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島袋道浩：能登
Shimabuku: Noto

2013.4.27–2014.3.2

「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」

This was a long-term project undertaken

1. 展示室13：展示風景
左：島袋道浩《くちこ：地球との戦い》2013年

の7回目として実施した1年間にわたる長期プ

over a year as the seventh instalment of

ログラム。
「能登」をテーマに島袋道浩が能登

the Kanazawa Youth Dream Challenge Art

の各所を旅し、出会った風習や産物などをもと

Programme. Taking as his theme “Noto,”

に映像や写真、立体などの作品を制作して、金

Shimabuku travelled around Noto creating

左：島袋道浩《海の中の町》2013年

沢21世紀美術館で展示した。同時に、当プログ

video and photographic works as well as

中：島袋道浩《海と花》2013年

ラム全体は若者向けの教育普及プログラムで

objects based on the practices and products

あり、18歳から39歳までの方を対象に作家と

he encountered, which were then exhibited

ともに活動するメンバーを公募したところ28人

at the museum. The program is one of the

が参加した。メンバーは能登への調査に同行し

museum’s educational programs aimed at

たり、能登の人の指導のもと作家と一緒に展示

helping youth, and 28 people aged from

室内の作品である「間垣」などを制作したり、自

18 to 39 recruited through public appeals

らの能登での発見や体験を伝えるメンバー通信

participated in the project alongside the artist.

『能登へ』を発行し、展示室で配布したりした。

These volunteers assisted the artist with ﬁeld

また、能登で出会った特殊な技術を持った人た

studies in Noto, created the Magaki bamboo

ちを美術館に招いてのレクチャーなど一般向け

wall and other works displayed at the mu-

の関連プログラムも実施した。

seum together with the artist and under the
（鷲田めるろ）

guidance of local people, and published and
distributed the To Noto members newsletter
in which they related their own discoveries
and experiences in Noto. A range of related
programs open to the public were also held,
with local people with special skills that
Shimabuku met in Noto invited to the museum to give lectures.
(WASHIDA Meruro)
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右：島袋道浩《鉄をつくる》2013年
すべて作家蔵
2. 長期インスタレーションルーム：展示風景

右：島袋道浩《海で遊ぶ子供たち》2013年
すべて作家蔵
3. 間垣制作ワークショップ（2013年4月21日、展示室13）
1. Gallery 13: Installation view
left: Shimabuku, Kuchiko Dried Sea Cucumber Ovaries:
A Battle with the Earth’s Forces, 2013
right: Shimabuku, Making Iron, 2013
collection of the artist
2. Long-Term Project Room: Installation view
left: Shimabuku, City below the Sea, 2013
center: Shimabuku, Sea and Flowers, 2013
right: Shimabuku, Children Playing at the Sea, 2013
collection of the artist
3. Magaki Making Workshop (Apr.21, 2013, Gallery 13)
1, 2. photo: SAIKI Taku

島袋道浩：能登
Shimabuku: Noto

2013年4月27日–2014年3月2日

2013.4.27–2014.3.2

会場：展示室13、長期インスタレーションルーム

Venue: Gallery 13, Long-Term Project Room

観覧料：無料

Ticket Price: Free

※展示室13のみ2013年9月28日より有料

(To see Gallery 13 the admission ticket sold on the

（コレクション展IIと共通券）

collection exhibition reqruired from Sep.28, 2013 )

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

Organized by:

創造財団］

21st Century Museum of Contemporary Art,

助成：財団法人地域創造

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and

後援：北國新聞社

Development Foundation)

協賛：宗玄酒造株式会社

Grants from:
Japan Foundation for Regional Art - Activities

出品作家：島袋道浩

Patronized by: THE HOKKOKU SHIMBUN
Supported by: Sogen Sake Brewing Co., Ltd.

ドキュメント：
『島袋道浩：能登』金沢21世紀美術館、
2014年

Artist: Shimabuku

28×21 cm、184p.、2,800円＋税
ISBN: 978-4-903205-42-7

Document: Shimabuku: Noto,
21st Century Museum of Contemporary Art,

巡回なし

Kanazawa, 2014
28 × 21 cm, 184p., ¥2,800 + tax

企画・構成：鷲田めるろ

ISBN: 978-4-903205-42-7

教育普及：木村健、吉備久美子
Curator: WASHIDA Meruro
関連企画

Educators: KIMURA Takeshi, KIBI Kumiko

◇レクチャー：渋谷利雄「能登の知られざる奇祭」
（2013年4月7日、レクチャーホール）
◇トーク：森川仁久郎×島袋道浩
「地球との戦い：能登の干しくちこづくり」
（2013年4月27日、展示室13）
◇上映会とトーク：日下部一司×島袋道浩×
「能登」
メンバー「新しい視点～能登で撮った写真の上映会
とトーク」
（2013年8月13日、レクチャーホール）
◇アーティスト・トーク：島袋道浩
（2013年9月28日、展覧会場）
◇絵本を読もう
（2014年1月18日、授乳室前、展示室13）
◇クロージング・トーク：島袋道浩×
「能登」メンバー
（2014年3月2日、レクチャーホール）
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