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「つながる湾プロジェクト」

東松島
松 島

地域と出会い直し、誰かに伝える。

東日本大震災で被災した宮城県塩竈市で、地域文化を活かして未来を描くことを目的に、2013年にスタートしたプロジェクト。

Higashi Matsushima

【松島湾とその沿岸地域の文化を再発見し、味わい、共有し、表現することで、

Matsushima

地域や人・時間のつながりを「陸の文化」とは違った視点でとらえなおす】ことを目指し、
さまざまな文化・アートプログラムを企画・実施してきました。

東日本大震災後、地域外からやってきたアーティストを

雄 島

受け入れることから始まったつながる湾プロジェクト。

このポスターでは、震災から10年を迎える2021年に向けて「つながる湾」が辿ってきた軌跡を振り返ります。

Oshima

しかし、作品や「人」との出会いにより、
地域を見る新しい「視点」を得た地元メンバーは、

松島湾

次第に独自のプログラムを企画するようになりました。
自分の地域ともう一度出会い直すには。

Ho-jima

野々島

利府
Rifu

その体験の豊かさを共有していくには。

2013
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宮戸島

つながる湾プロジェクトの試みの記録です。
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1 「種は船 」プロジェクト

Miyato-jima

航路

桂 島

塩釜湾

Shiogama Wan

朝顔の種の形をした船「TANeFUNe」が、
松島湾を行く！

石 浜

Katsura-shima

2 そらあみ

Ishihama

空に向かって漁網を編む、
アーティスト五十嵐靖晃によるプロジェクト

寒風沢島

Sabusawa-jima

浦戸諸島
Urato Shoto

多賀城
Tagajo

七ヶ浜

Shichigahama

2013年5月に塩竈にやってきた5人乗りの小型船「TANeFUNe（たねふね）」。アー

仙台方面

ティスト・日比野克彦さん監修・デザインのもと造船され、
「 海からの視点」を伝えるた

Sendai Area

めに航海をする船でした。
この船と一緒にやってきたのが、アーティストの五十嵐靖晃

との視点で風景を捉えようと、参加者と編み上げた漁網を牡蠣の養殖だなに掲げまし

人と地域のつながりを作っていきました。

しの風景を描き出しました。

さんと喜多直人さん。
このお２人がTANeFUNeで浦戸諸島を巡航しながら、人と人、

http://tanefune.com/

湾の記憶をたどる

6 海辺の記憶をたどる旅展 多レ賀城
湾の財産を一堂に集めた参加型の企画展

勉強会を重ねることで見えてきた「湾の記憶」。それを体感するための島めぐりツアー

思い出を手紙に書いて海に沈める。実施のハードルの高さから1回で終了しています

となるプログラムでした。つながる湾に関わりのある人、松島湾で活動する人が自然と

この時に出会っています。

行った体験型展示。現地に行かなくても
「湾」
を体感し共有できる、
２〜３年目の集大成

が、体感から多くの気付きを得られる、様々な可能性を感じられるプログラムでした。

企画

乗りの物語を聴き、船乗りが見た風景を眺め、島のものを食べ、漁師の船で島を渡り、

「ハゼの数珠釣り」
「白菜の育種」など、その後プログラムのテーマとなるネタの多くと

集まる場になりました。

企画

企画

谷津

8

7 海底タイムカプセル
海底に沈む記憶をたよりに
湾の風景を想像する

大沼

津川

K.S

高田

谷津

2016

同居湾＜写真展＞

初 年 度 にTA N e F U N e の 船 長 を務 めた 写 真 家・
喜 多 直 人さんが 、浦 戸 諸 島を巡 回しながら撮り続

けた写真を浦戸の風景の中に展示しました。東日本

大震災以降、刻々と移ろいゆく風景に思いを馳せる
機会にもなりました。

担当

9

島のリサーチや勉 強 会から刺 激を受けた高田が、様々な切り口から地 域の物 語を

一人ひとりの感性でとらえようと考案したプログラム。江戸時代に漂流し、はからずも
世界一周した浦戸諸島の船乗りの物語を、歌や詩をつくる、調理や制作体験をするな

ど、実際に手と感性を動かす作業を通して自分のものにし、
それぞれのやり方で後世に伝
えていく試み。
現在も形を変えながら継続しています。

企画

で使った道 具や「同居 湾 」の写 真を展 示したり、ワークショップやトークイベントも

K.S

〜20人程度の地元メンバーが集まり、講師の話を熱心に聞きました。
「若宮丸の漂流記」

湾の記憶ツーリズムを擬似体験できるすごろくを会場の中央に設置し、各プロジェクト

を、勉強会に集まった仲間たちが力を合わせて実施しました。200年前に漂流した船

高田

高田

一人ひとりが、自分の方法で
地域の物語を伝えるきっかけをつくる

たちの土地のことを知ろう」
と津川登昭のコーディネートで始まった勉強会。毎回10

津川

大沼

4 語り継ぎのためのリーディング

「TANeFUNe」そして
「そらあみ」が動き出そうとしていた頃、
「まずは自分たちが自分

大沼

http://igayasu.com/project/sora̲ami/

住んでいるのに知らなかった、
自分たちの土地を学ぶ

（よろこびおおきしろ）

浦戸諸島に散らばる記憶を手がかりに松島湾を体感する

そらあみWEBサイト
高田

3 チームwan 勉強会

海辺の記憶をたどる旅展／

5 体験型プログラム【ツアー】

た。
２年めは松島、
３年めは多賀城で、それぞれに時間と空間を超えた「視点」で網越
担当

担当

種は船プロジェクトWEBサイト

2014-2015

五十嵐靖晃さんは、土地に入り、その土地のことを調べ、土地の人と対話をし、作品の

テーマを決めていきます。初年度の「そらあみ」では、湾の上に暮らす浦戸諸島の人び

津川

高田

〜現在

10 松島湾とハゼ

11 湾をめぐるパスポート＆文化交流市場

松島湾の食文化を
季節の営みとともに体験するプログラム

季節ごとに湾の営みを楽しむ「体験するパスポート」と、
湾の恵みを分かち合う「文化祭」

高田

浦戸食堂

まりこさんのカレーとその記憶
かつて浦 戸 諸 島・寒 風 沢 島にあった喫 茶 店「ゆと

参加者が書いた手紙（＝記憶）をタイムカプセルに封入して松島湾に沈めるプロジェ

りろ」。そこには、長年、島の人びとに愛されたカレー

クト。タイムカプセルは松島湾の底で数年間の眠りについた後に引き揚げ・開封され、

がありました。店主まりこさんと、一日だけ復活した

手紙は参加者の元に送り届けられます。
「日々の暮らしの中に、松島湾に思いを馳せる

カレーを島で味わい、記憶を伝える冊子をつくる、

時間を作りたい」
というコンセプトで考案したプログラム。

「日常の中に自然に松島湾の文化を取り入れる」
というコンセプトで大沼剛宏が考案

アーティスト増田拓史によるプログラム。
担当

企画

K.S

したプログラム。
「 松島湾でハゼを釣る」→「ハゼの焼き干しを作る」→「ハゼ出汁の
お雑煮を作る」
という３つをセットにしたプログラムで、2017年度から毎年続けて開催

しています。もうほとんどいなくなってしまった「ハゼ釣り名人」の技とお話を後世に伝

高田

える取り組みでもあります。

A つながる湾フォーラム

書籍・フリーペーパー
C 海辺の記憶をたどる旅／海辺の記憶をたどる旅 改新

〜海・種・記憶〜（2013）

（2014-2015）

初年度の最後に開催した、つながる湾プロジェクト

の取り組みを地域のみなさんに紹介するイベント。

トーリーとコンセプト、活動内容を伝えるブックレッ

してもらいました。

インを担当。

浦戸諸島を歩いて
「語り継ぎのリーディング」を体験

大沼

E「松島湾の図鑑」シリーズ

企画

企画

（2017-）

高田

K.S

松島湾の文化をいつでもポケットに入れて持ち歩ける、
ミニサイズの図鑑。イラストを

谷津

ふんだんに使い、日常の中で湾の文化に親しむための情報を詰め込んでいます。企画

（2018）

K.S

加藤

加藤

（2017）

年に開催。つながる湾プロジェクトと同様に、自分が

つ な が る 湾プ ロジェクトが 転 換 期 を 迎 えていた

暮らす地域と向き合う術（すべ）として、アートでの

2016年度末に発行。最初はアーツカウンシル東京

表現活動に取り組む福島県会津地方のお２人と、

招聘アーティストとの協働プログラム

つながる湾プロジェクトの仲間たち

側のスタッフとして関わり、後に事 務局メンバーと

大沼・津川が語り合いました。

企画

参加した加藤貴伸。高等学校教諭、編集プロダクション勤務を経て、出身地

企画

塩竈市へ戻り、ライターとして活動しています。
谷津

http://tsunagaruwan.com/

つながる湾プロジェクトのWEBサイトから
各プロジェクトの詳細をご覧いただけます。

2014

2015
6 海辺の記憶をたどる旅展

つながる湾フォーラム
Ｃ「海辺の記憶をたどる旅」発刊

8

TANeFUNeカフェ（「種は船」プロジェクト）
9

大 沼 剛宏

2016
6

Ｃ「海辺の記憶をたどる旅

津川 登昭

高田 彩

2017

K.S

谷津 智里

2018

加 藤 貴伸

and more...

2019

裏面の「視点編 」へGO !

2020

D「ノック! 」発刊

海辺の記憶をたどる旅展 多レ賀城

B

改新」発刊

土地の記憶を紡ぐ術（アート）

同居湾
F

浦戸食堂
10

そらあみ
湾の記憶をたどる体験型プログラム【ツアー】

分離

うみねこ通信

松島湾とハゼ

吸収
11

語り継ぎのためのリーディング
5

情報発信のプログラム

図鑑シリーズとうみねこ通信の取材・執筆を担当しているのは、2016年度から

に伝えるものとして企画編集。

（アーツカウンシル東京）

地域で生まれたプログラム

（プロフィールは裏面にあります）

なった谷津が、
つながる湾プロジェクトの価値を内外

佐藤

4

編集し、年に２〜３回発行しています。

じぶんの地域ともう一度出会う10の扉

アーツカウンシル東京の主催で、
５年目となる2017

2

加藤

つながる湾プロジェクトの活動を定期的に発信するフリーペーパー。加藤貴伸が取材・

企画

D ノック！

〜東北の海と森の実践から〜

1

高田

（2017-）

企画

B 土地の記憶を紡ぐ術（アート）

Ａ

津川

F うみねこ通信

とデザインはK.S、取材と文章は加藤貴伸が担当。

2013

大沼

トとして発行。高田と谷津が共同編集し、K.Sがデザ

谷津

高田

交流する場を毎年設け、人のつながりや新たな取り組みを作っていくための場です。

２〜３年目の最後に、つながる湾プロジェクトのス

初日は活動紹介とトークイベントを行い、２日目は

津川

ます。
「 文化交流市場」はこれらが一同に介する文化祭。湾の文化に出会い、楽しみ、

企画

企画

フォーラム・トークイベント

松島湾に暮らす人や訪れた人が湾の文化に触れるきっかけを年間を通して用意する

ため、
「 パスポート」を発行。さまざまな体験を他の活動団体とも連携して用意してい

湾をめぐるパスポート&文化交流市場

E「松島湾の図鑑」
シリーズ

7 海底タイムカプセル
3

チームwan勉強会
矢印は、事業としての実施はなくても別の形で継続していたり、タイミングによって実施する状態にあることを表しています。
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