
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京文化発信プロジェクト室 
 

東京アートポイント計画 ＰＯＤ通信 

平成２４年 
 

１１月号 

１０月２７日より「アートアクセスあだち 音まち千住

の縁」のメイン会期がスタートしています。昨年度

より足立区の千住地域で NPO、東京芸大、足立区

とともに地域の方々を巻き込んで、他では類を見

ない「音」をテーマとしたアートプロジェクトを展開。

昨年度からの営みが区の区制８０周年事業として

大々的に、かつ味わい深いものとして千住に見た

こともない風景と縁を結実させています。１２月２日

までの金・土・日、ぜひ千住へお越しください。 

アートアクセスあだち 音まち千住の縁 ウェブサイト 

http://aaa-senju.com 

Pick Up  

      ９月にはじまった演出家阿部初美さんによる「としまで子育て 子育てを考えるワークショップ」。いよ

いよ、発表会にむけた作品制作に入りました。２０代から６０代まで、未婚、既婚、男、女、それぞれに「違い」があ

る参加者たちの語る「子育て」に関する事柄。それを観ることは、問われることかもしれません。あなたにとっての

「子育て」とは？発表会は１２月２日（日）１１時～１３時。会場はとしまアートステーション「Ｚ」。終了後、食事をしな

がら子育てについてお話しする時間も予定しています（食事は各自ご用意ください）。 

      ハイシーズンを迎えるにあたり、あらためてモノとしての「作品」に魅了されています。アートポイント

で展開される「作品」には濃密な物語が内包されています。三宅島大学での五十嵐靖晃「そらあみ」、東京インプ

ログレスの川俣正「豊洲ドーム」、音まち千住の縁の大巻伸嗣「イドラ」。単に１人のアーティストの仕事ではなく、

着想からモノになるまでにさまざまな人の経験、意識、プロジェクトでの出来事が折り重なっています。どれも期間

限定です。向き合って物語を紐解いてみてください。 

井尻 貴子 

大内 伸輔 
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アートアクセスあだち 音まち千住の縁 

１０月２７日「大友良英 千住フライングオーケストラ」のまちなかパレード。 

プロジェクトの幕開けをまちに響かせました。 

発行日 毎月１０日 

   みなさま、はじめまして！ 新しく正式にアートポイント計画の仲間になった熊谷薫と申します。これま

では、国際会議「文化の力・東京会議」と Tokyo Art Research Lab（TARL）の講座である「リアル ARTプロジェクト・

アーカイビング実践」のお手伝いをしてきました。１０月１９日、２０日に開催された国際会議では、文化の力で社会

のために何ができるの？ ということを本当に真剣に議論するとどうなるか、ということを見せていただきました。課

題はたっぷりですが、文化的な活動を続けるための柔軟なしくみづくりができたらいいなあとしみじみ思いました。 

 

新米ですが、どうぞよろしくお願いします。 

熊谷 薫 

１１月に入り、早くも冬の足音が聞こえてきました。音の出る凧をあげたり、まち歩きをしたりと、季節の移り変わり

も肌で感じながら、東京アートポイント計画の各プロジェクトは今月も都内各所で展開しています！ 引き続きメイ

ン会期中の千住、墨東の２つのプロジェクトをはじめ、土日はもちろん平日もさまざまな特色あるプログラムが開

催されます。意外と近接エリアではしごも可能！？です。ぜひお出かけください。 

 



 

 

       「東京」について考えたとき、みなさんはどんなことを思い浮かべるでしょうか？ 代官山のＡＩＴルームで

は、多彩な参加者を迎え「１００年後の東京」をテーマに１５分間で繰り広げられるプレゼンテーションの公開録画を行

っています。“高齢衰退都市”、“スクリーンの偏在”、“地震の巣”、“時間の収奪”等々、東京を様々な視点で捉えた発

表は、随時 tokyojiten.netで公開中。公開録画は月一で開催し、ライブならではの醍醐味として、プレゼンターを交えた

ディスカッションも行っています。次回は 11/15(木)。ウェブ視聴にとどまらずぜひ一度公開録画にいらしてください。 

 

       日比野克彦さんの発案で始まった「種は船 in / from 舞鶴」を対象とした複合リサーチプロジェクト

「船は種」では、その３年間の活動を記録・調査し、資料をアーカイブ化し、その成果を評価することを目指していま

す。Tokyo Art Research Lab で個々に取り組んできたスキルを組み合わせ、実践に落としこむ試みです。神田旧

電機大で開催中の「TRANS ARTS TOKYO」では、その中間報告としてアーカイブ資料と記録映像が公開されてい

ます。その名も「船は種アーカイブ準備室」。ぜひ、会場にて進行形の活動をご覧いただければと思います。 

 

      昨年度の「三宅島大学」開校以来、何度も島を訪れている慶應義塾大学加藤文俊研究室のみなさ

ん。滞在中は、毎日のようにかわら版『あしたばん』の制作や、民宿のおかみさんを取材するポスターづくりなど、

一日をめいっぱい使って取材や執筆に励む姿を目にします。完成物を取材先や島内に届けにいくまでがひとつの

活動。帰りの船に乗るまで、毎回このサイクルをこなしてきた加藤研究室の積み重ねの一部は、こちら

http://ashitaban.net からもご覧いただけます（『あしたばん』）。 

坂本 有理 

佐藤 李青 

長尾 聡子 

       川俣正のタワー・テラス・ドーム。１年間の展示期間！ 

隙間から差し込む陽が美しい「豊洲ドーム」が完成。荒川区都立汐入公園内「汐入タワー」（2010年度）、中央区立

石川島公園内「佃テラス」（2011 年度）に続く本ドームで、３作建築計画は完結。来年度は解体とドキュメントの制

作に取り組む予定です。しかし、来年秋までの１年のうちに、解体が終わり、作品が姿を消したときに、それぞれの

思い出を体感できるように、隅田川から、川岸から、そして近くから作品に接する体験を多くの人にしてもらうこと

が目下の課題。川俣正・東京インプログレスは絶賛展示期間中に突入し、第二フェイズを迎えました。 

森 司 

月間予定 11/10-12/10 

-11.25(sun)  【アートアクセスあだち 音まち千住の縁】 [金土日に開場] 大巻伸嗣「イドラ」、八木良太「(Another) Furniture Music―（別の）家具の音楽」、 

-11.25(sun)  【アートアクセスあだち 音まち千住の縁】 未来楽器図書館、やくしまるえつこ「放送/時報」  （足立区千住地域） 

-11.25(sun)  【墨東まち見世 2012】 特別企画「私たちがおすそわけできること」 （あをば荘） 

-11.26(mon) 【墨東まち見世 2012】 100日プロジェクト 新里碧「曳舟湯怪」 （墨東エリア内 14か所の銭湯） 

11.10(sat) 【アートアクセスあだち 音まち千住の縁】 アサダワタル×大原大次郎「音まちトークねほりはほり」 （北千両） 

11.10(sat) 【としまアートステーション構想】 虫をつくるワークショップ （としまアートステーション「Ｚ」） 

11.10(sat) 【Tokyo Art Research Lab】 Creators&Law 第 3・4回 「ウェブ空間」をデザインする （東京文化発信プロジェクト ROOM302） 

11.10(sat), 11(sun), 16(fri), 17(sat), 18(sun) 【墨東まち見世 2012】 特別企画 ロジ展「はためくわたしたち」 （yahiro 8） 

11.10(sat)-25(sun) 【墨東まち見世 2012】 特別企画「どこにいるかわからない」展 （現代美術製作所、SOURCE Factory ほか） 

11.11(sun) 【としまアートステーション構想】 岸井大輔とまちあるき「界に立つ」 （豊島区内） 

11.11(sun)-12(mon) 【としまアートステーション構想】 「L AND PARK」で good morning （としまアートステーション「Ｚ」） 

11.15(thu) 【東京事典 TOKYO JITEN】 プレゼンテーションの公開録画 （代官山 AITルーム）  

11.17(sat)-18(sun)  【アートアクセスあだち 音まち千住の縁】 野村誠「千住だじゃれ音楽祭ワークショップ」 （東京藝術大学千住キャンパス） 

11.17(sat)-19(mon) 【三宅島大学】 講座「星空コンサート」「初めてのとんぼ玉づくり」ほか （三宅島大学本校舎[御蔵島会館]） 

11.18(sun) 【アートアクセスあだち 音まち千住の縁】 八木良太 アーティストトーク「Bar Vinyl」 （cafe わかば堂） 

11.20(tue) 【小金井アートフル・アクション！】 市民がつくる現代アート入門講座 第 2回「身体表現と現代アート」 講師：神村恵 （小金井ｱｰﾄｽﾎﾟｯﾄ ｼｬﾄｰ 2F） 

11.22(thu) 【Tokyo Art Research Lab】  渋谷アートファクトリー計画 DIWO Lab. vol.5 プレゼンター：noiz architects （FabCafe） 

11.23(fri)  【アートアクセスあだち 音まち千住の縁】 スプツニ子！ワークショップ「千住のまちをヒップホップする！」 （千寿常東小学校） 

11.24(sat) 【アートアクセスあだち 音まち千住の縁】 大巻伸嗣「Memorial Rebirth 2012 千住本町」 （千寿本町小学校） 

11.24(sat) 【墨東まち見世 2012】 特別企画「墨東文庫 街頭紙芝居編」口演 （鳩の街通り商店街・はとほっとミニ公園） 

11.25(sun) 【アートアクセスあだち 音まち千住の縁】 やくしまるえつこ「奉納朗読会」 （河原町稲荷神社） 

11.25(sun)-12.1(sat) 【小金井アートフル・アクション！】 「あたりまえを 描きなおす こころみ 淺井裕介・岩井優・ほうほう堂―平成24年度の活動紹介と記録展」 （小金井ｱｰﾄｽﾎﾟｯﾄ ｼｬﾄｰ2F） 

11.29(thu) 【としまアートステーション構想】 キッチンプロジェクト実験 4 続・魚の価値を考える （としまアートステーション「Ｚ」） 

11.30(fri)-12.1(sat) 【公園プロジェクト】 植物になった白線 （都立代々木公園原宿門エントランス） 

12.1(sat)  【墨東まち見世 2012】 墨東まち見世編集塾 第 4回公開レクチャ＋トーク ゲスト：友川綾子 （墨東まち見世案内所） 

12.1(sat)-2(sun) 【アーティスト・イン・児童館】 快快プロジェクト「Ｙ時のはなし」公演 （光が丘区民センター） 

12.1(sat)-2(sun) 【アートアクセスあだち 音まち千住の縁】 スプツニ子！「ADACHI HIPHOP PROJECT」 （東京藝術大学千住ｷｬﾝﾊﾟｽほか） 

12.2(sun) 【Tokyo Art Research Lab】 ネットワーキング・ラボ  （東京文化発信プロジェクト ROOM302） 

12.2(sun) 【としまアートステーション構想】 としまで子育て 子育てを考えるワークショップ 発表会 （としまアートステーション「Ｚ」） 

12.8(sat) 【としまアートステーション構想】 虫をつくるワークショップ （としまアートステーション「Ｚ」） 

12.9(sun) 【としまアートステーション構想】 ポットラックパーティーとしま プリン編 （としまアートステーション「Ｚ」） 


