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はじめのはじめ 
 
小さい頃、祖母の家に遊びにいくと仏壇の上には、祖父や戦争でなくなった叔父の写真がいつ
くか飾ってあった。そのモノクロ写真の中に、何かをあつめて山積みにしたものを写した１枚が
あった。祖母は、祖父や叔父の写真にするように、その不思議な写真にも手を合わせいた。祖母
は幼い私に「これは地震でなくなった人の骨の山だよ。何百人という人の骨がここには写ってい
るんだ。この中のどれかが、ご先祖様なんだよ」と言っていた。それが関東大震災の時に被服廠
で亡くなった人々の遺骨を集めたものだと知ったのは小学生も高学年になってからだった。 
 
私たちの住む街は幾度となく破滅的な災害（人災）に襲われてきた。その度に先人たちは、瓦
礫の中に家を建て、子供をつくり、文化や芸術を育み、今の東京という街を作り上げてきた。 
 
廃墟からの復興は、経済の成長＝豊かさへと繋がっていた。汚れた川、どぶのある道路、各
家々にはお風呂はない。だからテレビが白黒からカラーに変わり、高速道路や新幹線が整備され、
インターネットがスマートフォン生み、物を買って、海外旅行をして、古いものを壊し新しいも
のを創られる。それが豊かさの象徴とする世界で生まれ育ってきた。 
 
昭和が終わり、平成へ。気づけば平成は失われた３０年と呼ばれる時代となっていた。1986
年にチェルノブイリ事故がありバブル後半には原子力発電を問題視する声が大きくなる時期もあ
ったが、3.11 で実際に事故が起きるまで原発はつくり続けられた。派遣社員が増え、貧富の格差
は広がり、人口は減り 2050 年には１億人を割る予想だ。 
 
解決しなければならない問題を未来へ先送りした３０年。豊かさとは何かという答えを見つけ
られない時代。そして昨年、新型コロナというパンデミックが発生し、その渦中で私たちは立ち
止まってしまった。 
 
2020 年５月、街中でアートや本を中心にしたイベントをしないかという話をもらった。３年
以上前からアートフェスを企画したいと考えていた私は、コロナ禍ではあったが参加することに
した。実行委員会をつくり、オンラインで何度もミーティングを重ね、次第に「本と川と街」と
いうプロジェクトは、胎動をはじめた。ミーティングは、常に刺激的でいくつもの気付きがあり、
あたらめて「深川」という街を考察するきっかけとなった。 
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江戸から令和まで時代が変わっても川の流れは変わらないこと。 
革から紙それがデジタルに置き換わる時代の中でも、「本」は記憶を編み現代のわたしたちのこ
とを未来に伝えてくれること。 
花見をして、神輿を担ぎ、川で夕涼みして、神社で手を合わせる。 
私たちの営みが積み重なり、街の記憶へと紡がれていること。 
 
川辺や青空の下で本を読む楽しさ。 
ゆっくりと銭湯につかって、湯上がりに飲むビールの美味しさ。 
散歩の途中に、江戸とつながる場所をみつけたときの嬉しさ。 
 
外出自粛が何気ない日常にこそ豊があったことを思い出させてくれた。わたしたちの幸せは、
すぐ足元にあり、それはこの街を作り上げてくれた先人たちのさまざまな経験とそれぞれの時代
の出来事が重なった上に成り立っていた。 
 
立ち止まり、過去を振り返ることで見えてくる、様々な豊かさのあり方。私たちは、コロナの
おかげで過去を振り返り、アタラシイ目線で紡ぐ「本と川と街」というプロジェクトを 2020 年
11月に開催した。 
 
地域とのかかわりが深いこのプロジェクトは、長い年月をかける必要があるだろう。振り返り
から歩みだした小さな一歩は、停滞していた３０年の歩みを進める一歩になるはずだ。次の世代
にバトンを渡していくために、私たちが何を行動し、何を受け継ぎ、そして何を渡すのか。「本
と川と街」は、これらの様々なことを再発見し表現するプロジェクトとして、小さな一歩をあゆ
みはじめた。

 
――――――――「本と川と街」実行委員長 
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本
人から人へ思いを届ける本。革から紙そしてデジタルに変わっても、
ページを開けば、そこに人々の笑い声や悲しい別れがあります。図
像や文字を拾い、人の手で編まれた本たち。本は記憶そのものであ
り、私たち自身でもあるのです。 
 
 

川
多くの川が流れる深川。江戸から令和まで時代が変わっても川の流
れは変わりません。わたしたち深川っ子を見守ってくれる川。震災
や戦争で多くの人が亡くなった川。川は私たちの心のふるさととも
呼べる場所です。 
 
 

街
沢山の人が住んでいる街。それぞれの生活があり、工夫を凝らした
商店があります。住む人が変わっても深川は深川です。花見をして、
神輿を担ぎ、川で夕涼みして、神社で手を合わせる。私たちの営み
が積み重なり、街の記憶へと紡がれていきます 
 
 

 
 
 
本も川も街も、様々な歴史や文化、そして人々の思いを内包している記憶装置のようなも
のです。その、本と川と街で、深川の側面を掘り起こし、リフレーミングして新しい本を作
るようなイベントを企画しました。ページを捲るように街を回って、舟にゆっくりと揺られ
ながら、人との出会いを楽しんでください。角を曲がると、そこには新しい深川があります。 
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1 
プロジェクト概要 
 
「本と川と街」実行委員会は、深川・本所を舞台とした”街
を巡る”アートプロジェクト「本と川と街」を 2020 年 10月
31日(土)より 11月 29日(日)、また”おまけ” 期間として 11 月
30日（月）～2021 年 1月 11日（月祝）を開催した。期間中
は作品の展示やライブで街を巡ってもらった。またオンライン
で視聴、参加ができるプログラムも実施した。 
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テーマ 「記憶を重ねる媒体をつくる」 

江戸時代からたくさんの運河と舟運で栄えてきた深川は、こ
れまでのおよそ 400年の間に火事や地震、戦争とさまざまな災
害を経験してきた。その度に街を再建した根気強い住民たちの
思い、そして生活や文化のレイヤーが幾重にも重なり今がある。
また、庶民が多く暮らしていた地の自由な気風は脈々と受け継
がれ、新しい文化も生まれている。 
気候変動やパンデミックがある現在、私たちは何を感じ取り、
どのような表現で街にレイヤーを重ねていけるのか。このアー
トプロジェクトは「本」という記憶媒体を軸に、改めて風土と
向き合い、街を再定義する。 
 

「たちどまる、ふりかえる。そしてあるきだす。」 

コロナ禍での開催ということで、サブテーマ的にこのキャッ
チコピーが生まれ、次第に本プロジェクトを作り上げる骨子と
なっていった。2021 年もこのサブテーマは継続することが決
定している。 
 
 

実施概要 開催日時 
2020 年 10月 31日(土)～11月 29日(日) 
 
会場 
隅田川テラス / かわてらす（LYURO東京清澄）/ 小名木川 / 
木場公園 / ATELIER TAKIGUCHI / 深川ときわ荘 / 深川資料館
通り商店街 / 高橋のらくろード/gift_lab/ 松林院・臨川寺・正
覚院・陽岳寺ほか 
 
チケット 

有料、一部無料 
チケットはプログラムごとにオンライン販売を実施。併せて、
パスポートブックを発行。パスポートブック購入者の特典とし
て個別の有料プログラムが割引となる。またプログラムごとに
発行されるリーフレットを集めると 1冊の本となる。 
 
主催 

「本と川と街」実行委員会 
いいね森下、TreckTreck 、gift_ 
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共催 
隅田川マルシェ実行委員会 
公益財団法人東京都公園協会 
 
協力 
TOKYO ART BOOK FAIR 
東京都現代美術館 
 
NPO法人 江東区の水辺に親しむ会、hage、gift_lab、LYURO 
東京清澄、KAIKA 東京、(株)キョーダイ社、 下町探偵団、(有)
フリップ、note architects、(株)森木ペーパー、舟遊びみづは、
夢観月、 深川美楽市実行委員会、高橋商店街振興組合、深川
資料館通り商店街協同組合、松林院華厳院、深川界隈の寺院、 
ヱビス印刷工業(株)、江戸東京旧水路ラボ本所支部、暗渠マニ
アックス、BOOKSりんご屋  
 
メディア 
ホームページ https://www.honkawamachi.com/  
Facebook：https://www.facebook.com/HonKawaMachi 
Twitter：https://twitter.com/honkawamachi 
instagram：https://www.instagram.com/honkawamachi 
 
 

実施データ プログラム数  1７件 
会場数   14 箇所＋ 
メディア露出  1 件 （CINRA NET） 
ボランティア数  8 名 
WEB PV 数  5,480PV 
Facebook   フォロワー数 329 like 数 1,274 
Instagram  フォロワー数 209 
Twitter   フォロワー数 141 
※数字は 2021 年１月１６日現在 
 

 

おまけ 新型コロナ感染拡大に伴い、一部プログラムが中止延期となっ
た。そこで、会期終了後も「おまけ」として動画配信、公共空
間での展示を継続して行った。 
 
開催日時 
2020 年 11月 30日(月)～2021 年１月 11日(月・祝) 
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 内容 

【動画配信】 
・LAND FES 「本と川と街」 
・RUN to Survive 東京大空襲と深川の記憶  
・Layered TALK  
 
【展示】 
・つながるライトバルーン プロジェクト 
・水彩 | 水災  
・地図と地図  
 
おまけ開催にあたりWEB サイトに掲載したテキストより 
 
「こぼれ落ちてしまう何かを、もう少しだけ探してみよう」 
 
人々のつながりを分断するような、感染症。わたしたちは、
これまでの生活を見直し、ニューノーマルで持続可能な世界へ
シフトを迫られています。その中心にデジタル技術は不可欠で
した。デジタルやネットワークの技術的な革新だけがサスティ
ナブルでニューノーマルの世界と思えず、なにか違和感のよう
なものを感じていました。 
 
「アナログ」であるからつながるものも多く、ネットワーク
のスピードが速くなり、その情報がいかに多くなってもこぼれ
落ちてしまうのもが存在しています。その「こぼれ落ちたもの」
にこそ、わたしたちが大切にしているものが、あるのかもしれ
ません。レコード、カセットテープ、FMラジオから聞こえる
音楽には言葉にはできない、独特な雰囲気あります。「こぼれ
落ちたもの」には言葉や形があるのもではなく、そして目に見
えるものではありません。 
 
だからこそ、このタイミングでリアルの素晴らしさや、逆に
デジタルがもたらす、距離を超えた交流を、変化の中で見つめ
直す必要があると感じています。コロナが再び感染の拡大をは
じめ、私たちは立ち止まろうとしています。今すぐにでもたち
どまる必要があるのかもしれません。でも、そのこぼれ落ちて
しまう何かを、もう少しだけ探してみようと思います。 
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2 
プログラムレビュー 
 
１７のプログラムで構成されています。 
 
「土地の記憶」 
「つながる」 
「巡る」 
「響く」 
「現在を記憶する」 
 
プログラムを上記５つに分類、レビューをしています。この分類は
当初意図したものではなく、各クリエイターがテーマに沿って作り
出したものが呼応した結果でき上がったものです。 
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――――――――――――――――――――――――――    ⼟地の記憶 
 
“本と川と街”がスタートした 2020 年は年明けから新型コロナの影響下に置かれ旅や遠出を極
度に制限される日々をもたらした。しかしその「遠くに行けない」ことが「身近を再発見する」
ことにつながった人も多いのではないだろうか。 
 
2020 年度は、森下から清澄白河周辺、いわゆる深川北部エリアを舞台にひたひたと繰り広げ
られた。今後、木場方面、本所方面等にも広がって行くムーブメントになることが想定され、東
京イーストエリアの土地に染み込んだ記憶を掘り起こし、共有していくことがこのプロジェクト
の大きな芯になる。 

 

 

 
 

 
 

堀の記憶 
旧水路ラボ 
会場：深川ときわ荘／街歩き：六間堀（延期） 
 
深川エリアは川、水路の街である。古来、物流を担って来た水
路は今もたくさんの橋と共に残っている。しかし関東大震災や東
京大空襲を経て埋め立てられ、その姿を消した堀や水路も多い。
そうした中、現在は目をこらさなくてはその面影を探すことも難
しくなった旧水路をマニアックに辿り記憶を甦らせている人たち
がいる。今回は工事現場の地下から発見された、既に姿を消して
しまった「六間堀」護岸の石を使ったインスタレーションを通し
て、そこに確かに存在し物だけでなく人々をつないでいたであろ
う堀の記憶を伝えた。 
堀の記憶を辿る街歩きは残念ながらコロナ第三波を受けて延期
となった。 
 
2020 を終えて（キュレーション：イワタマサヨシ） 
六間堀は戦争の瓦礫で埋め立てられたため、今回使用した護岸
の石には炭のようなものが付着していた。焼け焦げた炭の匂い。
この炭を小名木川の水を使って「墨」を作る作業をできたのが印
象的であった。その「墨」は書家によって命が吹き込まれた。 
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水災｜水彩 
江東区の水辺に親しむ会 
会場：森下～清澄白河域内各所 
 
水路の街は水難の街でもある。水路の各所には水門や堤防が設
けられ治水された現在、かつての水害の記憶をまったく持たない
世代も多い。「ここまで水が溢れたら」を想定した線を日常の風
景にあらためて重ね置く試みがこの作品である。街なかの壁面な
どに敢えて違和感を覚えるショッキングピンクのラインが引かれ
た。今年は残念ながらコロナ第三波を受けて当初の構想よりも小
規模のインスタレーションとなったが、街なかでそれと知らずピ
ンクのラインを目にした人々に、たとえ無意識下であれその記憶
を新たに刻んでくれたに相違ない。 
 
2020 を終えて（キュレーション：イワタマサヨシ） 
江東区河川公園課が所有する水害のパネルを展示する予定だっ
たがコロナで中止になったのがとても残念であった。近年想定外
の水害が発生する状況での本展示はとても意味のあることであっ
た。 
 

 

 

RUN to Survive 
Treck Treck 
会場：域内Run／トークライブ配信 
 
深川エリアは、東京の下町を中心にわずか 2時間にして死者
約 10万人、罹災者 100万人以上の犠牲を出した 1945 年 3月
10日の東京大空襲が直撃したエリアのひとつだ。 
生きるために逃げ惑い走り続けた人々の足跡をたどるプロジェ
クト「RUN to Survive」。数少なくなった貴重なサバイバーによ
る体験を伝えるトークのライブ配信と、実際にその足跡を走る体
験ランにより構成された。“本と川と街 2020” のシンボルビジュ
アルとなった終戦直後の深川エリアのGHQによる空撮写真の光
景が、重く深く沁みいってくる 2020 のシンボリック・プロジェ
クトである。 
 
2020 を終えて（主宰：伊藤 薫） 
LAND FES さんが本プログラムを素材に作品を作ってくださっ
たことが得難い経験となりました。企画自体は、配信方法やチケ
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ット価格の設定が遅くなり、十分な告知が行えなかったことが悔
やまれます。な告知が行えなかったことが悔やまれます。 
 
 

 
 
 
 

LAND FES 本と川と街 
LAND FES 
会場：域内収録／動画配信 
 
決して忘れられてはならないこの土地の戦災の記憶、「RUN 
to Survive」。その行程をコンテンポラリーダンサーと音楽家が
即興セッションで辿った記録映像。LAND FES は本来その行程を
オーディエンスと共に移動しながら上演されるが、コロナ状況の
下、無観客でパフォーマンスされ映像配信というスタイルに な
った。LAND FES のディレクター陣、パフォーミングアーティス
トたちを鷲掴みにしたサバイバーの記憶は、時を超えて戦災の記
憶を甦らせ、彼らの動き、叫び、奏でられた音は、私たちを 確
かに 1945 年 3月 10日に引き戻し追体験させるパワフルな作品
となった。 
 
出演：坂本弘道、細川麻実子、関根真理、トマツタカヒロ、直江
実樹、酒井直之 
ディレクション：松岡大・安藤誠（LAND FES） 
 

 

  



 
２．プログラムレビュー 
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―――――――――――――――――――――――――――    つながる 
 

2020年、地球上の全人類が対峙した新型コロナ感染拡大のための STAY HOME、人と人との直接
的な接触を忌避しなくてはいけないという状況は、個人の心持ちにもコミュニティにも大きな断
絶感をもたらした。とはいえ、この状況であるからこそ、他者との行き交い、コミュニティとつ
ながることのできるありがたさに気づき直すことができたとも言えるのではないだろうか。この
状況を共に乗り越えていく智慧とエネルギーがこれからの私たちの世界を開く鍵になるはずだ。 

 
 

 
松林院 
 

 
木場公園 
 

つながるライトバルーン 
イワタマサヨシ 
会場：木場公園、深川神明宮、清澄２丁目公園、松林院、アトリ
エタキグチ 
 
小さな何かをたくさん集めて大きな作品をつくる「つながるプ
ロジェクト」は、300名以上の子どもたちによって描かれた小さ
な魚の絵が隅田川の堤防に巨大なひとつの絵を描き出した 2018
年の堤防アートプロジェクトが代表作だ。今回のプロジェクトは
光る大小おり混ぜたバルーンを使って、公園など街のパブリック
スペースで同時に灯し、コミュニティを大きな光で包みこむ企画
として推進された。 
それは共にパンデミックを乗り越えていこうという希望の光の
共同制作であった。 
残念ながらコロナ第三波を受けて当初の構想よりも小規模のイン
スタレーションとなったが、収束後に大きく街に灯ることを期待
しよう。 
 
2020 を終えて（主宰：イワタマサヨシ） 
コロナ禍で生まれた作品ではあるが、つながるアートプロジェ
クトは知らない人々が作品の制作や鑑賞を通して時間や体験を共
有し、小さなつながりが生また。これから未来に必要な「共生社
会」という新しい社会システムへのきっかけとして、このアート
プロジェクトの可能性を実感できたことは大きな成果といえる。 
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きば、きば、きば 
公益財団法人東京都公園協会、いいね森下 
会場：木場公園 
イラスト・文：小泉マリコ 
 
様々な絵が描かれた大きなフレームと一緒に写真を撮影し、ミ
ニ絵本を作る子供向けプログラム。絵本を通して子どもたちに、
普段遊んでいる木場公園が江戸時代から続く「木場」と呼ばれる
貯木場だったことを伝え、江東区（深川）のシビックプライドへ
つながるように内容が構成されている。 
２ｍ角のダンボールでできたフレームで公園を切り取るだけで、
見慣れた風景が異化した空間となり、日々の何気ない景色を再度
見つめなおすキッカケになった。普段スマートフォンで写真を撮
影して風景を切り取ることがある。これはレンズを通して光を操
り、デジタルデータにする作業である。 
ところがダンボール製のフレームは、突然公園のなかに窓が出
現したような驚きがあった。 
 
2020 を終えて（ディレクション：イワタマサヨシ） 
このプロジェクトには、いくつかの異なる面が存在している。
公共空間としての公園の利活用という側面、フレームを用いたア
ート作品、そしてシビックプライドへとつながる街づくりの取り
組みである。 
準備期間の短い中での実施ではあったが、すべてにおいて次へ
つながる種を撒くことができたのではないかと考えている。 
今後、この種をどのように育てていくかは、これからの課題で
あろう。企画の初期段階から様々な形でご協力頂いた、葛貫公園
長をはじめとするスタッフの方々にここで感謝を伝えたい。そし
て「きば、きば、きば」のイラストを無償にもかかわらず快く描
いてくれた、イラストレーターの小泉マリコさんがいなければ実
現できなかった。本当にありがとうございました。 
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PEEKING LOCAL「EDIT LOCAL 
LABORATORY」 
EDIT LOCAL LABORATORY 
会場：gift_lab 
 

PEEKING LOCAL—それぞれの持つパーソナルなローカリティ、
日常をそっと小さな穴から覗き込んでみる。目をこらせばどこか
の誰かの知らない日常。コロナ禍の影響下での物理的制約のなか、
これまでよりも見えにくくなっている人と人との関わり、地域と
のつながりへの関わり方を結びなおす入口としてのプロジェクト
が手法もジャンルも異なる 3組により提案された。個々のローカ
ルをつなぎ、新たな何かを織りなしていく仕掛けはアフターコロ
ナの社会にそっと確実な一歩をつなぐものであった。  
デザインサポート：ハチdesign&works / 調香：noyau  
キュレーション：瀧口幸恵 
 
PEEKING “Community” 
そのうちのひとつ、”EDIT LOCAL LABORATORY”では、「ロー
カル」を編集する人々による多様なローカルメディアが並ぶ「屋
台」で、深川をイメージして特別に調香されたアロマがほのかに
漂う中、故郷の特産品を囲んでの対話がなごやかにはずみ、新た
な出会いが生まれていた。 
 
 

 

CROSS LOCAL_森のコンサート 
TreckTreck＋Yukkiy 
会場：木場公園、新潟県糸魚川 ライブ配信 
 
STAY HOMEの日々から生まれた、離れていても親子でいっ
しょに楽しめるオンラインコンサートを開催してきた体験イベ
ントコーディネーターとシンガーにより企画されたスペシャル
バージョン。それぞれの故郷である新潟・糸魚川の森と深川の
公園をつないで行なわれた。空間を超えてつながり時間を共有
すること、日常のなかに心地よくなれる場所や幸せを感じる瞬
間を見つけようとすることを日々模索しているという 2人の思
いは確かに伝わったに違いない。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――    巡る 
 
街は、歩くことで身体にその地図が描かれ、その地が重ねて来た記憶を体感する。 

コロナ第三波の影響による、規模の制約はありながらも、深川の街を、川を巡るプログラムも
展開された。 
 

 

 

PEEKING LOCAL「川はどっちに
流れている」 
EAT&ART TARO 
会場：gift_lab 

 
PEEKING “River” 
食をテーマにした作品をサイトスペシフィックに制作してきた
現代美術アーティスト EAT&ART TARO。コロナ禍で、彼が大切
にしてきたその土地の食文化や集いといったものが大きく制限を
受けている状況の中で、彼がこの地で発見したテーマは、江戸時
代初期に隅田川と旧中川を結ぶ人口の水路として生まれた、深川
の中心を貫く”小名木川”だった。彼自身が小名木川沿いを歩いて
発見したものを来場者にシェアし、それを受けてそれぞれに川沿
いを散策し帰って来た来場者とさらに語り合い交換するという、
川を巡るインタラクティブなプログラムは、ローカルを外来者の
視点で切り取り、再構成する意欲的な試みとなった。 
 

 

 
 

 

移ろう茶室 
note architects / 武井宗道 / 森木ペーパー 
会場:隅田川テラス、深川資料館通り商店街 
 
商店街の歩行者天国、川辺などのパブリックスペースに地元メ
ーカー産の和紙で囲まれた仮設の茶室をセットし、その中でやは
り地元を中心に活動する気鋭の茶道家によって営まれる茶会に道
行く人々が客人となって参加できる。その移動茶室は会期中、域
内のいくつかの場所を巡って開催された。人の行き交う街なかに

突如設けられた非日常的な結界の中で本格的な茶を味わうー普段

のなじみ深い日常を五感で再体験することを願って考案したと言
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う。深川エリアで生ま
れ育った若き建築家に
よりスタートしたこ

 
のなじみ深い日常を五感で再体験することを願って考案したと 
言う。深川エリアで生まれ育った若き建築家によりスタートした
このプロジェクトは、自身が身を置くローカルに存在する地域資
源の再発見を促す装置であり、地場産業が生み出す素材を再発見
する場になってほしいという熱い願いが込められているのである。 
 
2020 を終えて（主宰：鎌松亮） 
別の素材を扱って茶室をつくりたい。来年は室内でできるように
なっていればうれしい。 
 
 

 
 

海床-小さいイカダ- 
新木場海床プロジェクト 
会場：隅田川テラス、深川資料館通り商店街、高橋のらくろー
ド 

 

現在の東京都現代美術館が立つ公園エリアはかつて広大な
「木場」＝貯木場だった。江戸の舟運の中心であった深川界隈
は多くの川や堀を使って運ばれてくる丸太を流通・加工する材
木産業のメッカだったのである。この地で代々材木問屋を営ん
でいた瀧口木材の若旦那が旗を振って始動した海床プロジェク
トは、貯木場に浮かぶ丸太の上で皆が楽しめることをしてみた
らどうだろう、それが勢いを失いつつある木の文化に新たなエ
ネルギーを注ぐ突破口にもなるのではという思いからだったと
言う。これまでにも水辺に浮かべたイカダで琵琶の演奏、茶会
や舞踏などのイベントを行なってきたが、今回は手造りのプー
ルで小さなイカダに乗って街なかでぷかぷかと浮かぶ体験がで
きる装置を伴い街を巡った。同じく街を巡った前述の「移ろう
茶室」とのコラボレーションも行なった。この地が重ねてきた
歴史の再体験が、実はその営みの次なる新たなフェイズの扉を
開くことにつながっていくのではないだろうか。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――    響く 
 
この地、このタイミングだからこそ企画された音楽のプログラムが、街に川に流れ満たしてい
った。その響きはそれをふと耳にした人々の心を静かに震わせたことだろう。 
 
 

 
 

 

そして、川に響く 
小名木川船上ライブ実行委員会 
会場：舟遊びみづは、夢観月 
 
江戸時代には、月見や花火の名所として沢山の猪牙舟（ちょ
きぶね）行きかう舟遊びの場所だった川。戦争や震災で沢山の
人がなくなった川。大正時代に下町が工業地域に指定され汚れ
て背を向けられた川。東西にまっすぐに流れている小名木川は
江戸時代の地図をみてもすぐに分かる。深川に住むものにとっ
ては、川は心の原風景と呼べる場所だろう。その小名木川には
沢山の橋がかかっており、その下で演奏すると独特の響きがあ
る。またその響きは橋ごとに違い、内部河川ならの特徴を活か
して行われた。 
持続可能な世界を模索する必要に迫られて現在。川は様々な
課題の受け皿になり得るはずだ。水質汚染が改善されれば、二
酸化炭素の削減や海の資源を守ることに繋がる。災害時に陸上
交通が分断された場合にロジスティクスの中心になることも可
能であろう。川で音楽を楽しむことで、人々の意識を川に向け
川の文化を復興させるきっかけにする試みは、本プロジェクト
の重要な要素を担っている。 

 

2020 を終えて（ディレクター：イワタマサヨシ） 
川の利活用が進まない原因のひとつは、河川区域の行政管理
の複雑化である。小名木川は一級河川であり、東京都が管理し
遊歩道と船着き場は江東区。船着き場の運営は東京都公園協会
となっている。多くの船着き場は利用頻度が低いことで、照明
の整備が充分とはいえないのが現状である。そのため利用時間
も限られており、夜の営業がメインの屋形船は利用できない。 
少しでも川や船着き場を利用し、その利用方法、魅力を発見
することも本プロジェクトの目的である。本年で３回目となる、
このプロジェクトを通して様々な課題が顕在化してきた。今後
これらをどのように解 
決していくのかが、 
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これらをどのように
解決していくのかがこ

れからの目標 
目標と言えるだろう。 

 

 

 
 

 

 
 

「街に音楽を」 
-Classical music to locals-  
musicGROVE（清水蘭子） 
会場：臨川寺～正覚院～松林院～陽岳寺 
 
深川エリアにはなんと 11宗派にわたる 51の寺院があるとい
う。元来、寺は地域に開かれた教育の現場であり人が集い文化
を発信する公民館であったわけだが、近年その機能が失われつ
つあったことは否めない。この地の寺の娘として生まれ音楽留
学していた主宰者の清水は、江戸三大祭りといった伝統が今も
息づくこの寺町の幾多の寺院を地域コミュニティ再構築のハブ
として活用できるのではないかと考えたのである。今回は 4つ
の寺院本堂で次々にクラシックコンサートが奏でられる「音楽
の日」を実現させた。残念ながらコロナ禍のため基本的に配信
での開催となったが、今後さらに会場となる寺社を増やして街
中に音楽が溢れる状況をつくりたいというこのプロジェクトの
願いが一日でも早く実現できる時を待ち望むばかりだ。 
 
2020 を終えて（主宰：清水蘭子） 
100 名（有観客＋パブリックビューイング）に加え、合計
3,000＋の FB生配信視聴がありました。著作権法（World)問題
もあり、その日のうちに配信が STOPせざるを得ず、今後は、
この課題を攻略したうえで実施し、選曲にも時間をかけたい。
運営はボランティア数名にご協力いただき、問題なく実施でき
た。音楽が流れている時間を途切れさせたくない、という気持
ちが強すぎて当日のスケジュールが運営上過酷になってしまっ
た。次回は 4 か所以上の寺院＋神社でコンサートを実施したい。 
 

 

 

PEEKING LOCAL「にて」 
にて（ライブペインティング: きたしまたくや /音楽ライブ: 小畑
亮吾 /物語執筆と朗読: 石倉康司） 
会場：松林院 
 
PEEKING “Literature”  
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 アーティストユニット「にて」による、今回のために書き下
ろされた小説『みなわ』をめぐるライブパフォーマンスが、
「街に音楽を」の会場でもあった松林院本堂で開催された。こ
の小説の書き手である石倉によるテキスト朗読を核に、音楽家
の小畑によるライブ演奏、絵描きのきたしまによるライブペイ
ンティングが繰り広げられた。コロナ禍のため、リアル体験は
限られた人数での開催となったが、参加者には『みなわ』の本
とそれを読む際に味わう薬草茶、この深川の地をイメージして
調香されたアロマエッセンスが手渡され、さまざまな表現によ
って五感でローカルを紡ぎ出す試みとなった。 
調香：noyau ／キュレーション：瀧口幸恵 
 

 

 
 

 

Music For The Story 
深川の古民家で、読書 BGM ライブ 
orange plus music（石松豊） 
会場：深川ときわ荘 
 
深川の路地に面した古民家の二階を読書室にとして設定、本
の世界へより深く旅をするためのBGMとして穏やかなゆらぎを
紡ぐ音楽ライブが二部構成で開催された。 
 
#1「Prologue」参加ミュージシャン：morimoto naoki / 
Paniyolo 
電子楽器学期とミニギターによる浮遊感のある演奏であった。
外部から混入してくる街の日常の環境音も心地よく融け合って
いた。 
 
#2「Epilogue」参加ミュージシャン：UYUNI / Paniyolo 
水音や鳥の声などの環境音がリズミカルに心地よくたゆたうな
か、水面を映す映像作品も同時に展示され、聴覚的なゆらぎと
視覚的なゆらぎが溶け合い、本の中の世界へと導いていた。 
  
2020 を終えて（主宰：石松豊） 
意義あるイベントだと思うので、少しずつ共感いただける人を
増やしながら、もっと知ってもらうきっかけが増えたらいいな
と思います。自分のイベントはたまたま福岡から来た人に来場
して頂いたりと、偶然すぎる出会いもあり、with コロナの中で
も芸術文化に触れる機会、そして発信する機会は求められてい
ることを実感しました。
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――――――――――――――――――――――    現在を記憶する 
 
この地に刻まれてきた記憶。それはその時、その時の「現在」の堆積にほかならない。本と川
と街の最初の一歩、2020 年にしか生まれ得なかったであろうプログラムがまた新たに「記憶」
として刻み込まれた。 

 

 
 

Silent City 

渦波大祐（映像） / 委細昌嗣（音楽） 
会場：アトリエタキグチ 
 

2020年 4月、コロナ禍による初の非常事態宣言発令後の人の
気配が途絶えた東京の姿を自転車で走りながらカメラに収めた
動画と、その情景にインスパイアされた音楽家のオリジナルサ
ウンドをクロッシングさせたインスタレーション。その非現実
的なまでに静謐な銀座、皇居、浅草といった東京の繁華街や観
光地の姿は 2020年を象徴する光景のひとつとして、NHKの特集
映像にも採用された。独特の廃墟感、時が止まったようなムー
ドを持つ会場との相性も絶妙だった。訪れた人すべての脳裏に、
その空虚さを呆然と見つめるしかなかったあの時の衝撃をあら
ためて刻み込んだ作品となった。 
 

 

 

 
 

 

 
lost and found 

大津芳美 
会場：gift_lab 
 
2020年春に予定された自身の展覧会がコロナ禍により中止とな
ったアーティストが作品を失った額（フレーム）のみを展示し、
その喪失の痕跡を観る来場者、彼らと対話する会場スタッフ、
さらにその状況を俯瞰してひそやかに加療していく作者という
トライアングルで会期中に化学反応を起こしながら進行して行
く過程そのものを作品とみなすコンセプチャルなプログラム。
コロナで失われた自作の「非存在」から新たな「存在」を紡ぎ
だす、「目に見えないもの」の触感をテーマとした。2020年に
襲われた「中断」によってこれまでとまったく異なる表現を模
索した作り手の 2020年の記録である。 
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この作品を含めて、3つ
の作品の会場で同時進

行にて開催された作品群は“bleachibg and setthing”としてまとめ
られている。

 
 

 

Layered 
gift_ 
 
選書と対話 
 
オンライントーク： 
gift_lab から 4回、週末にライブ配信 
#1_太刀川英輔（NOSIGNER）X平井有太／#2_小池一子X原田
マハ／#3_松岡大X安藤誠（LAND FES）／#4_塚田有那X林暁
甫 
 
選書本箱展（巡回展示）： 
LYURO東京清澄 gallery～アトリエタキグチ～gift_lab 
 
「その時」を象徴するキーワードをインスピレーションに直観
的に選ばれた本を「その時」の表象として記憶しレイヤーして
いく試み。地球規模のシフトチェンジに遭遇した 2020 年のキー
ワードは “Switch ”。 このスイッチは何を終わらせ、どこへ向か
うのか。さまざまなジャンル、媒体で、キュレーションや編集
で時代を紡ぎ出す作り手たちと共に探索したプログラム。継続
的な「現在」の定点観測プロジェクトとして、選ばれた本の巡
回展と選んだ理由を解くオンライントークで構成された。 
会期中、週末ごとに図書館用のトローリーで移動した選書展は
印刷工場をリノベーションしたシェアホテル、材木会社の社員
寮跡地をアーティスト・イン・レジデンスにした古ビルのギャ
ラリーなど、それぞれに表情の異なる地元の会場を巡る展示と
なった。 
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3 
パスポートブックと 
クリエイターズブック 
 
「本と川と街」ならではの新しいカタチのチケット「パスポ
ートブック」。提示することで作品の鑑賞や体験をすることが
できるパスポートチケットの役割を持っている。またインタビ
ューによるプログラム企画者のバックグラウンドが書かれた
「クリエイターズブック」も各会場で無料にて入手できる。ク
リエイターズブックは全部で 12種類あり、すべてのプログラム
を回ると本と川と街のプログラムブックとして完成する仕組み
となっている。 
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―――――――――――――――――――    パスポートブック 
 
街を巡るアートプロジェクト「本と川と街」を語るうえで、欠かせないのがパスポートブック
である。パスポートブックには展示エリアのMAPとイベントスケジュールが入っている。観客
は会期中にパスポートブックを持ち、各会場を訪れ、プログラム観覧または体験すると、企画者
を紹介した小冊子「クリエイターズブック」を無料で受け取れた。「本と川と街」を巡ることで、
自分だけのパスポートブックを完成させることができる仕組みである。割引価格でプログラム体
験、オンラインアーカイブ動画の閲覧、提携先での特別鑑賞が可能となっていた。 
 
 

 
 

 
発行部数 1,000 部 
金額  1,600 円 
サイズ  A6 変形サイズ（実際のパスポート同じ） 
デザイン イワタマサヨシ 
 
制作について 
厚紙にシールを印刷したものを貼るっている。1mm程度ある厚
紙は折る際に割れる可能性があったが、筋入を入れ通常とは逆に
折ることで割れずにデザイン通りに仕上がった。何度も相談にの
っていただいた、ヱビス印刷さんにとても感謝している。 
また、ブックバンドは、ボランティア（後藤さん、川上さん）の
手作業によるものである。 
 
内容物 

１．パスポートブックカバー 
２．Creator's Book 4 冊 
３．MAP （表：1946 年空撮 裏面：作品紹介など） 
※パスポートブックには以下の４冊のクリエイターズブックが付
属。会期後はクリエイターズブックが全冊セットになった「コン
プリート版」として販売。 
・001- 東京都現代美術館 / 加藤 弘子 
・007 ‒ misicGROVE / 清水蘭子 
・009 - TreckTreck / 伊藤薫 
・011 - LAND FES  / 安藤 誠 
 
 
 

 



 
3．パスポートブックとクリエイターズブック 
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――――――――――――――    クリエイターズブック 
 
プログラム企画者のインタビューを掲載した冊子。企画者のプロフィールや普段の活動ととも
に、「本と川と街」に出展した企画の背景、意図についての読み物となっている。A3を八つ折
りにした体裁、裏は全面ヴィジュアルイメージとなっている。 
 
 

 
 

発行部数  各 1,000 部 
種類   12 クリエイター 
金額   150 円 
サイズ   A6 サイズ（A3八つ折り） 
 
インタビュー・編集 佐藤暁子（水際） 
デザイン  日野千鶴、イワタマサヨシ 
折加工   株式会社キョーダイ社 
 
制作について 
編集、デザインをプロボノとして提供頂いたおかげで、少ない
日数、少ない人数で制作することができた。そして八つ折りも地
元企業が謝礼金で対応して頂けたことも嬉しかった。 
あえて「クリエイター」の背景をインタビューすることで、作
品をなぜ作ろとう考えたのかが浮き彫りになり、本プロジェクト
が人と人とのつながり、街と人のつながりで成り立っていること
が明らかになった。 
 
001 東京都現代美術館 / 加藤弘子 
002  堀の記憶 / 旧水路ラボ 
003  つながるライトバルーン / イワタマサヨシ 
004  lost and found / 大津芳美 
005  海床 - 小さなイカダ - / 瀧口宇一郎 
006  移ろう茶室 / 鎌松 亮 
007  musicGROVE / 清水蘭子 
008  PEEKING LOCAL / 瀧口幸恵 
009  CROSS LOCAL / 伊藤 薫 
010  Layered / gift_ 
011  LAND FES / 安藤 誠 
012  Silent City / 渦波大祐、委細昌嗣 
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4 
会場レビュー 
 
公共空間（公園、商店街）や寺院など通常のイベントでは使
用しない場所を積極的に利用した。タイトルにもある「川」は
管理関係が複雑であるが「隅田川マルシェ実行委員会」の協力
で実現することができた。 
 
 



 
４．会場レビュー 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――    寺院 
  
深川には 11宗派 51軒の寺院が軒を連ねている。江戸期の明暦の大火で延焼した、浄土宗霊巌
寺が移設したことを皮切りに、日蓮宗浄心寺など各宗派の寺院が多く建立され、現在に至る。清
澄白河を中心とした、寺町の風情も「深川らしさ」に相違いない。元来、寺院は学問の場であり、
信仰の場であり、文化振興の場であり、広く庶民に門戸が開かれた場所であった。「寺院と街の
人たちとの接点をもう一度作れないか」と「本と川と街」のアートプロジェクトをめぐり、寺院
との協働を行った。 
 

 

 
 

【実施場所】 
・臨済宗臨川寺 
・臨済宗陽岳寺 
・浄土宗松林院 
・浄土宗正覚院 
  
【実施プログラム】 
・musicGROVE classical music for locals 
・PEEKING LOCAL ～ にて 
・つながるプロジェクト 
 
今回、寺院との協働にあたり、窓口・交渉を担ったのは
musicGROVE 清水蘭子氏。自身が清澄白河の寺院・松林院の出
身であり、「音楽を通じて、寺院を街にひらく」ことを軸に、一
昨年より活動を行っていた。 
 
新型コロナにより、発表の場所を失った若手音楽家が街の人々
へ音楽を届ける機会をつくるために、複数の寺院に協力を依頼し、
同日に時間帯をずらしたコンサートを 4箇所で開催した。また
街の人たちがコンサートホールに出向く形ではなく、 近所を散
歩する、買い物に出かける 、といった生活のワンシーンのなか
に音楽を届けることを実現した。音楽に導かれ、寺院の境内をの
ぞき込む人たち、ひとりふたりと自然と増えて人だかりができた。
多くのイベントが自粛され、人々との接触が制限される日々なか
で、寺院と音楽のコラボレーションを楽しむ姿があり、寺町で生
活する人々との得がたい時間を共有するひとときとなった。 
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同時に、本プロジェクトでは、寺院の展示空間としての魅力 
ー 読経を響かせるための音響の良さ、明暗のコントラストが活
きる照明、都心では貴重な広い境内と本堂のような大きな建物 
ー を再認識することとなった。音楽家と画家、小説家によるイ
ンスタレーション「にて」では、入場人数を制限し、適切な距離
を取りながら、音楽演奏とライブペインティング、小説家による
朗読を開催。奥行き、広さを活かしたレイアウトづくりとオンラ
イン配信に向けたカメラワークを含め、今後に向けたポテンシャ
ルを確認できた。 
 
寺院にとっても新型コロナ拡大の影響は大きく、葬儀や法事な
どの縮小・取りやめ、仏教行事の中止延期など、あらためて寺院
の存在意義、地域への貢献方法を見直し、模索する日々が続いて
いた。その折に本プロジェクトを通じ、若手音楽家やアーティス
トたちとの協働、文化振興に貢献機会ができたことを評価して頂
いた。「深川はね、震災も戦災もあったけど何度も立ち直ってき
ました。今回も大丈夫、若い世代がしっかり頑張ってくれていま
す。」と臨川寺の先代住職の奥方が語ってくれた。 
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―――――――――――――――――――    オープンスペース 
  
狭い空間で人が集まることは、コロナ禍において最も注意すべきことになっている。そのよう
な状況下で周りを見回してみると多くのオープンスペースが存在し、それは望ましいことに野外
であることが多い。野外にあるオープンスペースを利用することは、感染拡大を防止する意味で
も、積極的に利用した。 
 
 
 

 
 

 

【実施場所】 
オープンスペース 
小名木川、木場公園、隅田川テラス、深川資料館通り商店街、高
橋商店街（歩行者天国）、深川神明宮、清澄２丁目公園 
 
空き家 
深川ときわ荘 
 
※今回展示に利用したのは、公共の場所とそれ以外に別れてい
る。ここでは公共の場所を中心に記述する。 
 
私たちの街には次々にマンションが建設され、新しい住民が流
入することで活気が生まれた。反面、趣のある古い建物の減少に
つながっている。このような古い建物は空き家になっていること
が多く、利活用することで街の多様性にもつながる。オープンス
ペースと同様に展示場所として利用し、その活用方法の提案をす
ることもプロジェクトのテーマに合致していると考える。 
 
公共空間は、すべての人に開かれ自由に利用できることが望ま
しい。だから本と川と街のようなプロジェクトが利用する場合、
「だれでも」「自由に」というふたつの視点をどのように捉える
かが課題となる。 
 
「だれでも」は、大人から子どもまであり、男女の差なく、ふ
と訪れた際に利用できることであろう。公園に入場制限があった
り、歩行者天国を特定の人たちだけが専有的に利用するのはよし
とされない。例えば、公園の芝生に大きなテントをはり友だちだ
けで利用したとする。これは「だれでも」「自由に」利用してい
るように思える。しかし、そのテントの中は友だちだけとなり自
由ではなくなる。このように実は「自由に」にはいろいろな制限
が存在している。プロジェクトとして利用する場合、「だれで
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も」「自由に」をどのように実現しながら、作品の意図を壊さず
に展示する方法を検討する必要がある。 
 
「だれでも」を実現するために「無料」というキーワードがつ
いてくる。有料にすると「だれでも」ではなくなるとの考え方だ。
しかし無料であることによる弊害もある。沢山の人が集まりすぎ
て、混雑が生まれることもあるし、本当に必要としている人々に
届かない場合もある。高額な設定する必要はないが「無料」でや
る場合には、「なぜ無料でやるのか」を検討する必要がある。
「だれでも」を実現するために無料にするということは、場合に
よっては「だれでも」にならない可能性があることを考慮にいれ
るべきだろう。 
 
今回オープンスペースを積極的に利用する方向を模索したが、
その利用にあたり既存の様々な利用者を検討に入れる必要があっ
た。またオープンスペースを管理されている方々にも利用の展望
があり、そのすり合わせも重要な課題となった。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――    河川 
 
多くの川が流れる東東京（ここでは隅田川、荒川に囲まれた三角区地帯とその周辺を指す）は
江戸から川を中心に発展を遂げてきた。戦後の一時期には工業排水などで河川が汚れ、地盤沈下
によりカミソリ堤防が作られたことで川から背を向けることになった。しかし近年の隅田川テラ
スや小名木川遊歩道が整備され、河川の浄化がすすんだことで再び川への関心がたまかりつつあ
る。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【実施場所】 
隅田川テラス、かわてらす、小名木川 
 
プロジェクトの実現にあたり河川管理（国、都、区）が複雑な
ため、2019 年から隅田川テラスでマルシェイベントを実施して
いる隅田川マルシェ実行委員会の協力により実現できた。 
 
持続可能な世界を模索する必要に迫られて現在において、川は
様々な課題の受け皿になり得る。水質汚染の改善がもたらす
CO2の削減や海の資源を守ることに繋がる。災害時の陸上交通
が分断された場合にロジスティクスの中心になることも可能であ
る河川の利活用を来年以降も模索していきたい。 
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5 
コラボレーション 
 
東京都現代美術館、東京アートブックフェア、KAIKA東京な
ど様々な施設及びイベントとコラボレーションをした。 
 
準備の時間が少なく、コラボレーションの内容が割引など表
面的になる部分も多かったが、本プロジェクトへの協力にとて
も感謝している。 
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東京都現代美術館 
チケット割引（展示期間中 10%OFF） 
 

東京ヴァーチャルアートブックフェア 
ヴァーチャル会場内にブース設営 

 
KAIKA 東京 

宿泊者向けの地下ギャラリー 
無料開放（パスポートブック提示で） 

 
LYURO 東京清澄 
 展示会場 
 パスポートブックの販売 
 LAND FES 撮影場所の提供 
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6 
つぎへ 
 
2021 年も開催する「本と川と街」。この「ふりかえる」をつ
くりながら考えていたこと。あとがきにかえて。 
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コロナで外出自粛の日々が続いている。この外出自粛という感染拡大を防止する方法は、みん
なで一斉に実行することで効果がでる取り組みだ。私たちは誰しも一人で生きているわけではな
いことを気づかせてくれた今回の出来事。ひとり一人の行動がどのような結果をまねくのか考慮
にいれる必要があることを再認識させられた。 
 
集団で生活することに便利な「都市」の否定とも取れるのがパンデミックだ。わたしたちは
「都市」を作ることで経済的な発展をしてきた。GDPの 80%（東京だけで約 20%）、エネルギ
ーの 7 割を「都市」で消費している。これは決して持続可能（サスティナブル）な状態ではない。
しかし人とのつながりで生きる私たちは「都市」で生活するほうが人的なネットワークを作りや
すい。たぶん「都市」が現代文明の象徴と呼べる存在なのかもしれない。 
 
これから何度もパンデミックは起きるだろう。だからと言って「都市」を完全に捨てることは
不可能だ。わたしたちは「都市」に生まれ育った。ここに愛着もあるし、ふるさとと呼べる場所
で、その便利さを知っているからだ。だから私たちはやり方を変える必要がある。 
 
コロナ禍で生活をしていくためには新しい物の見方や価値観を創造する必要がある。その段階
として、アートという問いかけをする考え方を私たちの生活に取り入れ、新しい人とのつながり
方を模索することで生まれる、本当の意味での新しい生活様式を手に入れなければならない。 
 
アートの解釈は、すべて鑑賞者に委ねられ、解釈も作品の一部になる。解釈がそれぞれに違う
からこそ多様性が生まれる、「アート」という価値観が、より豊かな発想につながり、サスティ
ナブルな都市（街）を育むことになるだろう。 
 
神輿を担ぐ時の掛け声「わっしょい」は「輪（和）を背負う」という言葉が転じたものだ。神
輿を担ぎ「つながり」を作るやり方は、コロナの時代では難しい。でもその思いは私たちの心に
しっかりと根をはやしている。 
また「輪」の数はいくつもあっても構わない。ひとつの大きな輪（都市）を作る必要なく、小
さな輪をいくつも作るほうが簡単だし合理的なのだ。「わっしょい」と「アート」がつながった
ときにアフターコロナの世界が見えてくるだろう。 
 

イワタマサヨシ 
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