（映画を作ることは）続けてく
ださい」。最終的には内藤さんのその言葉に背中
を押してもらったんですけど、それ以降の私はその
“何か”に必死についていくような感覚で撮影して

いたんです。
倉本：映画を拝見しましたが、祭りのメンバーがどん
どん集まってくるような作品でしたね。
中村：それはとてもうれしいお言葉です！ でも本当
にそうで、走っている電車があったとしたら駅に停
車する度に人が乗ってくるような感覚を持ちながら
撮っていました。そして人がひとり乗る度に何かが
ひらいていく感覚というか匂いがあって。その瞬間
を怖がらず「よしきた」って捉えていく作業という
か。そうやって撮り続けました。
倉本：中村さんも坂口さんも完全に祭り体質（笑）。
坂口：いや、倉本さんこそ一番の祭り体質（笑）。

共犯関係を結びたい

倉本：『ユーロビジョン・ソング・コンテスト』って
知っています？ 欧州で年に一度行われる歌の祭典
で、40か国以上の参加国からそれぞれ選ばれたア
ーティストの1位を決める番組なんですけど、僕は
この祭りのシステムがとても優れているなって思っ
てるんです。
中村：どういうシステムなんですか？
倉本：コンテストの模様は、全参加国のテレビ局で

生中継されています。視聴者の数は1億人以上とも
言われていて、そういうなかで各国代表のアーティ
ストが自前の歌を生で披露する。そしてそれを審査
するのが各国のテレビ局なんですけど、それが投
票制なんです。投票は自国ではなく、必ず他国に
投票しないといけない。つまり自分の国以外の優
秀なアーティストに投票するシステムなんです。こ
れ、すごく平等だと思いません？ 日本でもいろんな
場面で取り入れるべきやと僕は思ったんですよね。
中村：47都道府県ある日本でも色々できそう。
倉本：そうなんですよ。で、このコンテスト、欧州で
はすごく有名な番組なのに、日本では全然知られ
ていない。だから、伝えねば！ と思って、コンテス
トの取材に行ったことがあったんですけど、実際に
行ってみると想像以上にすごいスケール感で。コ
ンテスト会場は前年度の優勝国と決まっていて、そ
の年はスウェーデンだったんですけど、あのノーベ
ル賞の授賞式を行っている場所がコンテスト会場
でした。この体験は僕のなかですごく大きかったな
あ。そもそも事前にちゃんとアポが取れていなくて、
なんとかギリギリ会場に入れて、参加した各国のア
ーティストに日本語で「応援してね」っていうコメン
トを即興で歌ってもらったりして、自分もとにかくお
祭り状態やった（笑）。おふたりは好きな祭りありま
すか？
坂口：僕、鹿児島出身なんですけど、地元で7月に
行われる六

ろっがっどー
月灯という祭りが子供の頃から好きで。

この祭りは県内の神社や寺院でそれぞれ決められ
た日程のなかで行われるんですが、街の人たちが
和紙に絵や文字を描いて、それを灯籠の木枠に貼
り付けて、お寺に奉納するんです。するとお寺がそ
の灯籠に灯を入れて、境内に飾るんですが、それ
以外に大きな出し物はないんです。でも毎年すご
い数の人がその祭りに集まってくるんですよ。「何が
楽しかったんだろう？」って、今振り返ってみてもち
ょっと不思議な気持ちにもなるんですけど、でもそ
んな僕が今、六月灯のような祭りの中心のないフェ
スティバルを地元で行っているんです。
中村：どんなフェスティバルなんですか？
坂口：『グッドネイバーズ・ジャンボリー』というフェ

What is your best festival?
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In keeping with the celebratory mood about reaching the tenth 
issue of TOKYO PAPER for Culture, our opening roundtable 
this time focuses on Tokyo’s festivals. As the conversation 
moves along, our three guests show us that the roundtable 
itself is a kind of festival.

The Moment a Festival Begins

Mitsuru Kuramoto: What’s important with comedy is that there 
be a little bit of a sense of surprise, like, “Hey, why did that 
make me laugh?” so in my work I’m always thinking about 
how to generate more of those moments, how to bring in a 
humorous perspective. It’s also easy to compare comedy to 
festivals. In a way, a comedian is a lot like the shaman at the 
center of a festival. I’m in the position of making containers 
to give the shaman so I’m always thinking about what kind of 
containers I can come up with to stir up a festival that’s unlike 
anything ever seen before.
Yuko Nakamura: I’ve never had the chance to work on a variety 
show myself but I agree: putting together a program has much 
the same feel as putting on a festival. In the programs I’ve 
worked on so far there have always been moments when it 
felt like everyone was pulling together, shouting in unison and 
carrying a mikoshi portable shrine.
Kuramoto: Yes, that’s it. The question is how often you can 
get people to think, “Wow, look at the way they shoulder that 
mikoshi. I’ve never seen anything like it!” In short, I want to 
question the very nature of what makes a festival, and expand 
the concept as much as I can, one new festival at a time.
Nakamura: I really loved that program you produced called 
Miyake Yuji no waku paradaisu [Yuji Miyake’s Work Paradise]. 
It always cracked me up and left me feeling the same way I 
felt after dancing at the Awa Odori festival.
Kuramoto: That’s wonderful to hear. So the show triggered 
a festival in your heart? You know, I think festivals derive 
from one-on-one interactions, like there’s something whirling 
around inside somebody that suddenly starts sending our 
sparks and fi ring up everyone in the area and then the infection 
spreads and even though there might be some people who 
say, “I don’t understand what everyone is doing,” before you 
know it they’re going, “Now I get it. This is awesome!” (laughs)
Shuichiro Sakaguchi: Listening to the two of you right now 
reminded me of an unforgettable festival I took part in once. 

I was in a band with Jane Birkin and….
Kuramoto: Wait, the Jane Birkin? You really get around! (laughs)
Sakaguchi: She came to Japan right after the Great East Japan 
Earthquake (2011) to do a charity concert. I got to be part of 
her band.
Nakamura: What an amazing opportunity.
Sakaguchi: She decided to come to Japan all by herself, with-
out a manager or any musicians of her own, despite inade-
quate information available in France at that time. She wanted 
to share the stage with Japanese musicians and I’m pretty 
sure a lot of big names were contacted about taking part. This 
was right after the earthquake, though, and I guess people 
were preoccupied or faced other challenges that made it dif-
fi cult to participate. Anyway, eventually I got the call.
Kuramoto: Back then everyone was worried about exercising 
self-restraint, trying to gauge other people’s feeling. For my 
part, I thought “self-restraint” was exactly the wrong direction 
for people to be moving in.
Sakaguchi: I thought so, too, and said I would think about what 
I could do. About thirty minutes later the phone rang and she 
said, “Sakaguchi-san, you did say you would do it, right?” I 
realized it was too late to back out.
Kuramoto: You were stuck! (laughs)
Sakaguchi: Yep. (laughs) But I’d said I would do it so we spent 
the next four days getting ready on hardly any sleep at all.
Kuramoto: I know that moment of feeling, “Uh oh” and then 
pushing ahead anyway despite the uncertainty. That’s the sign 
of an awesome festival waiting to happen. (laughs)
Sakaguchi: When it came time to perform, Jane was talking to 
the audience and said, “I’ve got a world tour coming up and I 
think I’ll have to kidnap this band and take them with me.” It 
was such a cool thing to say.
Kuramoto: Sounds like a really fantastic festival.
Sakaguchi: About a week after she went back to France my 
phone rang again and on the other end she said, “You know, 
I’m going to hold you to your promise about the world tour.” 
(laughs) And so I really went arownd the world as member 
of “Jane’s Band.”
Nakamura: Sometimes the start of a festival really takes you 
by surprise.
Kuramoto: The bigger the festival the more I think that’s true. 
What’s important is whether you can see such things as 
opportunities or not.

スティバルです。今年で6回目（8月22日に開催）
を迎えたんですが、このフェス、ヘッドライナーはい
るものの基本的にはフラットなフェスで、それぞれ
自分にできることの持ち寄りパーティーなんです。
例えば木を削って器を作れる人がいたら器のワー
クショップをやってもらう。そうやって参加者全員
が自分事として関わっていける祭りを目指している
んです。六月灯もきっとそんな祭りだったから僕は
好きだったんだろうなあと。
中村：私にはそこまで深い祭り体験はないからちょ
っとうらやましいです。でも、そんな私がひとつ挙げ
るとするなら、東京音頭でしょうか。祭りというか、
盆踊りですね。私は両親ともに東京生まれ、東京育
ちの江戸っ子なんですが、東京音頭、ずっと踊って
いても絶対に飽きないんです。不思議ですよね。あ
とはフジロックフェスティバル。フジロックが楽しい
のは、音楽との1対1の対話がまずあって、その集
合体があの場に広がっているからなんじゃないか
なあと。
坂口：僕、フジロックには過去に何度か出演させて
いただいているんですが、一度レッド・ホット・チ
リ・ペッパーズが出演している裏で、僕ら（ダブル・
フェイマス）が演奏したときがあって。そのときはお
客さんにものすごい感謝の気持ちが湧いてきまし
た。「レッチリではなく、よくこの場所に残ってくれま
したね」って（笑）。そのとき僕らと観客の間には、
共犯関係みたいなものが生まれていて。それがま
た気持ち良いんです。
倉本：それすごくわかるなあ。まさに笑いもそう。共
犯関係、祭りにはすごく大切。
中村：同じ感覚を持った人たちが同じ空間を共有す
ること。これはすごく人が根源的に求めていること
ですよね。その流れでいうと、私、東京には公共の
広場がすごく少ないなってずっと思っていて。例え
ばふらりとデモに参加しようとしても、警察に陣列
を細切れにされますし、ようやく会場に集まったと
しても、そこで一体感を持つまでには至らない。こ
れが例えばフランスなら、みんなビール片手にハン
バーガーを食べながら、シャンゼリゼ通りを練り歩
く。それって一瞬の非日常でもあり、個人が群衆の
一部になったときに、何かすごい力を持つというこ
とを感じる瞬間でもあると思うんですね。日本では
あまりそういう力を皮膚で感じる瞬間がない気がし

て。広場はそういう役割を担ってくれる場所だと思
っているんです。
坂口：欧州はギリシャのアゴラ（※2）がルーツにな
って広場がある。日本は戦後、民主主義を確立し
たときから公園を作っていきましたけど、アゴラの
ような広場は作られなかったですよね。
倉本：この課題は結局、広場も含めたいろんな場所

でどれだけ出会い祭りができるかということだと思
うんです。だから5年後に迫る東京オリンピックで
も、今、開会式や閉会式なんかで今までにないこ
とをやろうとみんなでがんばっていると思うんです
けど、僕はもっとその外側のこと、人の営みそのも
のに目を向けた方が良いと思っていて。
中村：この雑多な東京という街のなかで、自分のエ
アポケットのような広場、場所を見つけたい。
坂口：見つけたいし、作りたいですね。
倉本：この5年の間に、何かひとつでも考えて祭っ
ていきたいですね。今日のこの出会い祭りもひと
つのきっかけにしてね。

※1　三宅裕司が様々な職業の人をゲスト（実際は生瀬勝久ひと
りが演じている）に招き、仕事にまつわるトークを交わす深夜バラ
エティ。1999年10月～2000年3月まで日本テレビ系列で放送。

※2　人の集まる場所を意味し、古代ギリシャでは市民の集会や
談論・裁判・交易などの場であった。
参考文献：ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

What are your hopes for the future?

TOKYO PAPER for Culture  vol.0104



Nakamura: I spent two years shooting the artist Rei Naito for 
my latest film and at one point she refused to let me capture 
her on film. She sensed the danger of being followed around 
by a camera while creating her own work. This stopped me 
in my tracks, but something was happening right before my 
eyes. Ultimately, she told me to continue making the film, giv-
ing me a little push, but after that I was always filming with the 
sense of desperately chasing after that “something.”
Kuramoto: I saw the film and thought it had the feel of all the 
members of a festival gathering together.
Nakamura: Well, that’s a nice thing to say! And you know, you’re 
right. Making that film felt like being on a train where every 
time it pulled into a station more and more people would get 
on. There was this sensation in the air like every time some-
one new would climb on board it would open up some new 
possibility. I felt like my job was to keep from being scared 
and to keep filming as if each moment was the one I’d been 
waiting for.
Kuramoto: You and Sakaguchi both seem to have the right 
disposition for festivals. (laughs)
Sakaguchi: No, you’re the one who’s built for festivals! (laughs)

Building the Relationship of Partners in Crime

Kuramoto: Are you familiar with the Eurovision Song Contest? 
It’s a festival of song held once a year in Europe, a program 
where artists selected from more than forty countries com-
pete to be number one. I think the system the festival uses 
is really outstanding.
Nakamura: How so?
Kuramoto: The contest is broadcast live on TV stations in all 
the participating countries. Viewership is said to reach over 
a hundred million, and artists representing each country give 
their original performances. The TV stations in each country 
evaluate the performances based on a vote, and the votes 
have to be cast for another country rather than one’s own. The 
system, then, requires casting a vote for some outstanding 
artist from another country. Doesn’t that sound fair? I think 
this system should be put to use in Japan, too.
Nakamura: With 47 prefectures in Japan, I’ll bet there are a lot 
of things that could be done. 
Kuramoto: That’s right. And despite how famous this program 
is in Europe, it’s almost completely unknown in Japan. Hoping 
to introduce it in this country, I went to report on the con-
test and found it to be even bigger than I had imagined. The 
contest always takes place in the country that won the year 
before, and when I went it was being held in Sweden — at 
the same venue as the awarding of the Nobel Prize. It was 
really an incredible experience. I hadn’t gotten any proper 
appointments in advance but I could get in at the last minute  
and improvised and managed to record all the contestants 
saying Oen shite ne (“cheer for me”) in Japanese — it was 
like being part of the festival myself. (laughs) What are your 
favorite festivals?
Sakaguchi: I’m from Kagoshima and when I was a boy I really 

loved the local Roggaddo festival held every July. The fes-
tival takes place on different days at different shrines and 
temples around the prefecture. Townspeople draw pictures 
or words on pieces of washi paper and paste them to the 
wooden frames of lanterns, which are then presented to the 
temples. These are illuminated and displayed on the grounds 
of the temples, and that’s really all there is to it, but the festi-
val draws incredible numbers of people every year. Looking 
back and trying to remember what was so much fun I have 
to admit it does seem a bit strange now, but then here I am 
involved in organizing a festival back home that’s every bit as 
decentralized as Roggaddo.  
Nakamura: What kind of festival is it?
Sakaguchi: It’s called the Good Neighbors Jamboree. This 
year (August 22) was the sixth edition. We do have headlin-
ers but it’s basically a pretty flat festival with everyone com-
ing together in a kind of big party to show what they can 
do. Someone who knows how to make bowls out of wood, 
for example, might hold a bowl-making workshop. The idea 
is to create a festival where everyone involved takes owner-
ship over the event. I suppose I liked the Roggaddo so much 
because it was that kind of festival.
Nakamura: I’ve never had that kind of festival experience so I 
suppose I’m rather envious. But if I had to name one event I 
guess it would be the Tokyo Ondo, though maybe this is not 
so much a festival as a kind of Bon Odori dance. Like both of 
my parents, I was born and raised in Tokyo so I could dance 
the Tokyo Ondo all day and never get tired of it. Strange, huh? 
I also like the Fuji Rock Festival. What’s great about Fuji Rock, 
I think, is that there’s a one-to-one dialogue with the music, 
but it’s happening en masse all over the place.
Sakaguchi: I’ve played at Fuji Rock a few times; once my band 
Double Famous even played right behind the Red Hot Chili 
Peppers. You could really feel the love from the audience — the 
ones who stayed to listen to us instead of going off to hear 
the Chili Peppers. (laughs) There was this sense that we were 
all partners in crime, and that felt pretty good.
Kuramoto: I know what you mean. It’s the same with comedy. 
That feeling of complicity is really important for festivals, too.
Nakamura: That feeling of sharing the same space with people 
who feel the same way — I think this is something people really 
crave in a fundamental way. I’ve always felt Tokyo doesn’t 
have enough public plazas. If you want to take part in a public 
demonstration, for example, the police can easily break up 
the formations, and when you do finally manage to reach an 
open space it isn’t enough to create that feeling of oneness. 
In France, everyone marches down the Champs-Elysees with 
a beer in one hand and a burger in the other. Such things 
are a kind of momentary escape from the everyday but that 
moment of becoming an individual who is also part of a huge 
crowd can be incredibly empowering. There don’t seem to be 
many opportunities to feel this sort of thing in a visceral way 
in Japan, but I think that’s one of the functions plazas serve.
Sakaguchi: In Europe the plaza has roots in the Greek agora. 
Japan built a lot of parks as it democratized after the war, but 

Born in 1959 in Hiroshima and raised in Osaka, Kuramoto is a broadcast writer. 
The television programs he has worked on include Downtown DX, Shakiin! (an 
NHK Educational channel’s program for children), Downtown no gottsu ee kanji, 
M-1 guranpuri, Takeshi no banbutsu soseiki, and Itoke no shokutaku. Kuramoto, 
as a musician, has collaborated with many artists such as Kukikodan, Kazunobu 
Mineta and a TV talent such as YOU.

1959年広島生まれ、大阪育ち。放送作家。 『ダウンタウンDX』 NHK Eテ
レこども番組『シャキーン！』などのテレビ番組を手掛ける。これまでの仕事
に『ダウンタウンのごっつええ感じ』『M-1グランプリ』『たけしの万物創世紀』
『伊東家の食卓』ほか。ミュージシャンとしての顔も持つ。空気公団や峯田
和伸、タレントのYOUなど、コラボレーションの楽曲多数。

Mitsuru Kuramoto倉本美津留

Born in 1971 in Kagoshima, Sakaguchi is a musician who plays trumpet, trombone, 
and percussion with Double Famous. Since 2010, he has served as executive direc-
tor of the Kagoshima-based Good Neighbors Jamboree, an outdoor festival of live 
music and workshops held in a natural setting on the site of a former elementary 
school that draws many visitors from outside the prefecture.

1971年鹿児島生まれ。ミュージシャン。無国籍楽団ダブル・フェイマスのトラ
ンペット、トロンボーン、パーカッションを担当。2010年より、鹿児島発野外
フェスティバル、『グッドネイバーズ・ジャンボリー』実行委員会代表を務め
る。廃校となった小学校を舞台に、自然のなかでライブやワークショップが
楽しめる同イベントは、県外からも多くの人が集まる。

Shuichiro Sakaguchi坂口修一郎

Born in 1977 in Tokyo, Nakamura is a visual artist. Having formerly worked with 
Shinya Tsukamoto as an assistant director, she is now part of TV Man Union, Inc. 
Her projects include Maboroshi no Tokyo keikaku shuto ni arieta mittsu no yume for 
NHK BS Premium and Kenchiku wa shitte iru landomaku kara mita sengo nanajunen 
for the NHK Educational channel. Her second directorial work after Hajimarino 
kioku Sugimoto Hiroshi, Aekanaru heya Naito Rei to hikeritachi is now in theaters.

1977年東京生まれ。映像作家。塚本晋也監督の助監督を経て、テレビマ
ンユニオン参加。代表作にNHK BSP『幻の東京計画 首都にあり得た3つ
の夢』、NHK Eテレ『建築は知っている ランドマークから見た戦後70年』な
ど。現在、『はじまりの記憶 杉本博司』に次ぐ、映画監督として2作目となる
『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』が公開中。aekanaru-movie.com

Yuko Nakamura中村佑子

not so many agora-like plazas.
Kuramoto: I think the issue here is really how many people you 
can meet and how many festivals you can hold in all sorts of 
places, whether plaza or not. With the Tokyo Olympics just 
five years away, I’m sure everyone is working their hardest to 
ensure that the Opening and the Closing Ceremonies and all 
the rest are like nothing anyone’s ever seen before, but I hope 
people will also look to the periphery, too, to the business of 
everyday living.
Nakamura: In a city as mixed-up as Tokyo, we need to find 
plazas and places that can function like air pockets.
Sakaguchi: Find them, and create them, too.
Kuramoto: In the next five years I hope we can think of some-
thing, and some new kind of festival. Who knows, maybe 
today’s meeting will kick things off!
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記念日でもなんでもない日に、世界で食べられている家庭料理や日常の食事が堪能できるフェスをしたいです。なんでもない日に
開催するのは、特別な料理ではなくて、飾らない食べ物を取り上げたフェスだから。また、食べ物のフェスはお腹いっぱいになって
しまうと、食べたくても食べられなくなってしまうので、音楽ライブで踊って腹ごなしする時間も作りたいです。日本代表は、僭越な
がらわたしDJみそしるとMCごはん！

I’d like to set up a festival on a day that’s not a national day anywhere in the world to celebrate the household cooking and everyday food 
that’s eaten around the world. It would be hosted on an ordinary day because it’s a festival for ordinary, uncelebrated food, rather than some 
sort of special food. Also, at food festivals, if you eat too much you get full, so even if you want to eat you can’t eat any more, so I think it’d 
be good to have a time for music at the festival so people can dance and work up their appetites again. Of course, DJ Misoshiru and MC 
Gohan would be the representatives from Japan!

World “DJ Soup and MC Food” Festival

I think it would be nice if there was a theater/dance version of the Fuji Rock 
Festival. It’d have multiple stages in one area, split by theme and group 
characteristic, through which people would go around looking for a piece 
that fi ts their tastes. People could see pieces they don’t normally have the 
chance to see, and if they like what they see they could take a seat to enjoy 
the rest. There’d also be food and drink stands in the grounds, so people 
can spend all day on the festival grounds. 

演劇・ダンス専門の
野外フェスティバル

フジロックの演劇・ダンスバージョンがあったらいいですね。ひとつ
の敷地内にいくつもステージがあり、テーマや団体の特性ごとに分
かれていて、巡回しながら好みの作品を探したり、普段は観る機会
のない団体をのぞいたり、気に入ったら腰を据えて観劇して、飲食店
も会場内にあって終日そこで過ごせるような。　　 

Outdoor Theater and Dance Festival

5万人収容可能なドームの観客席に、1万台のモジュラーシンセと演奏者1万人！ 観客はグ
ラウンド側に3万人！ 会場を囲むビジョンには、最新の走査型電子顕微鏡で捉えた、電子音
楽の巨匠たちの赤血球、精子、脳波が写し出される！　　

If you put 10,000 modular synths in a dome with 50,000 seats, you can have 10,000 performers 
and 30,000 people listening on the ground! On the huge screens over the ground, we’d project the 
red blood cells, sperm, and brainwaves of the greatest digital music masters via the latest scanning 
electron microscopes. 

マイクロ⇄テレスコープ・
モジュラー・フェスティバル
 Micro⇄Telescope Modular Festival

開
一生に一度のスペシャルな祭りもあれば、日常の先に繋がっているささやかな祭りもある。
東京にこんな祭り（フェスティバル）があったら、人生はもっと鮮やかになる。そこでエントリーされた“妄想祭”は8つ！
東京で活躍する8人のクリエイターが客員研究員となり、提案してくれました。あなたなら、どの祭りに参加したいですか？
There are festivals that are special and only come around once in a lifetime, and then there are festivals 
that are connected to your everyday life. If Tokyo had a festival like this, life would be more vibrant! From that idea, 
eight far-out festivals were proposed! Eight creators active in Tokyo became our guest researchers to provide us 
with their proposals. If it were up to you, which festival would you like to go to?

Opening! A festival for the modern age
幕！新時代の祝祭
研究テーマ⑩

2

3

1

Opening! A festival for the modern age
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世界の『DJしるものとMCしゅしょく』
フェスティバル
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実のところ、「お祭り」の類は苦手で、これといって挙げるのは
難しいです。僕は人混みが苦手で、そしてなんとなく「みんな
で盛り上がろう」というのも嘘くさいと思っている。もう少し正
確に言うと、「盛り上がりたい」という気持ちはあるのだけどそ
の「みんな」というのがあまりピンと来ない。　

家と街との境界、もしくは接点から派生する祭りのあり方を考えてみたい。ど
の家にもある、玄関、窓、門、塀などは街との境界であると言える。その建築
の部位が、祭りのときに変形して、いつもの通り道に祭りのための舞台をつく
り出す。

フェスティバルは開催される場所自体が、普段の生活とは違った環境にあったり、様相が変わって、ハレの空間に参加者
が存在しているのが醍醐味のひとつ。東京でそういう場所を作るには、「街の光を全て消す」「人工的な音をなくす」。こ
の2つで普段の生活圏内がまったく違った環境になるのではないか。人工的な音をなくすためには、フェスティバルが開
催される中心地から半径数キロ圏内は基本的に電気も公共の交通手段もストップ、車の使用も禁止、商業施設も全てク
ローズ。普段の生活圏内で無意識に見聞きしている光による広告物や騒音が全てなくなっているその状況で、「光のお祭
り」「音楽フェスティバル」「フォトフェスティバル」などを開催。

The places where festivals are held themselves are within environments that differ from everyday life; aspects of the place change 
and the participants, gathered together in a ceremonial space, create a superb flavor. In order to create a space like in Tokyo, you’d 
need to “turn off all the city’s lights” and “eliminate human noise.” I think if you managed these two things the environment would 
change to something completely different than ordinary life. In order to eliminate human noise, you’d make it a rule to stop all 
electricity and public transit, ban the use of cars, and close all businesses within a radius of a few kilometers around the festival’s 
center. In this environment where the random noise and advertising lights that you experience every day without even knowing 
it is completely eliminated, you’d then host various events including “Light Festivals,” “Music Festivals,” and “Photo Festivals.”  

見慣れた街の風景を変える
アートフェスティバル

An Art Festival to Change the Town’s Familiar Setting

ばらばら祭
The Scattered Festival

We’d like to think of a festival derived from the boundary, or the point of connection, 
between house and city. You can say that entranceways, windows, gates, and fences 
– things every house has – form the boundary between house and city. The festival 
would take these architectural points and turn them into stages for the festival. 

地域のスポーツセンター、学校の校庭、相撲部屋、ボクシングジム、
ダンススタジオ、空手道場、バレエスタジオ、社交ダンスホール……
など、地域の隠れた運動関連の施設や場所と連携して、それぞれそ
こで新しいゲームやスポーツを作ります。そして街中のいたるところに
ある大小の開催場所を期間中に制覇すると、メダルがもらえる！期間
中、ある一日はルートが決められて、場所ごとの課題をクリアしてめぐ
る速さを競う！という日もあります。

A festival that takes places and facilities dedicated to exercise, normally hid-
den from view, such as sports centers, schoolyards, sumo stables, boxing 
gyms, dance studios, karate dojos, ballet studios, and social dance halls, 
connects them, and creates new games and sports there. People would 
compete for the championship during the festival period in these places 
all over the town, and win medals!  There’d also be days where a specifi c 
route would be decided during the period, and people would compete based 
on how quickly they can go through each area and clear the challenges. 

運動音痴もダンス音痴も
たのしめるトライアスロン祭
A Triathlon Festival That Even Non-athletes 
and Poor Dancers Can Enjoy

ハレとケ一体型
フェスティバル
The Meaningful 
and Ordinary Together in a Festival

To be honest, I’m not so great with the types of festivals, so coming 
up with an idea for one is pretty diffi cult for me. I’m uncomfortable 
in large groups of people, and it always sounds fake when people 
say things like, “Let’s all have fun together!” To be more accurate, I 
want to have “fun,” but the “together” part doesn’t quite do it for me.

職場・地域等コミュニティの細分化による
つながりの欠如、ワークライフバランスの
不均衡といった暮らしの課題。あるいは
都市過密化・地方過疎化、地域文化資源
の埋没など、現代の日本には社会的課題
が多く存在します。 

There’s currently a lifestyle problem that 
arises from a disequilibrium in work-life bal-
ance, and from a lack of connection arising 
from the subdivision of work and local com-
munities. On the other hand, modern Japan 
has many societal problems, such as urban 
congestion, depopulation in rural areas, and 
the loss of local cultural resources.
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の家にもある、玄関、窓、門、塀などは街との境界であると言える。その建築
の部位が、祭りのときに変形して、いつもの通り道に祭りのための舞台をつく
り出す。

We’d like to think of a festival derived from the boundary, or the point of connection, 
between house and city. You can say that entranceways, windows, gates, and fences 
– things every house has – form the boundary between house and city. The festival 
would take these architectural points and turn them into stages for the festival. 
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フェスティバルは開催される場所自体が、普段の生活とは違った環境にあったり、様相が変わって、ハレの空間に参加者
が存在しているのが醍醐味のひとつ。東京でそういう場所を作るには、「街の光を全て消す」「人工的な音をなくす」。こ
の2つで普段の生活圏内がまったく違った環境になるのではないか。人工的な音をなくすためには、フェスティバルが開
催される中心地から半径数キロ圏内は基本的に電気も公共の交通手段もストップ、車の使用も禁止、商業施設も全てク
ローズ。普段の生活圏内で無意識に見聞きしている光による広告物や騒音が全てなくなっているその状況で、「光のお祭
り」「音楽フェスティバル」「フォトフェスティバル」などを開催。

The places where festivals are held themselves are within environments that differ from everyday life; aspects of the place change 
and the participants, gathered together in a ceremonial space, create a superb flavor. In order to create a space like in Tokyo, you’d 
need to “turn off all the city’s lights” and “eliminate human noise.” I think if you managed these two things the environment would 
change to something completely different than ordinary life. In order to eliminate human noise, you’d make it a rule to stop all 
electricity and public transit, ban the use of cars, and close all businesses within a radius of a few kilometers around the festival’s 
center. In this environment where the random noise and advertising lights that you experience every day without even knowing 
it is completely eliminated, you’d then host various events including “Light Festivals,” “Music Festivals,” and “Photo Festivals.”  

ばらばら祭
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It’d be a participation-based festival, determined by 
the concentration of individual effort. Every door would 
have a different purpose. Houses with platforms provided 
a station for mikoshi a portable shrine, houses with kitchen 
window counters turned into food stalls. In open spaces, 
we could gather bicycles to form portable food stalls to 
create a focal point, etc. It’s a proposal to switch over to a 
festival mode through small, trifling changes to the everyday 
town we live in.

When you closed the roof of the dome, we’d start fi lm-
ing a video of the heavens using the camera loaded onto 
the Subaru telescope! Life, Earth, and the universe would 
come together as one, and we could feel the dynamism of 
evolution via electron microscopes as well as telescopes. 
A micro⇄macro journey through the cosmos written in real 
time by the modular synths…

I’d get rappers from other countries to form “DJ Soup 
and MC Food” groups, and perform songs introducing the 
food from their home countries. For example, you could 
have DJ Feijoada and MC Pão de Queijo from Brazil, or DJ 
Borscht and MC Pirozhki from Russia. I think this festival 
would be nice because you’d be able to discover new foods 
that normally people don’t think twice at, as well as get the 
rare chance to eat home cooking from around the world.

The 2013 cancellation of my gig at the Fuji Rock Festival  just 
before its opening because of a thunderstorm was some-
what the saddest event in my life. However, I managed to 
attain my dream of performing at Fuji Rock the next year! 
Recently it’s become a time-honored tradition of mine to 
make ice cream during my summer gigs, but the fi rst time I 
managed to pull it off was at the same concert where I got 
tearful revenge for the year before. When I was working part 
time selling Stamina rice bowls at Fuji Rock, I never even 
thought that one day I’d be performing at the event. In that 
sense, Fuji Rock is a truly special festival for me.

I go with my family to visit the Toushougu Shrine at Mt. 
Kunou for the annual New Year’s visit. You can get there 
pretty easily by getting on the Nihondaira Ropeway, but we 
always take the 1159 stairs from the foot of the mountain 
on the coast, hoping good luck. It’s our custom to return last 
year’s good-luck fortune and get a new one for the coming 
year, and then look them over with the family. I had a string 
of years where I got “Excellent Lucky,” but recently I’ve been 
getting “Lucky” or “Future Luck.” We go with the family dog, 
but when it’s time to go home the dog’s exhausted, so my 
dad carries him as we go down the stairs. 

Fuji Rock Festival 2014

New Year’s Visit to Mt. Kuno Toshogu Shrine

World “DJ Soup and MC Food” Festival

DJ みそしるとMCごはん
DJ Misoshiru and Mc Gohan

「おいしいものは人類の奇跡だ！」をモットーに、料理と音楽の新
たな楽しみ方を提案する、超自家製ラッパー。NHK Eテレにて、
自身の番組『ごちそんぐＤＪ』を毎週月曜、放送中。

A homestyle rapper who presents a new flavor of enjoyment 
by combining food and music, based on the premise that 
“Good food is a miracle of humankind.” Her show, Gochi-
songu DJ, aired on NHK Educational channel every Monday.

ミラノサローネ

Torafu participated in the Art Festival of Michi no Oku in 
Yamagata and an art event held in various spots. Art is 
studded around town, almost fading into the scenery, but 
changing the everyday view that people experience. While 
the art pieces are small, event programs and original maps 
are adding mood to the festival.

Every second year, we participate in the Salone del Mobile. 
Milano festival as an art director of the company booths. The 
event lasts for a week, but the entirety of Milan is fi lled with 
a festive spirit, and the event is really held at the city level. 
It’s a big movement, that draws thousands of people as art 
studios and colleges open up the fi eld of design.

 Salone del Mobile. Milano

The Meaningful and Ordinary 
Together in a Festival

トラフ建築設計事務所
Torafu Architects

2004年に設立。建築の設計をはじめ、ショップのインテリアデ
ザイン、展覧会の会場構成、プロダクトデザインなど多岐にわ
たり、建築的な思考をベースに取り組んでいる。

Founded in 2004. Starting with architectural blueprints and 
based in architectural thought, they work in various fi elds, 
from interior design, exhibition layouts, product design, 
and more.　　　

人の祝祭
The Festivals 
for 8 People

きっとお祭り体質なのでは……と予測した8人の
客員研究員による祝祭がここに。“妄想祭”を含めた

「3つの祭りのこと」、答えてもらいました。
In these pages, we had eight guest researchers who are defi nitely built for festivals, 
projecting their thoughts on what makes up a vibrant festival. We had them answer 
questions on “three festivals,” including one out of their imagination!

8

The best of the best of theater, dance, and art from inside 
and outside of Japan gather together to bring you an 
extremely exciting experience here in Tokyo.

徳永京子
Kyoko Tokunaga

演劇ジャーナリスト。朝日新聞劇評をはじめ、雑誌や公演パン
フレットなどにインタビュー、寄稿文、解説などを執筆。東京芸
術劇場企画選考委員。パルテノン多摩企画アドバイザー。

A performing arts journalist. She has contributed articles, 
interviews and commentaries in magazines and theater pam-
phlets, as well as theater review of Asahi Shimbun. She’s 
also a member of the Tokyo Metropolitan Theatre Planning 
and Selection Committee and the Planning Advisior of Par-
thenon Tama.thenon Tama.

Burning Man, an event on the West Coast of the US, started 
when one man, dumped by his girlfriend, set an 8-meter tall 
human fi gure alight in a funeral pyre on a San Franciscan 
beach in order to overcome his sadness. The people who 
were there for the fi rst burning gather every year, and that’s 
how the event started. In 1996, I put on a Gorilla Perfor-
mance Project at Burning Man. A group that covered their 
stark-naked bodies in psychedelic paint! A sculpture of a 
giant shining octopus! A war-machine performance that  
flames free! The limits of deviance! The limits of insanity! 
The limits of weird! At the limits of every limit, we found 
love, light, and fi re!

Purifying the torturous “mundane” days and splitting open 
the weekend “ceremonial” days…that’s the unconscious fi xed 
idea that permeates festivals. With that, in 2010 I broadcast 
“DOMMUNE,” a live streaming studio/channel, for the fi rst 
time. Through the program, I broadcast “festival” over social 
media to the world for fi ve hours every Monday-Thursday in 
order to portray the unexplored possibilities of communica-
tion! We have over 10,000 viewers, over 45,000,000 views, 
and over 2,500 shows! Everything is aimed at taking the 
ordinary days and weekdays and making them ceremonial!

Burning Man in 1996

The fi nal media DOMMUNE

Micro⇄Telescope Modular Festival

宇川直宏
Naohiro Ukawa

ライブストリーミングスタジオ『DOMMUNE』主宰。山本現代に
て、ストリーミング配信の番組制作と展覧会『THE 100 JAPAN
ESE CONTEMPORARY ARTISTS / season 3』(9月19日まで)
を開催。www.dommune.com

Leader of the live streaming studio “DOMMUNE.” He pro-
duces streaming programs and holds exhibition “THE 100 
JAPANESE CONTEMPORARY ARTISTS / season3” at YAMA-
MOTO GENDAI through September 19. www.dommune.com

Yamagata Biennale: 
Art Festival of Michi no Oku, etc.

2013年、ライブ直前に突如として雷雲がやってきて、私
のライブが中止に。DJみそしるとMCごはん史上、最も
悲しい出来事と言っても過言ではないくらい。しかし翌
年、念願のフジロックでのライブが果たせました！ 最近
では、ライブ中にアイスクリームを作るのが夏のライブ
の恒例になっているのですが、初めてアイスクリームを
成功させたのもこの涙のリベンジライブ。フジロックで
スタミナ丼を売るアルバイトをしていた時には、まさか
出演者になれるなんて思ってもいませんでした。そうい
う意味でも、フジロックは私にとって特別なお祭りです。

静岡にある久能山東照宮に、家族で初詣に行きます。
日本平ロープウェイに乗って簡単に行く方法もあるの
ですが、いつも海沿いの山の麓から1159段の階段を
上っています。ご利益UPする気がして。前年のおみく
じを返却し、新しいおみくじを引いて、家族で見せ合
いっこするのが恒例です。昔は大吉を連発していました
が、近年は小吉とか末吉です。一緒に飼い犬も連れて
行くのですが、帰りはへとへとで、お父さんに抱きかか
えられながら階段を下っています。

　　そのほかは各国のラッパーたちに「DJしるものと
MCしゅしょく」を結成してもらい、様々な母国の料理
を紹介する曲を披露してもらう。例えばブラジルなら、
DJフェイジョアーダとMCポンデケージョ。ロシアな
ら、DJボルシチとMCピロシキ。普段はなんとも思っ
ていない食べ物の中に新しい発見ができるのと、世界
の「家庭料理」は食べる機会が少ないので、こんなフェ
スがあったらいいなあと思っています。

フジロックフェスティバル 2014

久能山東照宮への初詣

世界の『DJしるものとMCしゅしょく』フェス

ふじのくに⇄せかい演劇祭

静岡芸術劇場で毎年行われている、演劇祭。地元の有
志が集まって、上演作品の感想を話し合って理解を深
める会に、何年か前にお邪魔したことがあります。内容
も刺激的でしたし、地元の人をそこまで動かすのは、演
劇祭以外の劇場の活動も素晴らしいのだと思いました。

国内外から、演劇、ダンス、アートの精鋭が集まるの
で、東京にいながら、非常に刺激的な観劇体験ができ
るからです。

フェスティバル /トーキョー（F/T） 

辛く苦しい「ケ」の日を祓い、週末の「ハレ」の日にハ
ジける……それは無意識に擦り込まれた、祭の固定観
念。そこで僕は、2010年に日本初のライブストリーミン
グスタジオ兼チャンネル『DOMMUNE』を開局した！ 番
組を媒介に、未踏のコミュニケーションの可能性を映し
出すため、月～木曜まで毎日5時間、ライブストリーミ
ングを通じてソーシャルメディア上の「祭」を世界に解
放している！ ビューワー数1万以上、トータル視聴者数
4500万人超、配信した番組は2500番組以上！ そう、
革命的な日常とは、平日をハレの日にすることなのだ！

アメリカ北西部で行われるイベント・バーニングマンは、
ある男が恋人にふられた悲しい想いを吹っ切るため
に、サンフランシスコのビーチで8mの人型造形物を焼
き払う儀式を行い、その場に居た人が毎年集まること
になって発祥した。このイベントで、僕がゴリラのパフォ
ーマンスプロジェクトを行ったのは1996年。全裸にサ
イケなペイントを施した集団！ 巨大な光るタコの彫刻！ 
炎を放つ機械戦争パフォーマンス！ 逸脱の果て！ 狂気
の果て！ ウィアードの果て！ すべての“果て”が集結し
た“最果て”に現れたのは愛、そして光と炎だった！

　　そしてドームの屋根を閉じると、すばる望遠鏡に搭
載されたカメラで捉えた、天体の映像が投影され始め
る！ 生命、地球、そして宇宙を一体として捉え、進化の
ダイナミズムを電子顕微鏡／天体望遠鏡で感じ、モジ
ュラーシンセで描くリアルタイムなミクロ⇄マクロコス
モスの旅……。

1996年のバーニングマン

The fi nal media DOMMUNE

マイクロ⇄テレスコープ・
モジュラー・フェスティバル！

トラフも参加した、山形で開催されたみちのおくの芸
術祭等各地でのアートイベント。普段の街並みに溶け
込むように点在するアートピースによって、いつもの風
景が少しだけ変わって見えてくる。アートピースは小さ
な点であっても、イベントプログラムやオリジナルマッ
プで祭を演出している。

隔年、企業の出展スペースの演出で参加している。1週
間ほどの期間ではあるが、ミラノの街全体が祝祭ムー
ドになる、都市的規模のフェスティバル。普段はアトリ
エである場所も、大学も、デザインの分野がオープンに
なって万人を受け入れる、大きなムーブメントをつくり
だしている。

　　個の力を集結させることでできる、参加型の祭り。
各戸で役目は違っていて、神輿が寄りつけるプラットホ
ームを持つ家、キッチンの窓をカウンターとして屋台に
なる家、空き地では、屋台のような特殊な自転車があ
つまって拠点ができる、など、いつもの街が個々の些細
な変化で祭りのモードに変わるような提案。

みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ、ほか

ハレとケ一体型フェスティバル

演劇・ダンス専門の野外フェスティバル

　　演劇やダンスはどうしても、1演目ずつしっかり観
ることが前提なので、普段から親しんでいない人には
敷居が高い。F/Tはかつて、フラッシュモブやカフェな
どでそれを取り払おうと健闘していましたが、さらに緩
やかな祝祭性を広げ、気になった演目の会場にふらっ
と立ち寄れてのんびり過ごせるフェスティバルがほしい
です。日比谷公園あたりでできないものでしょうか？

MOTO GENDAI through September 19. www.dommune.comMOTO GENDAI through September 19. www.dommune.com

People approach theater or dance performances as 
something that you watch from start to fi nish, one-by-one, 
so it’s hard for people not used to the arts to break into 
them. At one time, F/T was challenging to break down those 
barriers through flash mobs and performances in cafes, but 
I’d like a festival that’s even more accessible, with a bit more 
festivity, that people can drop in any venue and enjoy at 
their own pace. Perhaps a good place to hold it would be 
Hibiya Park?

Festival/Tokyo (F/T)

The theater festival taken place every year at the Shizuoka 
Performing Arts Center. A few years ago, I had the oppor-
tunity to sit in on a gathering, where volunteers living in the 
area gather together to discuss stage works and deepen 
their understanding of them. The content itself was moving, 
and I found the fact that the theater activities outside the 
festival were also truly special to drive the local people to 
go to such lengths.

World Theatre Festival Shizuoka under Mt. Fuji

Outdoor Theater and Dance Festival
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As a pre-event, we’d devise ideas for new sportswear to 
fi t the new games, and announce them while doing dummy 
events and a parade. It might be nice if people could get from 
place to place on bicycles.

For example, I’ve started watching football games 
recently. I can defi nitely appreciate a nice shot and how the 
twists and turns of the game, but supporting those who 
self-identify as Japan’s “representative” is a little bit much. 
In the 21st century, I think it’s a little ridiculous to have the 
attitude that we should support them “because they’re Jap-
anese, like us.” In fact, I identify more and feel (via work) 
friendlier with a sociologist my age in Hong Kong than I do 
with a baby boomer housewife living next door to my house. 
I could understand it the reason was something like “we like 
the same idols,” or “we like the same anime,” we are all Jap-
anese…that’s a bit unbelievable. Of course, I understand the 
idea that having something “national” is useful for bringing 
a society together, but I think that in modern times, diversity 
and separateness is what’s actually being maintained on the 
planet. As such – and this is a little bit abstract – I’d like to 
see a festival where people who’ve grown up differently, with 
different life stories, cross paths just for a single instant and 
just enjoy sharing the same air. Everyone’s way of enjoying 
it would be different, and when the festival is over everyone 
will go back to being separate. I think that sort of festival 
would be nice.

The Tokyo Cultural Resource District Vision Develop-
ment Research Committee, of which I’m a member, is trying 
to put together a global event, “Tokyo Biennale,” which would 
broadcast globally, to lead towards solutions to those prob-
lems. Through 10,000 projects that fuse art, industry and 
community, we’re aiming to instill human resources with 
the problem-solving skills that answer the needs of the age, 
build up structures to use those skills and a hub from which 
to do so, and ultimately create a new legacy and inheritance.

You’d create such places in several separate areas that 
are normally active 24/7, where activities run uninterrupted 
all day, like Shinjuku, Shibuya, Aoyama, Ginza, etc. The festi-
val would run for 2 days, from morning until night each day, 
and the festival would end at the moment that the town 
returns to its normal function.

I’m tooting my own horn a little bit, but it’d have to be “Spec-
tacle in the Farm,” an art festival I planned that took place in 
Nasu. It’s a two-day, one-night festival where you can enjoy 
the performing arts, music, fashion, and hot springs. I envi-
sioned a “festival” that takes the special charm of each par-
ticular place, bringing them forth in art content, and carried 
away by my own passion, I made it a reality. The interaction 
between place and the performers brought forth a chemical 
reaction, and with that, plus the interactions with the locals, 
I learned the points of interest and themes of the area and 
sights, which I wasn’t able to grasp from Tokyo. We were 
able to put on impressive events, like a fashion show with 
animals in the Nasu Animal Kingdom, a dance performance 
during a hot spring tour, a play that started on the bus in 
the middle of a bus tour, and a co-performance between a 
theater troupe and a high school brass band, among others!

The festival centers on paper-mache sculptures suspended 
around the arcade. I like that every year there’s a specifi c 
theme, and since everything is made of paper-mache, the 
sculptures’ forms are warped. Whether it’s Pokémon, Yo-kai 
Watch, or R2-D2, the shapes are at times charmingly dis-
torted. I like going to see the hanging sculptures, a can of 
Chuhai in my hand, after the night festival has ended, and 
no one else is around.

Spectacle in the Farm

My hometown’s (Asagaya) Tanabata Festival

A Triathlon Festival That Even Non-athletes 
and Poor Dancers Can Enjoy

金森 香
Kao Kanamori

2001年に『シアタープロダクツ』を設立。現在まで広報ほかコ
ミュニケーションにまつわる企画やマネジメント業務を担当。
NPO法人『ドリフターズ・インターナショナル』理事を務める。

She founded “THEATRE PRODUCTS” in 2001. At work, she’s 
been responsible for planning and management related to 
PR and communications. At the same time, she is the direc-
tor of the NPO “Drifters International”

No answer.

No answer.

The Scattered Festival

宇野常寛
Tsunehiro Uno

批評家。J-WAVE『THE HANGOUT』、日本テレビ『スッキリ!!』
などメディアでも活躍。『ゼロ年代の想像力』（早川書房）など、
著書多数。

A critic. He appears in J-WAVE THE HANGOUT, Nippon Tele-
vision’s Sukkiri!! and more. He has multiple publishing credits, 
including Zeronendai no sozoryoku (Hayakawa Shobo).

中村政人
Masato Nakamura

 

アーティスト。東京藝術大学准教授。2010年6月『アーツ千代
田3331』を立ち上げ、今年の秋、10年ぶりとなる個展『明るい
絶望』を開催する。

An artist and Associate Professor at the Tokyo University of 
the Arts.  In June 2010, he formed “3331 Arts Chiyoda,” and 
will hold his solo exhibition “Luminous Despair” this autumn 
after 10 years’ absence.

A free-form alternative art project, based on the concept of 
installing art pieces wherever you’d like within the city. I par-
ticipated in the festival in 1995, in Chiang Mai, Thailand. The 
city itself was very open-minded with its acceptance of the 
art pieces, and I found myself getting excited at not only the 
art but also the exchange between the artists and the people 
of the city. The festival’s management also embraced the 
togetherness in time that came from the artists expressing 
the same Asia, as well as the co-creation borne between the 
artists and the city people who welcomed them.

Chiang Mai Social Installation

ZERODATE Art Project “0/DATE” 
and TRANS ARTS TOKYO

Tokyo Biennale

I’ve directed Akita Prefecture’s art NPO “ZERODATE” since 
2007, and Tokyo/Kanda’s TRANS ARTS TOKYO since 2012. 
ZERODATE ART Project “o/DATE” is a festival that hosts small 
art projects, mainly in shopping districts, every year. TRANS 
ARTS TOKYO is an event that connects sponsored art proj-
ects with various cultural events and festivals in Kanda area. 
It also tries to answer the area’s problems in creative ways by 
utilizing unused space resources such as buildings slated for 
demolition, open plots of land, and empty rooms.

中島佑介
Yusuke Nakajima

恵比寿のブックショップPOST代表。2015年からはThe Tokyo 
Art Book Fairの共同ディレクターに就任。
www.post-books.info

The owner of POST, a bookshop in Ebisu. From 2015, he 
also works as the co-director of The Tokyo Art Book Fair. 
www.post-books.info

This festival is one of Japan’s three major unique festivals, 
hosted once every six years. Because I grew up in the Suwa 
neighborhood, the festival was close to where I lived. Even 
as a child, the spirit and elaborate preparation that went into 
the Ombashira Festival drew a line between it and the local 
summer night festivals and fi rework shows that happened 
every year. I still remember the impression of fear on my 
child’s mind at seeing the passion of the people who actively 
participate in this festival, particularly those in the “kiotoshi” 
(a main Ombashira event, where you roll a tree trunk down a 
30°steep hill). Spending six years in one area, experiencing 
preparation through opening, gives a completely different 
impression than simply visiting a festival as an outsider.

Every year I go to the Bon Odori dance Festival in front of 
Ebisu Station, since it’s close to my work. There’s a strange 
sense of unity there that’s very pleasant. At most festivals 
there’s distance between the people who are participating in 
the festival itself and the people who are coming to appre-
ciate the festival, or most people follow along with what’s 
been sent out from the organizers of the locals. But at the 
Ebisu Bon Odori dance Festival, the dance and the rhythm 
is shared between everyone who’s there, and becomes one 
part of the festival itself, creating a special groove that I don’t 
really experience at other festivals.

Ombashira Festival of Suwa City, Nagano 

Bon Odori dance Festival in front of Ebisu Station

An Art Festival to
Change the Town’s Familiar Setting

今までご自身が体験したなかで、
一番印象的だった祭り（フェスティバル）のこと。

Tell us about a festival that you imagine 
would be nice have in Tokyo!

Tell us about the festival you’ve been to 
that left the strongest impression on you.

「東京にこんな祭り（フェスティバル）が
あったらいいな」を妄想でお願いします！

毎年、通っている
祭り（フェスティバル）のこと。

Tell us about a festival that you go to 
every year.

Q1 Q2 Q3 各自の　　　の文章は
P6～P7の本文の続きです。
Each               continued from 

p6~p7 0f the main text.

No answer.

6年に一度開催される日本三大奇祭のひとつ。出身地
が諏訪近辺のため、このお祭りが身近にありました。
毎年行われる納涼祭や花火祭りと比べて、御柱祭に対
する地元住民の入念な下準備や心構えは、子供の自
分からみても地元で開催されるほかのお祭りとは一線
を画するものでした。この祭りに積極的に参加している
人、特に木落 （傾斜30度の急斜面から大木の丸太を
滑り落とす御柱祭の一大イベント）で大人たちが見せる
熱狂は、子供心に怖かった印象が残っています。6年間
という年月をその土地で過ごして、準備から開催される
までを体験しているので、外から訪れた祭りとは違った
強烈な印象を自分の中で持っているのかもしれません。

職場から近いこともあって、毎年遭遇している盆踊りで
す。不思議な一体感があって心地よいです。祭りの多
くは、祭りの参加者と鑑賞者との間に距離があるもの、
または中心から発信されるものに対して同調していくタ
イプのものが多いけれど、ここの盆踊りは、リズムと踊
りをその場にいる全ての人が共有して祭りの一部にな
ってしまっている感覚が、ほかの祭りには感じない特殊
なグルーヴを作っているのかなと思います。

　　開催する街は新宿、渋谷、青山、銀座など、普段で
は24時間活動が途絶えることのない場所でそれぞれ
離れている場所何か所かを会場に。2日間にわたって
開催して、朝～夜～朝そして夜を経て、最後には街が普
段の機能を取り戻すところでお祭りが終了。

恵比寿駅前盆踊り

長野県諏訪市の御柱祭

見慣れた街の風景を変える
アートフェスティバル

　　例えば最近、サッカー観戦をはじめたのだけど、
「美しいシュート」やゲームの展開には燃えますが、
「日本」の「代表」を応援して自己同一化する、という
のはちょっと厳しい。「同じ日本人だから」という理由だ
とさすがにこの21世紀の世の中で厳しいのではない
か、と思うのですね。実際、僕は隣に住んでいる団塊
世代の専業主婦のおばちゃんよりも、同年代の香港の
社会学者のほうが話が合うし、実際に仲間意識を（仕
事を通じて）持っている。また好きなアイドルが同じだ
とか、好きなアニメが同じだという理由なら納得できる
のだけど、日本人だから…というのはちょっと信じられ
ないところがある。もちろん「国民的○○」というもの
があったほうが、社会に一体感が生まれていろいろ便
利だった、というのも知識として理解しているのだけど、
現代に必要とされているのはどちらかといえばばらば
らのまま、多様性を保持したまま機能する世の中をい
かに実現するか、のほうだと思います。だから、少し抽
象的になるのだけどこれからのお祭り、というのは同じ
物語を生きていないばらばらの人たちが、ばらばらの
まま一瞬だけ触れ合って、なんとなく一緒の場の空気
を共有して盛り上がっているのだけど、楽しみ方は別々
で、祭りが終わったらまたばらばらの個に帰っていくよ
うな、そんなものがいいのではないかと考えています。

ありません。

ありません。

ばらばら祭り

市内どこにでも作品をインスタレーションしていいとい
う、自由形式のオルタナティブ・アートプロジェクト。私
は1995年、タイ・チェンマイで参加しました。街自体が
寛容で作品の設置など快く引き受けてくれ、制作はも
ちろん、アーティストや市民との交流など、どの点にお
いてもワクワクするプロジェクトでした。マネジメント側
もアーティストで、同じアジアで表現しているという同
時代性と、都市へアーティストが介入することに対して
共創を抱いていたようです。

現在私は2007年から秋田県のアートNPO「ゼロダテ」
を、2012年から東京・神田の「TRANS ARTS TOKYO」
をディレクションしています。ゼロダテでは、小さなアー
トプロジェクトを毎年、商店街を中心に開催。「TRANS 
ARTS TOKYO」では、主催事業であるアートプロジェク
トと、神田地域の様々なフェスティバルや文化事業との
連携を図ってきました。解体予定のビルや空き地、空き
室といった空間資源の活用など、地域の課題もクリエ
イティブな方法で解決しようと試みています。

　　そこで僕も含めた東京文化資源区構想策定調査委
員会が実現させようとしているのは、それらを解決に導
く世界発信イベント「東京ビエンナーレ」です。「アート×
産業×コミュニティ」を融合させた1万ものプロジェクト
を通して、時代のニーズに合った課題解決力に富む「人
材」の育成と、それを活かす「しくみ」と「拠点」づくりを
行い、新たなレガシーの創造、継承を目指します。

チェンマイ・ソーシャル・インスタレーション

「ゼロダテ」と「TRANS ARTS TOKYO」

東京ビエンナーレ

手前味噌ですが……、自身が企画した「スペクタクル・
イン・ザ・ファーム」という那須で行った芸術祭。パフォ
ーミングアーツと音楽とファッションと温泉が1泊2日で
楽しめる、そして、その場所ごとの魅力を活かしたライブ
コンテンツを制作するという「祭」を夢想して、熱に浮か
されながら実施しました。そして、場所と表現者と企画
のかけあわせで、化学反応がおき、かつ、地元の方々
との交流を通して、東京ではわからない観光・地域の課
題やおもしろみを教えてもらいました。那須どうぶつ王
国で行った、動物と一緒のファッションショー、温泉旅
館でのダンスパフォーマンス、バスツアーのバスの中か
ら始まる演劇、高校生ブラスバンドと劇団の共同制作
……など、印象的なことをあげればきりがないのです。

張り子の造形物がアーケードに吊り下がるのですが、
毎年トレンドがあるのがおもしろく、また、なにせ張り
子なので、形状のブレがすごくて、ポケモンも、妖怪ウ
ォッチも、R2-D2も、かたちがそれぞれにときに激しく
ゆがんでいるのが、愛らしいです。夜、お祭りの時間が
終わって、だれもいない時間帯に、缶チューハイでも片
手に、吊り物を見に行くのが好きです。

　　また、プレイベントでは、新しいスポーツのための
新しいウエアを考案して、それを発表しながら、ダミープ
レイしながらパレードしたり。移動はサイクリングにして
もいいかもですね。

運動音痴もダンス音痴もたのしめる
トライアスロン祭

スペクタクル・イン・ザ・ファーム

地元（阿佐ヶ谷）の七夕まつり
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While researching and investigating cultural policies and evaluating art projects, I came 
to the realization that I wanted to fi nd connections between cultural activities and the 
broader, organic society, rather than just with economics and politics. Like looking into 
an ecosystem in the natural world, I try and look into the interpersonal relationships and 
environments surrounded by culture. This activity, which I’ve named “Cultural Ecosystem 
Observation,” is my life’s work.
  I have a garden at home, and sometimes, even though I haven’t planted any seedlings 
or seeds, I’ll fi nd that a bud has sprouted. At some point in the past, a seed from a plant 
that had been in that space previously had dropped to the soil and sprouted entirely on 
its own. I’ve started to think about whether we can make culture into a similar sort of 
self-perpetuating cycle. For example, an art project births a cycle between the creator 
and society, and mutual connections are formed between the actors, viewers, partici-
pants, volunteers, backers, and those who understand, all who have diverse viewpoints. 
The proliferation of these viewpoints is inherited by society as indispensible work. Sus-
tainability is vital for cultural activity to work its way into the roots of society.
 Festivals from throughout Japan are important samples of Cultural Ecosystem 
Observation. I’ve personally visited roughly 50 festivals as a hobby. In fact, the religious 
rites that have continued unbroken for hundreds of years are an excellent example of 
sustainable culture. They were able to continue not only because they preserved values 
as cultural assets, but also because they were able to subtly shift their contents and 
operating practices with the changing times. We can say that those changes culminate 
in the birth of original expression and the development of new local culture as the change 
spreads to new areas. It’s in these facets that we can see the cycle of culture.
 Tokyo will host the 2020 Olympics and Paralympics. After Tokyo hosted the Olympics 
in 1964, the Japanese cultural ecosystem went through serious changes. In preparation 
for 2020, I think the cultural ecosystem will once again experience a serious shift in the 
face of the many festivals and meetings that will accompany the main competition, not 

to mention the Olympics themselves. The ripened seeds will fall, sprout, and repeat the 
cycle. I believe that if we come to think, “I like Tokyo more than ever before,” the Olympics, 
a festival of sports and culture, will have been a success.
 In UNESCO’s 2001 “UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity,”* it is written 
that, culture isn’t just art and literature, but also includes lifestyle, methods of symbi-
osis, values, tradition, and faith. When I read this, the phrase “methods of symbiosis” 
struck me. Methods to live together with somebody else. In a way, the very essence of 
culture. I think that those “methods of symbiosis” are crystalized at festivals. It’s a place 
where participants use their bodies, rather than their words, to reaffi rm the pleasures 
of singing, dancing, eating, and drinking. At festivals, you can fi nd the spirit of festivity 
and joy as well as the emotions of sadness, anger, and mourning shared. Perhaps in 
expressing and sharing those emotions, we’re groping for the methods of symbiosis. 
The fact that modern festivals have branched into so many genres, from rock festivals to 
international art fairs, is indicative of the fact that people’s values and thought patterns 
are diversifying, which in turn make the various ways of living together with other people 
more necessary.
 Festivals are diversifying, but it’s not enough to just have a variety of things. Because 
of the diversifi cation, it’s important that more “relationships between people” are born. 
Meet with someone and strike up a conversation, get in touch with a way of looking 
at the world that you haven’t experienced before. Festivals are a chance to bring forth 
changes in both the area they take place in and you yourself.

*United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization’s website
(portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html)

人はなぜ、祭りやフェスティバルを愛するのか。
客員研究員に迎えたのは、シンクタンクで芸術文化の研究にあたる傍ら、
趣味で全国の祭りに足を運んでいるという大澤寅雄さん。
祭りの観察を重ねて見えてきたものを伺ってみました。
Why do people love festivals?
Our guest researcher for this issue is Torao Ohsawa, who researches art culture at a think tank 
and enjoys spending his free time going to festivals throughout Japan.
We asked him about the various things he repeatedly observes at festivals.

Festivals are a place to confi rm that you’re living with others.

Born in 1970, Ohsawa is the associ-
ate senior researcher of the Center 
for Arts and Culture at NLI Research 
Institute; an executive for Art NPO 
Link, an NPO; and Auditor of ST Spot 
Yokohama, also an NPO. His previous 
experience includes work as a the-
ater consultant and on the Culture 
Resources Studies Open Lecture 
Administration Committee at the Uni-
versity of Tokyo. He is credited as a 
joint author on the books, Korekarano 
ato manejimento “sosharu shea” eno 
michi, and Bunkakaranofukko shimin 
to shinsai to Iwaki Alios to.

1970年生まれ。株式会社ニッセイ
基礎研究所芸術文化プロジェクト
室准主任研究員、NPO法人アート
NPOリンク事務局、NPO法人ST
スポット横浜監事。劇場コンサル
タント、東京大学文化資源学公開
講座運営委員などを経て現職。共
著に『これからのアートマネジメ
ント“ソーシャル・シェア”への道』
『文化からの復興 市民と震災と
いわきアリオスと』がある。

　文化政策の調査・研究やアートプロジェクトの評価・検証に従事するうちに、
文化活動を経済や政策との関係からだけではなく、広く有機的に社会との関係
からとらえたいという思いが生まれました。自然界にある生態系を見るように、文
化を取り巻く人間関係や環境ごと眺めてみる。「文化生態観察」と名づけたその
活動は今、僕のライフワークとなっています。
　自宅の畑で野菜を育てているのですが、ときどき、種や苗を植えたわけでもな
いのにいつの間にか芽が生えていることがあります。以前にその場所で実った作
物の種が土に落ちていて、勝手に芽吹いたんですね。文化生態観察を続けるな
かで、文化もそんなふうに、自発的に循環していけるようにできないだろうかと
考えるようになりました。例えばアートプロジェクトは、つくる人と社会とのあい
だに循環が生まれることで、演者、観客、参加者、ボランティア、支持者、理解者
といった多様な立場の人や相互の関わりが生まれ、広がることで、社会に必要

な営みとして受け継がれるはず。
文化活動が社会に根づくために
は、持続可能性が大切だと思い
ます。
　文化生態観察の重要なサンプ
ルになっているのが、全国各地
の祭りやフェスティバルです。僕
はこれまでに、趣味を兼ねて50
あまりの祭りに足を運びました。
何百年も続いている伝統的な祭
祀などは、まさに持続可能な文
化の好例ですよね。持続できて
いるのは、文化財的な価値を保
存してきたからだけではなく、時
代の変化に合わせて運営体制
やコンテンツのディテールを少
しずつ変えてきたからでもありま
す。その変化の延長線上に新し
い表現も生まれるでしょうし、別

の土地に伝播して新たな地域文化として根づくこともあるでしょう。そういったとこ
ろに、文化の循環を感じるのです。
　2020年には、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。1964年の
東京オリンピックの前とあとでは、日本の文化の生態系は大きく変化しました。
2020年の開催に向けて、本大会だけでなく付随したフェスティバルや催しもの
がこれからたくさん出てくると、また大きく文化の生態系が変化するでしょう。そ
れらで実った種が落ち、また芽生え、無理なく循環し、「東京が今までよりも大好
きな街になった」と思えたら、オリンピックというスポーツと文化の一大フェスティ
バルは成功したといえるのではないでしょうか。
　ユネスコが2001年に発表した「文化的多様性に関する世界宣言」には、「文化
とは、芸術・文学だけではなく、生活様式、共生の方法、価値観、伝統及び信
仰も含むもの」＊であるとも書かれています。このひと文を読んだとき、「共生の方
法」という言葉に感銘を受けました。誰かと一緒に生きるための方法。まさに、文
化の真髄ですよね。祭りやフェスティバルには、その「共生の方法」が結晶されて
いると思うんです。言語ではなく、身体で「こんなふうに一緒に歌ったり踊ったり
すると楽しいんだ」「こんなふうに食べたり飲んだりするのが、お互いに心地いい
んだ」と確認し合える場所。また、祭りで共有されるものは、快楽や祝いの心だ
けでなく、悲しみや怒りや弔いといった感情もあるでしょう。そうした感情を表現
し、共有するなかで、誰しもが共生の方法を模索しているのかもしれません。ロッ
クフェスや国際芸術祭など、現代の祭りのジャンルやスタイルが様々になってい
るのは、世の中の人の価値観や考え方が多様化し、他者と共に生きるためのい
ろいろな手立てが必要になっているからではないでしょうか。
　フェスティバルのかたちは多様化していますが、ただいろんなものがあるだけ
ではもったいない。多様だからこそ、もっと多くの「人と人との関わり」が生まれ
ていくことが大事なんです。誰かと出会って会話を交わし、それまで触れ合ってこ
なかった価値観に触れる。祭りやフェスティバルは、自分自身や地域に変化をも
たらすきっかけになるでしょう。

＊文部科学省ウェブサイトより引用
（www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/019/04120201/001/008.htm）

祭りは、他者とともに生きる方法を確認する場所
大
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Seeds of Symbiosis Sown by Festival
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　まちなかで無数のシャボン玉を飛ばして、見慣れた風景を
ガラリと変える。僕が国内外で40回以上開催してきた「Me-
morial Rebirth」は、人と場所、そしてそこに刻まれた歴史
をつなぐパフォーマンス作品です。
　親子や友達、居合わせた人同士で交わされるのは、劇的
な情景への驚きや感動の言葉だけではありません。「小さい
とき、よくここで遊んだね」「ここは昔、こういう場所だったら
しいよ」といった、場所そのものについて語り合う声も聞こ
えてきます。この作品は、人々のなかに新しい記憶が刻まれ
ると同時に、その場所が持つ歴史が掘り起こされる機会に
もなるのです。
　さらに、記憶は未来でも再生されます。シャボン玉って、
子供からお年寄りまでみんなが知っているものですよね。い

つか日常のなかでシャボン玉を目にしたときに、「Memorial 
Rebirth」で見た情景を思い起こしてくれる人は少なくない
はず。体験というリアリティを持った記憶の再生が繰り返さ
れ、人から人へと語り継がれていくことによって、その場所
にはより強い、生の歴史がつくられていきます。
　「Memorial Rebirth 千住」は5年目を迎えます。今年の
舞台は足立市場。市場で使われている木製の荷役台（パレ
ット）などを使って、シャボン玉のマシンをタワー状に積み
上げたいですね。もちろん今年も、恒例となっているオリ
ジナルの盆踊り、「しゃボンおど
り」を開催します。新たな試みと
して、夜の部のパフォーマンス
を進化させたいなと。楽器の生
音を流して、音と光とシャボン玉
が混ざり合うような、ショーに近

いものになるかもしれません。そのほかにもいろいろなア
イディアを練っているのですが、あえて秘密にしておきます
（笑）。どんなふうになるのか、当日を楽しみにしていてくだ
さい。
　アートは、かたちあるものだけを指すのではないと思い
ます。人と人とが関わり合って、そこで起こるすべてのでき
ごとに愛や喜びが満ちている、そういう場こそが、まさにア
ートそのものなんじゃないかなって。「Memorial Rebirth 千
住」は、普段あまり接しない世代の人と交流できる機会。老

若男女が一緒になって楽しんで
いる光景はすばらしいものです。
幸せと言ったら大げさかもしれま
せんが、心が躍る一瞬の光のよ
うなものを、みなさんに感じても
らえたらいいなと思っています。

アートでまちの「ご縁」をむすぶ

Building Neighborhood Connections 
Through Art 

Completely transforming a familiar landscape by sending up 
countless soap bubbles in the middle of the city, Memorial 
Rebirth is a performance work I’ve done more than forty times 
in Japan and overseas, one that ties together people, place, and 
the threads of history.
	 What passes between parents and children, and among 
friends and others who happen to come together is such places 
is more than just expressions of surprise and excitement about 
the dramatically transformed scenery; we also hear people talk 
about the place, saying, “I used to play here all the time when I 
was little” or, “You know, this used to be the sort of place where….” 
Memorial Rebirth creates new memories while creating opportu-
nities to unearth the unique history of a place.

	 Memories are also replayed in 
the future. Everyone from children 
to the elderly is familiar with soap 
bubbles. Surely many will recall 
what they saw at Memorial Rebirth 
when they see soap bubbles again 
someday in an everyday context. 
Replaying the memory of a real experience and conveying that 
experience from person to person creates a more powerful 
place-specific living history.
 This year marks the fifth edition of “Memorial Rebirth Senju,” 
held this time at Adachi Market. I hope to use wooden pallets from 
the market to create a tower of soap bubble machines. This year’s 
event will include, of course, our original Shabon Odori “soap bub-
ble dance” styled after traditional summer Bon Odori dancing, and 
I hope to add a new twist to the evening performance, too, turning 

it into a kind of show with acoustic 
music and sounds and lights mixing 
with the bubbles. I’ve got all sorts of 
other ideas but I think I’d best keep 
them a secret for now! (laughs) 
You’ll just have to come to the event 
to see how things turn out.

	 Art doesn’t only mean things that have physical form. Isn’t true 
art really any space where people get together and everything that 
happens is suffused with love and joy? “Memorial Rebirth Senju” 
is an opportunity to connect with people from generations you 
normally don’t have much contact with. To see men and women, 
boys and girls, people of all ages enjoying themselves together 
makes a wonderful scene. To call it bliss might be overstating 
things, but I hope everyone will be able to feel something like a 
ray of light that makes the heart dance.

A contemporary artist, Ohmaki produces installations and public art works — such as the Echoes series 
(Shiseido Gallery, Art Tower Mito, Contemporary Art Museum Kumamoto, Museum of Contemporary Art 
Tokyo, etc.) and Memorial Rebirth (Yokohama Triennale 2008, etc.) — that transform exhibition spaces into 
extraordinary worlds and stir physical sensations in those who view them.

現代美術家。『Echoes』シリーズ（資生堂ギャラリー、水戸芸術館、熊本市現代美術館、東京都現
代美術館など）、『Memorial Rebirth』（横浜トリエンナーレ 2008）など、展示空間を非日常的な世
界に生まれ変わらせ、鑑賞者の身体的な感覚を呼び覚ますインスタレーション作品やパブリックア
ートを発表している。

INTERVIEW

Shinji Ohmaki

大巻伸嗣

シャボン玉がつむぐ
まちの歴史と

新しいストーリー

Soap Bubbles 
Spinning Local History 

and New Stories

市民参加型のアートプロジェクトを通して足立区に新たなコミュニ
ケーションを生み出す「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」
のプログラムのひとつ、「Memorial Rebirth 千住」。現代美術家、
大巻伸嗣によるこのプログラムは、無数のシャボン玉で見慣れた
まちなみを光の風景へと変貌させます。千住地域で5回目を迎え
る今年は、足立市場を舞台に昼と夜の2部制で開催。シャボン玉
が舞うなか、恒例となっている盆踊り「しゃボンおどり」を踊るほ
か、夜の部では音と光を使ったパフォーマンスが行われます。

“Memorial Rebirth Senju” is one of the programs under Art Access Ada-
chi: Downtown Senju — Connecting through Sound Art that is generat-
ing new communication in Adachi through community participation art 
projects. Under the direction of contemporary artist Shinji Ohmaki, the 
program uses countless soap bubbles to transform a familiar town-
scape into a landscape of light. Marking its fifth year in Senju, this year 
the event includes two sessions at Adachi Market, one in the afternoon 
and one in the evening. In addition to dancing the customary Shabon 
Odori “soap bubble dance” styled after traditional summer Bon Odori 
dancing, amid the whirling bubbles, the evening session also incorpo-
rates a sound and light show.

日時／平成27（2015）年10月11日（日）　昼の部15:00～15:30、夜の部18:00～18:30（各回30分程度）
会場／東京都中央卸売市場　足立市場　URL／aaa-senju.com/ohmaki
Date / Time: 10.11 (Sun), 2015; Afternoon Session 15:00–15:30; Evening Session 18:00–18:30 (Each approx. 30 min)
Venue: Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market, Adachi Market	URL: aaa-senju.com/ohmaki

『アートアクセスあだち 音まち千住の縁 
大巻伸嗣「Memorial Rebirth 千住 2015 足立市場」』

Art Access Adachi: Downtown Senju — Connecting through Sound Art
Shinji Ohmaki “Memorial Rebirth Senju 2015 Adachi Market”

PICK UP 

“Memorial Rebirth Kesennuma”「Memorial Rebirth 気仙沼」
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隅田川沿いに位置する汐入タワー（都立汐入公園内）を舞台に「隅田川ルネサンス」の一環として開催されるピクニッ
ク形式のパフォーマンス公演。出演は、パフォーマンス集団「フラワーズ」をはじめとした若手アーティストと一般募集
による出演者「アナター」。総勢約100名の出演者が、時おり観客を巻き込みながらダンスや音楽等のパフォーマンス
で、それぞれが考えるピクニックの魅力を表現します。観客はピクニックのように公園内で自由に過ごしながら汐入タ
ワー周辺に散りばめられた様々な表現を鑑賞。ステージと観客席の隔たりのない日常の景色のなかに立ち現れる未
知の情景を体感できます。現在、事前にワークショップを実施し、自分自身が魅力的だと思う姿で、地球の上に堂々と
立つ人、「アナター」として出演する方を募集中（10月2日まで）。

国境、世代、ジャンルを超えて多様な価値が出合い、刺激し合うことで新たな可能性をひらく国際的な舞台芸術のフェ
スティバル。8回目となる今回は「融解する境界」をテーマとし、国内外の舞台作品の上演を中心に、シンポジウムや
各作品に関連した映像上映など多彩なプログラムを展開します。主催プログラムでは、飴屋法水、岡田利規をはじめと
した、日本の舞台芸術シーンを牽引する演出家たちによる作品を上演。演劇と音楽が強くむすびついた舞台作品や、
東日本大震災の経験を経て生み出した表現などに目を向けていきます。海外からは、日本初招聘となるスペインの鬼
才、アンジェリカ・リデルなどのアーティスト、カンパニーを招聘。「アジアシリーズ」では、急速な社会変化が進むミャ
ンマーの3組のアーティストによるインスタレーション、演劇作品、音楽を紹介します。

Festival/Tokyo is an international performing arts festival where diverse values that transcend genres, generations, and national 
borders come together and open up new possibilities through mutual inspiration. This 8th edition of the event offers a diverse 
program under the theme of “Border Fusion,” presenting stage performances from Japan and overseas, holding symposiums, 
and screening fi lms related to the various works. Pieces to be performed include those by Norimizu Ameya, Toshiki Okada, and 
other directors who are driving Japan’s performing arts scene. Particularly notable are stage works that powerfully combine 
drama and music as well as creative expressions born from the experience of the Great East Japan Earthquake. Invited overseas 
artists and companies include Angélica Liddell from Spain, making her fi rst appearance in Japan. The Asia Series presents 
installations, dramatic works, and music by three groups of artists from Myanmar, a country undergoing rapid social change.

Part of the Sumida River Renaissance Project, this picnic-and-performance event will take place against the backdrop of the 
Shioiri Tower (in Shioiri Park), on the banks of the Sumida River. Performers will include a performing group, the Flowers troupe 
and other young artists, as well as “Anatar (You),” a group of performers recruited from among the general public. The 100 or 
so performers will express the charm of the picnic in their own way through performances of music and dance, sometimes 
with audience participation. Audience members are free to explore the park or enjoy a picnic while viewing the many and varied 
forms of expression unfolding around the Shioiri Tower. Experience the hitherto-unknown delight of performances that appear 
in the midst of an ordinary, everyday setting, without the distance that usually separates the stage from the audience. Applica-
tions for the workshop are being accepted (until October 2) from those who wish to become part of the majestic spectacle of 
“Anatar (You)” to explore what participants themselves feel will appeal most to the audience. 

日時／平成27（2015）年10月12日（月・祝）16:00～17:30
会場／都立汐入公園内 汐入タワー周辺

Date & time: 10.12 (Mon), 2015, 16:00–17:30  
Venue: Around Shioiri Tower, in Shioiri Park 

日時／平成27（2015）年10月31日（土）～12月6日（日）　
※時間はプログラムにより異なる　会場／東京芸術劇場、あうるすぽ
っと、にしすがも創造舎、アサヒ・アートスクエア、彩の国さいた
ま芸術劇場、池袋西口公園、豊島区 旧第十中学校 ほか

同時開催　『アジア舞台芸術祭』　
日時／平成27（2015）年11月13日（金）～15日（日）　
※時間はプログラムにより異なる　会場／東京芸術劇場シアターイー
スト ほか　URL／butai.asia/j/

Date/Time: 10.31 (Sat) – 12.6 (Sun), 2015 (Times vary by program.)
Venues: Tokyo Metropolitan Theatre, Owlspot Theater, Nishi-Sugamo 
Arts Factory, Asahi Art Square, Saitama Arts Theater, Ikebukuro Nishi-
guchi Park, Former Toshima City 10th Junior High School, etc.

Also Being Held During the Same Period “Asian Performing Arts Festival 2015”
Date/Time: 11.13 (Fri) – 11.15 (Sun), 2015 (Times vary by program.)
Venue: Tokyo Metropolitan Theatre (Theatre East), etc.
URL: butai.asia/e/

Art Direction: Yoshio Ujiie (Ujiie Planning offi ce)　Illustration: naomi@paris,tokyo

festival-tokyo.jp

『フェスティバル /トーキョー15』

隅田川ルネサンス事業
『威風 DoDo』

okatte.info/dodo

神楽坂を舞台に、日本の伝統芸能を楽しむ2日間。若手からベテランまで、第一線で活躍する様々なジャンルのアーテ
ィストが集結します。1日目の［前夜祭］では、神楽坂ゆかりの古典芸能実演家による「店めぐり・古典芸能ライブ」と、
路地や横丁をめぐりながら演奏する「新内流し」などを行います。2日目の［本祭］は、芸者衆のおもてなしでお座敷遊
びを体験できる「覗いてみようお座敷遊び」、路上で三味線や尺八などの伝統楽器を演奏する「神楽坂芸能めぐり・街
角ライブ」のほか、毘沙門天善國寺境内での辻講釈など、伝統芸能に馴染みのない人や海外の方も楽しめる企画が盛
りだくさんです。さらに、神楽坂のまち全体を楽しめるスタンプラリーも開催します。

Presenting two days of Japanese traditional performing arts in the Kagurazaka area, this program brings together artists — 
both up-and-comers and seasoned veterans — who are active at the forefront of a variety of genres. Eve of the festival on the 
fi rst day include a Shop Strolling/Live Performance — at local restaurants by performers with ties to Kagurazaka — and Shinnai 
Nagashi — singing and shamisen performed while walking through the area’s alleys and side streets. During the main festival 
on the second day there will be an The Ozashiki Asobi Experience, in which local geisha offer an opportunity to experience 
traditional parlor games, and a street fair with open-air performances of traditional music instruments such as shamisen and 
shakuhachi. There will also be a range of other activities such as traditional storytellers at Bishamonten Zenkoku-ji Temple to 
entertain those from overseas and others less familiar with Japan’s traditional performing arts. A stamp rally event will cover 
the entire Kagurazaka neighborhood.

kaguramachi.jp

日時／［前夜祭］　平成27（2015）年11月14日（土）15:00～21:30
　　　［本祭］　　平成27（2015）年11月15日（日）11:00～17:00
会場／毘沙門天善國寺、赤城神社、東京神楽坂組合・見番、飲食店 ほか神楽坂界隈

Date/Time: [Eve] 11.14 (Sat), 2015, 15:00–21:00  [Main Festival] 11.15 (Sun), 2015, 11:00–17:00
Venues: Bishamonten Zenkoku-ji Temple, Akagi Shrine, The Tokyo Kagurazaka Association/Kenban, 
restaurants, and other locations around Kagurazaka

この秋、見逃せないプログラムいろいろ

Festival / Tokyo 2015

Sumida River Renaissance Project: 
“Ifuu DoDo”

『神楽坂まち舞台・大江戸めぐり2015』
Kagurazaka Street Stage O-edo Tour 2015

(Japanese Traditional Culture Festival)
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This year’s Tokyo Grand Tea Ceremony, a large-scale event bringing together many different schools of tea for a celebration of 
tea culture, is the 8th edition and will be held at two venues: the Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum and the Hama-rikyu 
Gardens. The main events, held at both locations, include a Cha-seki; Indoor Tea Ceremony (reservations now closed), Nodate; 
Outdoor Tea Ceremony, and a Tea Ceremony for Beginners including foreign visitors (with explanations in English). Unique 
opportunities at Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum include a Tea Ceremony Workshop for Children of elementary school 
age and below, shishimai lion dance and Tsugaru shamisen performances, and food and drink stands set up by local shops. 
Special events at Hama-rikyu Garden include a Sencha-seki event where sencha green tea is served nodate style, a Nodate; 
Outdoor Tea Ceremony in English that includes explanations of the etiquette of tea, a Nodate; Outdoor Tea Ceremony by high 
school students, a kimono fashion show, and an introduction to the art of flower arrangement for foreign visitors.

様々な流派が一堂に会し、茶の文化を身近に楽しめる大規模な茶会「東京大茶会」は今年で8回目を迎えます。会場
は、江戸東京たてもの園と浜離宮恩賜庭園の2か所。メインとなるのは、両会場で行われる「茶席」（申し込み受付終
了）と、屋外の自然の中でお茶を楽しむ「野点」、初心者と外国人向けの「茶道はじめて体験」（英語での解説つき）で
す。また各会場独自の展開として、江戸東京たてもの園では小学生以下を対象にした「子供のための茶道教室」のほ
か、獅子舞や津軽三味線のパフォーマンス、地元の商工会による飲食ブースの出店を予定。浜離宮恩賜庭園では、野
点で煎茶をいただく「煎茶席」を設けるほか、英語でお茶の作法を説明する「イングリッシュ野点」、高校生がお茶をふ
るまう「高校生野点」、着物ファッションショー、外国人向けの華道体験などを開催予定です。

毎週土曜日11:35～11:45（ワイド番組「RADIO DONUTS」内）
Saturdays, 11:35–11:45 (A segment of the “RADIO DONUTS” show)

東京文化のライブな情報をオンエア中
Broadcasting live information about culture in Tokyo

www.j-wave.co.jp/original/creativefi le/

J-WAVE（81.3FM）
『ARTS COUNCIL TOKYO CREATIVE FILE』

渡辺 祐 × 山田玲奈  Tasuku Watanabe × Rena Yamada

アーツカウンシル東京
@artscouncilTYO

イベントなどの詳細は、
公式ウェブサイトとSNSから！
Check the offi cial website and 
SNS for event details!

www.artscouncil-tokyo.jp/
www.artscouncil-tokyo.jp/en/

アツカンの情報はここでチェックしよう！ Check here for more information about Arts Council Tokyo!

tokyo-grand-tea-ceremony2015.jp

『東京大茶会 2015』

アツカンのおすすめ情報を日英バイリンガルでお
届けするメールニュースを始めました。登録は公式
ウェブサイトから。ぜひご利用ください！

www.artscouncil-tokyo.jp/登録はこちらから  

We now offer a bilingual (English-Japanese) newsletter 
with information from Arts Council Tokyo. Please sign up 
for a subscription through our offi cial website!

www.artscouncil-tokyo.jp/en/Subscribe Here 

Web Newsletter Radio

This brand-new festival centered in Shibuya, Japan’s Mecca for street dancers, seeks to convey the appeal of street dance — a 
genre drawing attention around the world — both at home and abroad while also pursuing cultural exchange between Japan 
and Asia. Events held in Yoyogi Park include a street dance competition for high school students (registration for participating 
teams begins in September) and a by-genre (hip-hop, breakdance, etc.) dance battle event (registrations scheduled to begin 
in October). In addition, there will be numerous other participatory programs including flash mobs and free workshops for 
beginners, kids, and the elderly led by professional dancers. Opportunities for observing include a stage performance by dream 
teams of young people from Japan and Asia born in the 1990s (Shibuya Cultural Center Owada) and a club showcase featuring 
some of Japan’s best dancers (HARLEM).

世界中から注目されるストリートダンスの魅力を、日本とアジアとの文化交流を図りながら国内外に伝えるフェスティ
バルが誕生。発信地となるのは、ストリートダンサーの聖地である渋谷。代々木公園では、高校生ダンスチームが戦う
「高校生対抗ストリートダンス選手権」（9月より参加チーム募集）やヒップホップやブレイクダンスなどジャンル別で
競うバトルイベント（10月より参加者募集予定）のほか、プロダンサーの指導による初心者やキッズ・シニア向けの無
料ワークショップやフラッシュモブなどの参加型プログラムを多数開催。さらに、アジアと日本の1990年代生まれの
ドリームチームによる舞台公演（渋谷区文化総合センター大和田）、日本を代表するダンサーによるクラブショーケース
（HARLEM）などの鑑賞プログラムも行います。

streetdanceweek.jp

日時／［江戸東京たてもの園］　平成27（2015）年10月3日（土）・4日（日）9:50～16:10　※入園は16:00まで　
　　　［浜離宮恩賜庭園］　　   平成27（2015）年10月10日（土）・11日（日）9:30～16:10　※入園は16:30まで

Date/Time: [Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum] 10.3 (Sat) – 10.4 (Sun), 2015 9:50–16:10 (Enter by 16:00) 
　　　　　[Hama-rikyu Gardens] 10.10 (Sat) – 10.11 (Sun), 2015 9:30–16:10 (Enter by 16:30)

日時／［代々木公園］　平成27（2015）年11月22日（日）　※時間はプログラムにより異なる
　　　［HARLEM］　平成27（2015）年11月22日（日）18:00～20:00（予定）
　　　［渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール］　平成27（2015）年11月23日（月・祝）14:00～、18:00～（予定）

Date/Time: [Yoyogi Park] 11.22 (Sun), 2015 (Times vary by program.)
　　　　			[HARLEM] 11.22 (Sun), 2015, 18:00–20:00 (TBC)
　　　　			[Shibuya Cultural Center Owada Sakura Hall] 11.23 (Mon), 2015, 14:00–, 18:00– (TBC)

An Autumn Filled With Can’t-miss Programs

Tokyo Grand Tea Ceremony 2015

『Shibuya StreetDance Week 2015』
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文：石田 千
Text by Sen Ishida

写真：小原太平
Photograph by Taihei Ohara

1968年福島生まれ、東京育ち。國學院大學文学部卒業。2001年『大踏
切書店のこと』で第一回古本小説大賞受賞。主な著書に『あめりかむら』
『きなりの雲』『夜明けのラジオ』『きつねの遠足』『もじ笑う』など。近著
に、全国の民謡の歌い手を訪ねた『唄めぐり』（新潮社刊）がある。

石田 千

Born in 1968 in Fukushima and raised in Tokyo. Graduated from the Faculty of 
Letters at Kokugakuin University. Won the inaugural Furuhon Shosetsu Award 
in 2001 for Ofumikiri shoten no koto. Major publications include Amerikamura, 
Kinari no kumo, Yoake no rajio, Kitsune no ensoku, and Moji warau. Her latest 
work is Utameguri (Shinchosha), in which she visits folk singers around Japan.

Sen Ishida

東京の秋
Autumn in Tokyo

In autumn of the year I started work, I 
began living on my own for the first time. 
 I borrowed a small truck and moved 
from Asagaya, where I had been sharing 
a place with my brother, to Kana-machi 
in Katsushika. Having only just obtained 
my license to drive, it was a bold move.
 I went over the Okawa and Arakawa 
rivers, then the Ayasegawa and the Nak-
agawa — crossing my first bridges, passing 
over blue waters.
 Back then, all my things fit in just five 
cardboard boxes. After carrying them into 
my new room, I opened the window. The 
blazing sun was setting over the banks of 
the Edogawa River, so huge and hot that 
I remember watching it transfixed until 
night fell.
 Kana-machi is a lovely place to walk, and 
I enjoyed getting up early. In Mizumoto 
Park I peeked in on sleepy birds and bought 
vegetables harvested by local farmers.
 On days off I used to wander along the 
riverbank to Shibamata, one station down 
the line. Along the banks, people would 
be fishing for crucian carp, and in spring 
there would be people picking mugwort 
and horsetail, too. During the decade I 
lived in Kana-machi, I grew quite close 
to Tokyo’s nature.
 After the fireworks festival, the color of 
the moon always grew clearer.
 I became familiar with a number of the 

local establishments and would pop out in 
the evenings for a drink. The older men 
from the neighborhood would plunge into 
stories from the old days that sounded as 
if they had happened just the day before.
 ...watching the moon and drinking a 
can of beer on the dry riverbed at dusk. 
 My legs wavered between having 
another and heading home when I 
heard the sound of a flute followed by 
the lonely tapping of a drum.
 It was almost time for the local festi-
val and musicians were practicing in the 
grove of trees surrounding the shrine, a 
fifteen-minute walk away. The sound of 
the flute really traveled a long way. I looked 
back along the bank where the sound of 
the flowing water and the grasses along the 
Yagiri area blended in the scent of  blue 
and thought that twilight must have looked 
much the same to the people of Edo. I had 
only just leapt into the world and yet was 
filled with a sense of plaintive nostalgia 
more suited to one who has lived a long 
life. Counting footsteps in the soft earth, 
one then two, I headed back to the lights 
of the town.
 More than a quarter century has passed 
since then.
 Fireworks, festivals, and the Yagiri ferry 
crossing — were I to walk that riverbank I 
remember so well, the moon would follow 
me tonight, too.
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Life on the Island is 
Everything to Me

I was born and raised on Hachijojima Island. It has been 50 years 
since I opened the guesthouse here. I’ve been fortunate that so 
many guests have chosen to stay here over the years, coming in 
after a day of sur� ng or hiking as if returning to their own home. 
Many guests have come here to study the island’s language or 
its plants. I think of their happy faces as I make many dishes 
for meals using local island ingredients. Today is shimazushi 
(island sushi), simmered kinmedai � sh, and tempura of ashitaba 
greens. When everything’s on the table I’ll yell out, “Drinks are 
on the table! Eat up! Drink up!” and then have dinner with my 
guests. I suppose listening to everyone’s happy stories is what’s 
turned me into an interesting old lady!
　When I see guests o� , of course, I do so in the local dialect, 
saying “Ojatte tamore yare yo” (Come again!). Speaking the 
language of the island, living amid the greenery, reading the 
weather in the movement of the clouds and the wind — living 
here is everything to me. Things are a lot more convenient now 
than back in the days when the ship would come only once every 
one week, but we still live in an unforgiving island environment 
so I have learned to always be prepared for whatever might 
happen. Living earnestly, I think, has naturally cultivated in 
me a free heart. Having both sides, of course, is the way of 
the islands.

島での暮らしが、私のすべて

　私は、生まれも育ちも八丈島なの。この島で民宿を開い
て、今年で50年。ありがたいことに、何年も前から贔屓に
してくれているお客さんがたくさんいて、島でサーフィンや
山登りなどを楽しんだあと、まるで自分の家に帰るように
ここへ来てくれる。島の言葉や植物などを、研究しに来ら
れる方も多いよ。私は、みんなの喜ぶ顔を思い浮かべなが
ら、島の食材を使っておかずを何品も作るんだ。今日は島
ずし、金目鯛の煮付け、アシタバの天ぷら…。食卓に並べ
たら「ほら島酒だ～、飲め～、食べろ～」って言いながら、
私も一緒にごはんを食べるのよ。みんなの楽しい話を聞か
せてもらっているおかげで、面白いおばあちゃんになった
んじゃないかね。
　お客さんを送り出す時は、もちろん方言で。「おじゃって
たもりやれよ～（また来てね）」ってね。島の方言をしゃべっ
て、緑の中で生きて、雲や風の流れから天気を読んで…。
ここでの暮らしが、私のすべてよ。一週間に1便しか船が
来なかった頃と比べて生活は便利になったけど、それでも
島という厳しい環境の中で生きているから、何かあった時
の備えをする習慣も身に付いてる。そして真剣に生きなが
ら、自然に育てられた自由な心も持ってる。両方あるから
こそ、島らしいのね。

1939年生まれ。八丈島の民宿『ガーデン荘』店主。その親しみやすさから、榮子ば（“ば”は、おば
さんの意味）の愛称で慕われる。八丈島の広告塔として、メディア出演も多数。

Born in 1939. Proprietor of the Garden So guesthouse on Hachijo Island. Known as Eiko-ba (Auntie Eiko) 
for her easy-going manner, Fukuda frequently appears in the media to promote her beloved Hachijo Island.

Eiko Fukuda福田榮子

Notes from
East & West

Untitled (Harajuku, Tokyo), 2014

PARALLEL LINES
Tokyo is a magni� cent, sprawling garden, where � owers of every imaginable color clash, blend, and 
yield to one another. With every visit I am shocked by the drastic changes in the city, and its de� ance 
of all my previous conceptions of it. 
May, an afternoon in Omotesando: sunlight angles down, catching a light-blue coifed matriarch as she 
gracefully emerges from a boutique in full kimono.
Midnight: bagel-shaped swellings adorn the foreheads of young men and women sidling through the 
crowd at an underground party; to one side a man suspended horizontally by piercings through every 
part of his body is looking down on the crowd; the crush of dancers casts a halo of gyrating shadows. 
Everyone seems to belong to night alone.

TO EACH THEIR OWN LIGHT, THE GAZES NEVER MEET
Tokyo’s system of addressing by chome is a frequent source of frustration to foreign travelers. Then 
again, wandering lost through one of Tokyo’s intricate residential districts can be a pleasure all its own. 
The population density of Tokyo has forced the city to develop unique architectural methods and aes-
thetics, and nowhere does this manifest more clearly than in dense residential blocks downtown. When 
land is so dear, the utilization of space as well as the assurance of privacy are both elevated to high arts. 
The need for sunlight and privacy has popularized distinctive materials such as frosted glass and tinted 
acrylic which give residents a view outside while somewhat avoiding the curious gazes of passersby.

Tokyo: Between Abandon and Restraint

1984年生まれ、台北在住。日常生活の中で見つけたオブ
ジェクトから、別のリアリティを創り出すことで、日常の痕
跡や本来あるべき姿とは少しずれた感覚を呼び起こす作
品を制作。台湾、日本、ブラジル、中国、アメリカなどで
展示。2013年、トーキョーワンダーサイトの「クリエーター•
イン•レジデンスプログラム」で3か月間東京に滞在。

文：ルオ・ジーシン
LUO JR-SHIN

Born in 1984. Lives and works in Taipei. He often 
engages common objects in daily life. Through the 
richness of these objects, it then reproduces another 
kind of reality. From this alternative reality, the viewers 
are able to notice the trace of the daily life and the 
slight displacement from the origin. His works have 
been exhibited in Taiwan, Japan, Brazil, China, and the 
United States. In 2013, Luo Jr-shin stayed in Tokyo for 
three months, participating in the Tokyo Wonder Site 
Creator-in-Residence program.

curtain, 2014

八丈富士の6～7合目に広がる『八丈富士ふれあい牧
場』には展望台があり、島のきれいな海が一望できる。
A viewing spot at the Hachijo-fuji Fureai Ranch about 
three-quarters of the way up Mt. Hachijo-fuji offers pan-
oramic views of the island’s beautiful ocean.

Passion fruit picked on the 
island. Delicious chilled, they 
are also good mixed with 
the local shimazake liquor.

島で採れるパッションフ
ルーツ。冷やしてそのま
ま食べてもいいが、島酒
に混ぜてもおいしい。

︿
平
行
線
﹀

　
東
京
︱
︱
巨
大
か
つ
壮
観
な
人
工
庭
園
、
こ
こ
で
は
様
々
な
様
相
が

衝
突
し
な
が
ら
調
和
す
る
。
訪
れ
る
た
び
、
変
化
の
速
さ
に
お
ど
ろ

き
、
都
市
の
本
当
の
姿
を
見
き
わ
め
ら
れ
ず
に
い
る
。

　
五
月
、
午
後
の
心
地
よ
い
日
の
光
が
斜
め
か
ら
差
し
こ
ん
だ
表
参

道
。
髪
の
毛
を
鮮
や
か
な
ブ
ル
ー
に
染
め
た
老
婦
人
が
、
着
物
姿
で
、

ブ
テ
ィ
ッ
ク
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
歩
み
で
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
深
夜
、
地
下
の
喧
噪
の
中
、
ベ
ー
グ
ル
ヘ
ッ
ド
の
男
女
が
行
き
交

い
、
遠
く
か
ら
身
体
の
至
る
と
こ
ろ
に
ピ
ア
ス
を
し
た
男
が
、
空
中
に

浮
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
ご
た
つ
く
ク
ラ
ブ
の
な
か
を
見
お
ろ
し
て

い
る
。
揺
れ
う
ご
く
影
、
彼
等
は
夜
に
し
か
属
さ
な
い
の
だ
ろ
う
。

︿
そ
れ
ぞ
れ
の
光
、
交
わ
ろ
う
と
し
な
い
視
線
﹀

﹁
丁
目
﹂
に
よ
っ
て
区
分
け
さ
れ
た
住
所
管
理
シ
ス
テ
ム
の
せ
い
で
旅

人
は
つ
ね
に
方
向
感
覚
を
失
っ
て
し
ま
う
が
、
住
宅
地
で
道
に
迷
う
こ

と
は
ひ
と
つ
の
た
の
し
み
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
東
京
は
人
口
密
度
が
高

い
た
め
、
人
々
は
独
特
な
建
築
技
術
と
建
築
美
学
を
見
い
だ
し
た
の
だ

ろ
う
。
と
く
に
地
価
が
高
く
、
細
か
い
区
画
が
ひ
し
め
き
あ
っ
た
下
町

で
は
、
こ
れ
ら
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
空
間
利
用
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
確
保
は
芸
術
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
の
だ
。
人
々
は
日
差

し
を
望
む
が
、
他
人
の
視
線
に
は
晒
さ
れ
た
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

半
透
明
で
、
つ
や
消
し
、
あ
る
い
は
色
つ
き
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や
ガ
ラ

ス
な
ど
の
材
料
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
。
住
民
た
ち
は
覗
か
れ
て
い
い

程
度
に
覗
か
れ
、
通
行
人
の
好
奇
心
も
適
度
に
刺
激
さ
れ
る
。

東
京
、
節
制
と
放
縦
の
あ
い
だ

ガーデン荘の看板猫、その名も「ねこ」。長い付
き合いで、お客さんもかわいがってくれている。
Garden So’s unoffi cial mascot, a cat named Neko 
(“cat” in Japanese) who, having been there a while, 
guests greet like an old friend.
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祀る奉る、祭りの語源は多様である。それだけ生活に近い言葉なのだろう。文化行政
（まつりごと）がお祭り騒ぎで終わらぬよう、まずは足下をみつめたい。（森隆）／毎年8
月2、3日は故郷へ。長岡まつり大花火大会。長岡空襲、中越地震。復興祈願の願いを
込めて打ち上がる花火は、痛みを知る街の、前を向く姿勢そのもの。今号では祭りの
本質を垣間見ることができた気がします。（水島）／お祭りの思い出は、夏休みに行われ
ていた近所の盆踊り大会。遅くまで遊べる特別な夜でした。大人たちに混じって、ドキ
ドキしながら夜店に並んだのを覚えています。（平林）／暑い暑いと言いながらも、初め
ての場所での撮影はいつも楽しい。知らない街が私たちを迎えてくれているような気が
します。（TAKAIYAMA inc.）

Worship, revere; the word festival has various etymologies. Perhaps because it’s so closely 
tied to our life. For cultural administration (government) not to end with merrymaking, I want 
to fi rst pay attention to the ground beneath our feet. —Mori Ryu / I return to my hometown every 
year on the 2nd and 3rd of August. The Nagaoka Fireworks Festival. Nagaoka air raids and 
Chuuetsu earthquakes. The fi reworks, carrying prayers of restoration, symbolize the optimism 
of this town that knows so much pain. I feel like this volume really manages to glimpse the 
true nature of festival. —Mizushima / For me, festival calls up memories of the Bon Odori dance, 
which took place over summer break in my neighborhood. It was a special night, where we 
could stay out late and play. I remember mingling with adults, my heart pounding as I lined up 
at night stalls. —Hirabayashi / Taking photos for the fi rst time at a location is always enjoyable, 
even as we’re complaining about the heat. I feel as if strangers in unknown towns come out 
to welcome us. —TAKAIYAMA inc. 

ディレクター：森隆一郎 / アツカン　編集ディレクション・執筆：水島七恵　編集部：浅野五月、キムキョンナ、里見恵利華 / アツカン　編集・執筆：平林理奈（P10～P13）/ Playce、仲野聡子（P8、P15）
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RESEARCH NOTES

小林エリカ
作家・マンガ家

2014年小説「マダム・キュリーと朝食を」（集英社）で
第27回三島賞候補、第151回芥川賞候補。

“放射能”の歴史を巡るコミック「光の子ども1」（リトルモア）なども。

Erika Kobayashi
Writer and manga artist

Kobayashi’s novel Madamu kyuri to choshoku wo “Breakfast with Madame Curie” (Shueisha), 
was nominated for the 27th Mishima Award and the 151st Akutagawa Prize. 
Other works include Hikari no kodomo 1 “Children of Light 1”  (Little More), 
a comic about the history of radiation.

COMIC

ようこそ（幽霊の）東京へ

　「天
冠」と

いう名
の

帽子
をか
ぶって

いま
す

オリンピックももうすぐネ！

東京の街へやって来てもしも幽霊に出会ったら
まずは挨拶からはじめましょう

東京の街には幽霊坂
という名前の坂が
あちこちにあります

幽霊が最も活発な
時間帯は
丑三つ時です

東京の街中に残る
井戸を探してみて

牛込御門内の「番町皿屋敷」に
お皿を数える美人幽霊のお菊さんを

訪ねるのもオススメです

最も有名な江戸時代のホラーストーリー 
「四谷怪談」発祥の地四谷近くを歩くもよし

というわけで
東京を訪れたなら

ぜひ

幽霊たちとも
友だちになって
くださいネ

どうかよい東京滞在を！

幽霊は井戸が好き

そう、
「リング」の
貞子のように

「恨めしい」という意で幽霊が出現するときにもっともポピュラーな台詞です

さあごいっしょに！

う　ら　め　し　や

1枚、
2枚
…
…

1枚
足りない！

足がないときもあります

ヨロシクネ

しぶや

The Olympics are
 on their way!

If you happen to meet a ghost 
while you’re in Tokyo, be sure to offer 

the proper greeting.

Many hills throughout 
Tokyo are named 

Yureizaka (Ghost Hill).

Ghosts are most active 
during the third hour 

of the ox.

Look for the sites 
of old wells in Tokyo.

It’s good to walk around Yotsuya,
home of Yotsuya Kaidan, the most

famous horror story of the Edo period,

That’s right, 
just like Sadako 
from Ring.

Ghosts have a thing for wells.

So when you visit Tokyo…

…be sure to make 
friends with 

the ghosts, too!

Have a great stay!

Gurrhr

Nice to 
meet you

	Deriving from urameshii (resentful) and meaning “a curse on you,” 
this is the most popular thing to say when a ghost appears.

One, two…. There’s one 
missing!

丑三つ時とは深夜2時から2時半頃
までを指します

The third hour of the ox runs 
from about 2:00 to 2:30am.

乃
木
坂
も
江
戸
時
代
に
は

幽
霊
坂
と
呼
ば
れ
て
い
た
ヨ

During the Edo period, Nogizaka 
was called Yureizaka, too.

or Ushigome Gomon, 
an old guard post area, 
where you might fi nd the

beautiful ghost Okiku 
counting plates!!

国立劇場蔵
National Theatre
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