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海のこと山のこと  在郷まわりと五芒星

作品について
『海のこと山のこと ― 在郷まわりと五芒星』 　竹川大介 
https://umi2yama.blogspot.jp

能登半島の最先端である上黒丸は
まさに日本の近代の最先端である
この最先端において
周辺と周辺との交易をとりもどすことで、
オルタナティブな近代を表現したいと考えている
歌を持つ人は歌を交易し
踊りを持つ人は踊りを交易し
野菜を持つ人は野菜を交易し
魚を持つ人は魚を交易し
言葉を持つ人は言葉を交易する
それは、私たちがこの社会に刻む、もうひとつの近代である。

伝統的な保存食である「こんかづけ」を
つめた一斗樽を積み、舳倉島・海士町・
輪島から、上黒丸を目指してリヤカーを
ひく。地域の人々の歴史と記憶を呼び起
こしながら、かつての山海交易システム
である在郷まわりが再生される。

  在郷まわり

　９/３ （日）海士町奥津姫神社 発
　９/４ （月）八太郎峠 経由
　９/５ （火）上黒丸 着
　９/７ （木）上正力・宗末
　９/９ （土）吉ヶ池・二子
　９/10 （日）北山・上山
　９/12 （火）洲巻・白滝
　９/13 （水）南山

上黒丸

海士町



9/3　つながる米屋　コメタク
9月 3日の食卓【即興演劇】
今日だけの食卓をつくる。みんな
で一品ずつ持ち寄って、その日だ
け食卓をつくります。集まる人が
違えば、食卓の色も空気も変わり
ます。食卓を囲んで、持ち寄った
食べ物と、訪れた人が運んできた
" 空気 "を共有する朝ごはん会『〇
月〇日の食卓』今回は 9 月 3 日。
輪島で一緒にこの日だけの食卓を
作りましょう（ニシダタクジ）
9/3-4　廣川 麻子×今村 彩子
字幕観劇サポートとドキュメンタ
リー映画【講演とミニ上映】　
字幕付観劇はどういうことかを動
画で紹介します（廣川）
現在、制作している、ろう LGBT
の DVD 制作について動画を上映
しながらお話しします (今村 )
9/3-8　青井おがわ美穂子
流転こよみ占い【インスタレーション】
万物は流転する。日読み占うこよ
み色々。
9/3-15　片山憲哉・こぐまあつこ
宮沢賢治原作『雪渡り』【クレイ
アニメーション上映】
子供のための世界の秀作アニメー
シ ョ ン・シ リ ーズ『Animated 
Tales of the World』の日本代表作
品。姿形で偏見を持たず他者を愛
することを問う作品。
9/3-15　海人写真家　古谷千佳子
海士町の海女・山に登る【写真展】
全国の海女の撮影を続けておりま
すが、輪島市の海女さんは、2011
年から撮影しています。その海女
さんのおばあちゃんの代から、自
分達のとったものを加工して、こ
こまで行商に来ていたと聞いてい
ました。今回この場をお借りして
「品物」でなく「海での写真」、私
が代わりに運んできます。
9/3-15　井生明
「バウルを育む黄金なる大地」インド、
西ベンガル州の人と風土【写真展】
インド西ベンガル州、吟遊詩人バ
ウルを育む豊穣なる土地に住む
人々の営為を切り取った写真展。
2018 年 6 月開催のパルバティ・
バウル日本公演のプレイベント。
9/5　武田力
現代を遊行する。【演劇】
土地にはそれぞれ地政がありま
す。一方で行政を起点に様々な均
一化が図られる現代において、

我々はどうやってその個を保てる
のか。これはそんな実験です。
9/8　松尾容子（うずめ劇場）
エレベーターの鍵【演劇】
ハンガリー動乱でスイスに亡命し
た女流作家アゴタ･クリストフが、
母国語を失った思いを託した戯曲
をリーディングドラマとして上演。
9/8　鎌田英嗣（かまだえいじ）
ホーメイ/トゥバ民謡【音楽】
倍音唱法で知られる南シベリアの
トゥバ共和国の民謡を、歌・ホー
メイ・民族楽器イギル等で演奏。
9/8-10　松尾容子（うずめ劇場）
山椒大夫【朗読】
8~10 日の期間に一回上演。陸奥
~ 越後から筑紫へ旅する親子の苦
難を描く、森鴎外の名作を朗読で
贈る。
9/9-10　北陸大学　チーム藤岡
能登色を見出すアート【芸術＆地
域連携】
北陸大学の学生と奥能登の地元の
子供達とタッグを組み、能登の自
然・文化・食・空気・人を感じた
上で、能登を 3 色で表現するアー
ト活動。
9/9-10　チャスチャイクスキシュ
ホーメイ/トゥバ民謡【音楽】
倍音が心地よいホーメイの音色を
奏でる男女4人のユニット、チャス
チャイクスキシュ（春夏秋冬）の
ライブ。
9/10-15　ニューアース
Tradition Mbira 【伝統民族祖霊崇
拝音楽】
アフリカのジンバブエに 1000 年
以上伝わる民族楽器ムビラの演
奏。
祖霊信仰のために儀式で演奏され
る楽器をニューアースで演奏しま
す。
9/9-11　ヨシ田ヨシ
祈【パフォーマンス】
現代日本からの慟哭と祈り。
9/12　まちかど大学
出張！まちかど大学「子どもの発達
あれやこれや」【参加者との対話、
あれこれお話】
岐阜市で酒の肴にガクモンする
「まちかど大学」から、発達心理
学者の水野友有とアートエデュ
ケーターの堀祥子が出張。子ども
の発達、描画活動のなるほど！に
ついて、みんなでわいわいお話し
ましょう。

9/12-13　堀 祥子
葉っぱのフロッタージュで吊し飾
り作り【造形ワークショップ】　
上黒丸の植物の模様をフロッター
ジュ技法で紙に写し取ります。そ
れを切って組み合わせながら、糸
でつなぎ、吊して飾ります。
9/12-14　うなどん
こしかけ茶屋【飲食・喫茶】
涼しげな餅と茶。ほっと一息、こ
しかけ茶屋。
9/13-15　藤條虫丸・Lee Mihee
日韓舞踏の今～時代の中のカラダ
から【舞踏】
人体そのものを素材とするアート
＝舞踏。会場の時空間に素材であ
る肉体を、花のように活けてみた
いと思います。
9/15　医師 : 奥 知久
冥土カフェ ～夏の終わりに死を考
える座談会～【座談会】
看取りに関わる現役医師を交えて
これからの生き方、死に方につい
て話をしましょう。誰でも参加
OKです。
東雲 輝之
狩猟とジビエの世界にようこそ！【講演】
遠いようで、実は身近にある狩猟
の世界。今、ハンターに求められ
ていることとは？狩猟免許の取り
方からジビエ料理まで解説。
花田伸一
話しながら考える【キュレーション】
何をするか竹川大介さんと北九州
の市場で話しながら考えます。
タカハシ 'タカカーン ' セイジ
未定【未定】
何もかも未定ですが、現在私が行
なっているプロジェクトと関連する
何かかもしれませんし、誰かとの
文通かもしれません。

日本の端にある能登の、その端の上
黒丸の、さらにその端の南山が、こ
の作品の拠点である。南山には、５
つのセーマンドームからなる村が創
られる。セーマンとは海女が海に潜
るときに身につける魔除けの五芒星
である。
上黒丸の５つの集落にもセーマン
ドームが建てられ、異なる景観をも
つ劇場空間を演出し、表現者たちが
つどう。

五芒星

竹川大介（だいすけ）　 猪股萌子（もこ）　　  古藤あずさ（てらす）
中川安奈（きうい）　　 本田真悠（いぼり）　   門馬一平（あるぱか）
伊藤圭吾（はんぞー）　鎌田隼人（いかてつ）   田村嘉之（ぢぇい）
三崎尚子（つるこ）　　 緒方良子（はでぴ）  　清水菜生（てつりゅう）
黒岩晃人（さぶ）　　　木下靖子（きのこ）　   

上黒丸地区で開催される「アートス
フィア上黒丸」に連動し、南山を中心
拠点に各集落で連日さまざまなイベン
トが企画されています

野研の本が出
たよ！

野研は、社会調査や事業企画を手がけるため
集まった、高いスキルを持った個人のネット
ワークをめざすアート集団です。北九州市立
大学を拠点に、スター★ドームのワークショッ
プ、旦過市場の大學堂、ニホンミツバチの養蜂、
映画館北方シネマの運営など、多岐にわたる
活動をしています。　

主催・企画 竹川大介 ＋ 九州フィールドワーク研究会（野研）

吉ヶ池

北山

南山

洲巻

二子

白滝

上正力

宗末

上山

上黒丸

0 1000m 2000m宝立山

八太郎峠

若山川

上黒丸●村落図
by Takekawa Daisuke


