
プレスリリース

 いつもお世話になっております。
私たち東北九州プロジェクト実行委員会事務局トラベルフロントは、
このたび福岡市天神のイムズにて、期間限定ショップとトークイベント、ワークショップを開催します。
つきましては詳細資料をご高覧いただき、ご取材いただけますと幸いです。

奪われてしまった震災前の生活を取り戻してゆくためには、
「一時的な支援」だけでは不足で、「中長期的な連携」が必要なのではないか。
義援金を送る、だけではなく、顔の見える誰かと連絡を取り合いながら、
移って行く状況を把握しつつ、サポートし続けること。
もしくはそのような関係性を構築していくこと。
自分たちが携わる文化的な分野から発し、「九州の文化力で、東北の文化力を支える」こと。
考えた末にたどり着いた、私たちなりの復興への後押しはこのようなことでした。

顔の見える知り合いがいない九州の人でも、参加できるしくみをつくる、
生の声を聞ける機会を提供していく。
前者として東北と九州の作品を並べて販売するショップを、
後者として東北の人を招いてのトークセッションを、
九州各都市に巡回させていくプロジェクトとして立ち上げたのが「東北九州プロジェクト」です。

約1年かけて博多、長崎、鹿児島、熊本と巡回し、今回の天神会場をもって
本プロジェクトは一旦終了します。
プロジェクトの集大成ともいえる天神会場では、
これまで巡回してきた九州各都市の作家と、東北の作家の作品が一堂に会します。

お問合せ：東北九州プロジェクト実行委員会 
　　　　　(事務局トラベルフロント)
　　　　　t & f  092-984-6292　 
               travel-front@travelers-project.info（担当/宮崎）

2012.1.19. 東北九州プロジェクト実行委員会
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●天神会場 開催概要　　 ※2011.1.19.現在

◯名称
　東北九州プロジェクト vol.5 /  final TENJIN

◯開催期間・時間
　2012年3月1日（木）～14日（水）10:00～20:00

◯会場  
　イムズ B2F イムズプラザ（〒810-0001 福岡市中央区天神1-7-11）

◯内容
　東北と九州のアート作品・デザイングッズの期間限定ショップ　
　（及び、関連企画としてトークイベント、ワークショップを開催）

◯作家数・作品数
　東北作家 19組・九州作家 43組　　作品数約120点

◯トーク概要
  [ TKP TALK vo.4 in in TENJIN ] 
　日時　　　　　　　　　 ：  3月３日（土）18:30～20:00
　会場　　　　　　　　　 ：  展示販売会場内（IMS B2F）
　テーマ      　　　　　　   : （仮）震災後の様々な活動とこれから
　ゲストスピーカー　　　   :　門脇篤（アーティスト、まちとアート研究所主宰／仙台）
　シンポジウムパネリスト　:   田北雅裕（九州大学大学院専任講師、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PRAY+LIFE協力スタッフ／福岡）
　モデレーター  　　　 　   :　野田恒雄（東北九州プロジェクト実行委員会）
　参加費       　　　　　　  :　無料

◯ワークショップ概要
　プラスティック段ボール（プラダン）を使って、東北の人々と一緒にひとつの日本地図を
　つくるワークショップ。プラダンに震災のとき大変だったことや良かったことを書いても
　らい、東北の人が書いたプラダンと共に積み上げて、幅5mの大きな日本地図をつくります。
　
　タイトル                       ：「ピース・オブ・ジャパン　～東北 九州ワークショップ～」
　日時　　　　　　　　　  ：3月３日（土）14:00～16:00の間随時 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※所要時間10分～　　
　会場　　　　　　　　　  ： 展示販売会場内（イムズ B2F）
　参加費       　　　　　　  :  無料

◯主催  
　東北九州プロジェクト実行委員会

◯特別協力
　イムズ

◯問合せ  
　東北九州プロジェクト事務局(TRAVEL FRONT)   
　〒810-0041　福岡市中央区大名1-14-28-201   
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●東北九州プロジェクトとは　　　※プロジェクト立ち上げ時（2011年5月）時点の文章です。

東日本大震災を被災し、復興活動を進めようと動き出している東北地方。
そんな復興活動に対して、震災の影響の少なかった九州から、そして文化面から
短期的ではなく中長期的に、担える役割はないだろうか。
「東北九州プロジェクト」は、東北地方の復興活動に対して、
義援金や寄付などの「支援」とはまた違ったあり方で、
九州から、そして文化面から、
中長期的に「連携」して取り組めないかと考え、立ち上げられたプロジェクトです。

■東北の経済活動の一端を九州が補完する
九州地方では、博多駅のオープンや新幹線の開通などもあり、依然消費活動が続いており、消
費力や人の出足は健在です。
一方東北では、消費力や人の行き来の度合いが低下しており、東北圏内で売ったり見せたりす
るのは難しい状況です。特に、東北圏内を主な活動範囲としていた人や団体にとっては厳しい
状況と言えます。
そこで、震災によって被害のあった東北地方の消費力に比べればある程度の力を維持している
九州が、東北の消費活動の一部を補完する役割を担うことを目指します。
　
■文化には文化で連携する
政府(復興財源)がまち(インフラ)を、人々(義援金)が人々(生活)を、という構図で復興して行く
時、政府ではカバーしきれず、個々人でもカバーしきれない、産業や分野単位の復興や企業や
団体などのまとまりごとの復興などは、やはり同じ規模・同じ分野によってカバーするのが最
適ではないかと考えました。そこで、本プロジェクトでは、九州の文化と東北の文化とが連携
することを重点に置きます。

■創造力復活の助けとしての経済力と文化力
東北の消費力は今一時的に低下しているものの、「生み出す力」は残されています。実際、東
北を拠点に活動しているアーティストやデザイナーは活動再開に向けて動き出そうとしていま
す。しかし活動拠点が東北である作家は、東北内の「見せる場」「売る場」と「見る人」「買
う人」が激減しているため、なかなか本格再開に動けません。このままでは東北から創造力さ
えも失われる恐れがあります。一方で九州には新幹線開通などもあり消費力・活動力が健在で
す。また、九州はアートやデザインに携わる人の人口に対する割合が高いエリアと言われてい
ます。そこで本プロジェクトでは、東北のアーティストやデザイナーの作品を九州に送っても
らって展示・販売を行ない、「九州の経済力と文化力」によって「東北の創造力」復活を後押
しできないかと考えました。

■新たな地域間の関係へ
これまで九州と東北は文化面において直接的な結びつきが強くはありませんでした。むしろ、
東北や九州に限らず、大都市圏以外のエリア同士が１対１で連携することは少なかったと言え
るのではないでしょうか。少なくとも文化や芸術面では多くはありませんでした
本プロジェクトで東北の作家と九州の作家の作品が一緒に展示・販売されることをきっかけに、
九州と東北の文化面での新しい交流が生まれ、相互の比較による新たな発見などがあれば、な
んらか未来にもつながると考えます。
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●これまでの事業内容

◯期間限定ショップ
東北の作家（15～20組）の作品と、九州各都市（開催地）の作家（10～15組）の作品を展
示し、販売してきました。扱う展示品の内容に関しては特に制限を設けず、絵画、デザインプ
ロダクト、衣類、ファッション雑貨、音楽、書籍、陶磁器、コーヒー豆など多様な商品の並ぶ
ショップです。

◯運営の仕組み
東北作家・九州作家ともに販売形式は委託販売。ただし、東北作家分は委託手数料無料とし、
売上を全て各作家または団体へ送金します。九州作家側の委託手数料を会場費などのプロジェ
クト運営資金に充て、継続してきました。

◯各都市への巡回
福岡（アミュプラザ博多）での第1回開催を皮切りに、長崎、鹿児島、熊本と巡回してきまし
た。今回の福岡（イムズ）をもって、本プロジェクトは一旦終了します。

○トークイベント
企業メセナ協議会GBFund様より助成を受け、東北から作家や文化関係者をお呼びしてのトー
クイベントを巡回先の九州各都市で開催しています。被災された方達からは、忘れ去られてし
まうことを何よりも恐れているという声をよく聞きますが、九州にいる私たちが継続的に関心
をもち続け、被災地の文化的な状況や変化を共有するための場となることを目指しています。

●天神会場について

ファイナルとなる天神会場では、これまで巡回してきた各都市で参加してもらった作家さんた
ちに再度お願いをし、九州は福岡、長崎、鹿児島、熊本他からの作家・デザイナー (43組)、
東北は青森、宮城、岩手、山形、福島からの作家・デザイナー (19組)の作品 (約120点) が
一堂に会します。

また、参加作家の一人 仙台で活動するアーティスト門脇篤さんが、被災地の学校などで行って
いるワークショップをここ福岡でも行い、東北のワークショップで作られたプラダン（プラス
ティック段ボール）とあわせて、大きな日本地図を描きます。
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●東北九州プロジェクト　全体概要　　 ※2011.12.20.現在　

◯プロジェクト名称
　東北九州プロジェクト

◯プロジェクト実施予定期間  
　2011年7月～2012年5月 2～3ヶ月に1カ所開催予定

◯各会場開催期間   
　1カ所あたり10日前後

◯開催予定都市と会場  
　都市 : 九州内主要都市 福岡・熊本・長崎・鹿児島 など  
　会場:商業施設または文化スペース   
　第1回実施会場 / アミュプラザ博多(2011年7月8日～15日)   
　第2回実施会場 / アミュプラザ長崎(2011年10月14日～23日)   
　第3回実施会場 / アミュプラザ鹿児島(2011年11月3日～14日)   
　第4回予定会場 / 長崎書店リトルスターホール(熊本)(2011年1月28日)
　第5回予定会場 / イムズ(福岡)(2012年3月1日～14日)

◯主催  
　「東北九州プロジェクト」実行委員会  
　　　事務局(企画・運営) : TRAVEL FRONT(紺屋2023等事務局)  
　　　〒810-0041　福岡市中央区大名1-14-28-201 
　　　travel-front@travelers-project.info 　092-984-6292

◯専用URL　http://tohokukyushu.wordpress.com/

◯協力(団体) 
 青森公立大学国際芸術センター青森(青森) 
 青森県立美術館(青森) 
 ash Satsuma Design & Craft fair(鹿児島) 
 NPO法人アートスイッチ(熊本) 
 ART BASE 88(福岡) 
 アミュプラザ博多・長崎・鹿児島 
イムズ(福岡)
 熊本市美術文化振興財団(熊本) 
 kmac(Kumamoto Art Center)(熊本) 
 TURNAROUND(仙台) 
 chaoko(長崎) 
 TRUNK¦CREATIVE OFFICE SHARING((恊)仙台卸商センター)(仙台) 
 株式会社長崎書店(熊本) 
 ビルド・フルーガス(塩竈) 
 Midori Art Center[MAC](青森) 
 一般社団法人MMIX Lab(仙台) 
 ReFIL(仙台) 

◯協力(個人) 
 坂本顕子・田北雅裕・田中巧亮・津田三朗・中田翔太・松本亮 
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●これまでの会場レポート　

○概要
　vol.1 FUKUOKA / アミュプラザ博多(2011年7月8日～15日)   
　vol.2 NAGASAKI / アミュプラザ長崎(2011年10月14日～23日)   
　vol.3 KAGOSHIMA / アミュプラザ鹿児島(2011年11月3日～14日)
　vol.4 KUMAMOTO / 長崎書店3Fリトルスターホール(2012年1月28日)  ※開催前

○来場者数・売上
　福岡　：のべ約1500人の来場、売上約40万
　長崎　：のべ約1600人の来場、売上約53万
　鹿児島：のべ約2200人の来場、売上約47万

　いずれの会場でもそれぞれ新聞、雑誌テレビの取材を受けることができ、その影響もあり
　たくさんの方にご来場いただきました。偶然通りがかったお客様にも、趣旨を説明すると
　賛同してくださる方が多く、暖かい励ましと反応をいただきました。
　商品の売れ行きとしては、東北の風景にちなんだ柄の手ぬぐいやハンドメイドのクツベラな
　どの販売が好調で、全体的にはデザイン系の商品が強い傾向にあります。作家自身や背景
　に関心をもたれるお客様が多く、紹介パネルなどでなるべく作家さんを知っていただく工
　夫をしています。

○トークゲスト　※敬称略
　福岡　：東北側 / 高田彩（ビルドフルーガス・宮城）
　　　　　九州側 / 宮本初音（ART BASE 88・福岡）
　長崎　：東北側 / 服部浩之（国際芸術センター青森学芸員・青森）
　　　　　九州側 / 高野繭子（chaokao 主宰・長崎)
　鹿児島：東北側 / 押切一哲（ReFIL・宮城）
　　　　　九州側 / 飯伏正一郎（ash satsuma design & craft fair・鹿児島）
　熊本　：東北側 / 村上タカシ（美術家・MMIX Lab代表・仙台）
　　　　　九州側 / 坂本顕子（熊本市現代美術館学芸員・熊本）

　生の声を聞ける、またメディアで流れる情報とは別の視点から、被災地の状況を知ること
　ができると好評をいただいています。

○掲載メディア
　福岡
　　博多経済新聞 7月13日 / 河北新報社  8月 4日夕刊 / 朝日新聞全国版
　長崎
　　長崎新聞 10月20日付け朝刊 / FM長崎 スパイシーボックス / 
      NIB長崎国際テレビ news every / 長崎ケーブルメディア /
      NBC長崎放送 / 長崎文化放送 / 
      NPO法人映像制作団体Siebo  (起源:長崎県立大学シーボルト校サークル) /
      アミュプラザ季刊誌「FECA」オータム号 / アミュプラザWEBサイト特別ページ
　鹿児島
　　南日本新聞 / かごしま情報誌『LEAP』 / タウン情報誌『TJカゴシマ』 /
      アミュプラザフリーペーパー「AD」11月号 / アミュプラザビルガイド11月号
　熊本
　　読売新聞 / 熊本日々新聞
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●トークゲストプロフィール

◯門脇篤  /  映像作品DVD  /  仙台

出品作品「極私的震災報告01／02」
震災後、被災地の情報が絶望的なほどに増えていく中、自分に何かを伝える＝表現することが
できるのか、そもそもこの状況下で何かを伝える必要すらあるのかという問題に直面したアー
ティストが出した「答え」とは？

＜プロフィール＞ 
1969年仙台市生まれ。東京外国語大学アラビア語学科卒。鉄鋼会社に就職後、2年弱で退社。
2003年仙台の商店街での「TANABATA.org」（ディレクター：村上タカシ）参加以後、主に
「まちとアート」をテーマに活動を展開。各地でコミュニティアート型の取り組みを行ってい
る。http://www.kadowakiart.com 

                　　「南三陸町2011.4.18」（10分36秒） 
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●ワークショップ「ピース・オブ・ジャパン」

東北と九州でつくるひとつの日本地図

ひとりにひとつプラスティックダンボール(プラダン)のブロックに 思いをつづってもらう
ワークショップを宮城県内(仙台市、山元町、1～2月 ※予定)と「東北九州プロジェクト
Vol.5final TENJIN」会場で実施。
できあがったブロックを積み上げてひとつの大きな日本地図をつくります。

＜プラダンブロック＞
33×20×10cm の側面だけでできたブロックです。プラスティック製なので強度があり、半
永久的に各地での企画へ転用され、リサイクルされていきます。 
門脇氏はこれを 2008年から千葉県船橋、宮城県気仙沼、亘理町、塩釜、大崎、北海道岩見沢、
新宿区歌舞伎町、足立区北千住、滋賀県栗東、大阪市西成など各地で制作されています。

【内容】 
参加する人には、プラダンブロックに 
1　地震の時のたいへんだったこと、それでもこんないいこともあったという「地震のときの
ニコニコイヤイヤ」 
2　住んでいる地域のニコイヤ 
3　その他なんでもOK 
といった「テーマ」にそって、それぞれの思いを書き込んでもらいます。字でも絵でもかまい
ません。

320 個ほどのブロックをつなげると、最終的に縦2m、横5.5mの日本地図ができあがります。

宮城教育大附属小学校4年生とつくった「世界地図」(2011 年 11 月)
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●出品作家紹介（抜粋）

◯青野文昭  /  現代アート  /  仙台

仙台市在住の現代美術作家で、震災後、被災地で収集したものを素材にアート作品を制作。

＜プロフィール＞ ※一部抜粋
1968 年仙台市生まれ。1992年宮城教育大学大学院美術教育科修了。宮城県美術館県民ギャ
ラリー（仙台）、霊山物置小屋B（福島）、真木・田村画廊（東京）等で度々個展を開催．「
From蔵王野外展」（白石蔵王）、「うぶすな展」宮城県美術館県民ギャラリー、東京都美術
館、彩園子ギャラリー（盛岡）、「アートみやぎ」宮城県美術館、など多数グループ展に参加。 

                

                「なおす・延長・宮古鍬ヶ崎・2011年(震災後宮古で収集した年賀状欠片より)-2」 
                  収集物、合板、アクリル系絵の具など

                「なおす・延長・仙台荒浜・2011年(震災後仙台で収集した領収書欠片より)-2」 
                  収集物、合板、工作用紙、アクリル絵の具なと
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●出品作家紹介（抜粋）

◯ビルド・フルーガス /  デザイングッズ・本  /  仙台

震災以前から行っていた、宮城県内のアーティストとともに出張ワークショップを行う活動「
飛び出すビルド !」を、震災後被災地の子どもたちに向けて行う活動や、文房具を集めて子ど
もたちに贈る活動ををいち早く開始されています。
福岡会場では主宰の高田彩さんをトークイベントのゲストとしてお招きします。

＜プロフィール＞ ※HPより一部抜粋
最先端のアートシーンを追いかけるのではなく、独特でユニークなアートシーンが生まれる場
所、そこで活動を行っているアーティストに注目し、様々な交流を図ることを目的にしたプラ
ットホーム。 現在は特に北米カナダに注目し、北米で活発なアーティスト・ラン・カルチャー
（芸術を支援する非営利活動）の紹介や、勢いのあるアーティストの企画展、また同時に、日
本で活動しているアーティストを紹介する等、双方向でボーダレスな企画を行っている。 

                　　　ワークショップ本「おうちでアート」 

               　　   「Mi amas TOHOKU」（こけし、トート、ステッカーのセット）
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参考資料　[ TKP事務局TRAVEL FRONTについて ]　

TRAVELERS PROJECT
福岡を拠点に、日々の挑戦を旅のように楽しむ人を「トラベラー」と位置づけ、トラベラーの
ための「場づくり」を目的に活動しています。これまでに、「冷泉荘」('09.03終了)、「
345project」（'09.03.終了）などを企画・運営してきています。現在は「紺屋２０２３」（
'08.04～'23.03）の企画・運営を業務の中心に、幅広い業界との連携のもと活動しています。

TRAVEL FRONT
TRAVEL FRONTは、TRAVELERS PROJECTの事務局名称です。
現在、建築デザイナー、グラフィクデザイナー、アドミニストレーター、アシスタント、によ
り構成されています。
　オーガナイザー　　　：野田　恒雄／建築デザイナー
　アートディレクター　：野呂　英俊／グラフィックデザイナー
　マネージャー　　　　：宮崎　由子／アドミニストレーター
　アシスタント　　　　：上ノ薗　正人

活動略歴
2005.05.トラベラーズプロジェクト始動開始
2006.04.建物再生プロジェクトvol.1「冷泉荘」企画運営開始（準備期間１年）
　　　　  カフェプロジェクトvol.1「トラベルフロント」冷泉荘内にて運営開始
2007.04.建物再生プロジェクトvol.2「３４５project」企画（企画のみ）
2008.04.建物再生プロジェクトvol.3「紺屋２０２３」部分企画運営開始（準備期間１年半）
　　　07.カフェプロジェクトvol.2「konya cafe 2008」企画運営開始
　　　08.ステイプロジェクトvol.1「konya stay」企画運営開始
　　　09.ギャラリープロジェクトvol.1「konya gallery」企画運営開始
2009.11.レジデンスプログラムシリーズ第１弾（３年に１度開催予定）
　　　　　『#01 Michaek Otto　静ケサノ前ノ嵐ノ前の静ケサ』開催
　　　　　（ドイツの若手アーティストを招聘しての３ヶ月の滞在制作＆展覧会）
2009.04.『紺屋２０２３夜会２００９』開催（約５００名動員）（以後毎年開催）
　　　　　（紺屋2023内全室がワインバーになる一夜）
2009.08.『紺屋サマースクール２００９　都市に合宿する３日間』開催（以後毎年開催）
　　　　　（紺屋2023が学校になる企画　日本全国より２０代男女約３０名が参加）
2009.10.『紺屋×屋台×亜細亜2009 韓国』開催（約２００名動員）（以後毎年国開催）
　　　　　（建物内に屋台を設け、ビール４社協賛のもと、亜細亜の食文化を伝える企画）
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[Christine Mulberger Exhibition !
(ORGANIZE)

[%・choco・rate・shop & cafe]
(ORGANIZE)

[DESIGN EXHIBITION + 
TALK SESSION BY 100%「100CITIES」]
(CO ORGANIZE)

参考資料【TKP事務局TRAVEL FRONT　活動例：紺屋2023】

[轆轤とノート展]
九州大学池田研・城谷耕生・COCCIO
(SUPPORT)

[ ♯1 Michael Otto 「静ケサノ前ノ嵐ノ前ノ静ケサ」]
(ORGANIZE)

紺屋2023建物全景
屋上：「UFO PARKING 2010 (by Michael OTTO.2010)

紺屋2023入口床
床絵：「植物になった白線・土から空へとのびる床の木」
　　　（淺井裕介,2009）
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