
加川広重の巨大絵画を、同じ被災地である東北と神戸で展示することにより、神戸市民をはじめ、震災を体験した人々が

まざまざと当時の記憶を呼び起こし、またこの作品に出会うことで、より多くの人々が、今、被災地で困難な状況にある

人たちへの思いを真剣に共有できる場をつくっていこうとする。プロジェクト 3 回目となる今回は、第 3 作目「フクシマ」を展示し

福島の復興を中心に東北の「今と明日へ」をテーマとした、シンポジウム、コンサート、映画上映など多彩なプログラムを展開いたします。

「フクシマ」は水素爆発で破壊された原子炉建屋の中に、汚染された大地や水のイメージ、除染の袋、牛や
イノブタなどを組み合わせて描き、この事故が起こした様々な悲劇を一枚の絵の中で表現しようとした作品
です。巨大画は福島の擬似空間を神戸に作り出します。震災から 20 年を迎える神戸で、２つの震災を同時
に感じることができる特別な場となるはずです。会期中に行われる多彩な企画は更に様々な感情を刺激し、
そして問題を提起することと思います。どうぞぜひご来場下さい。 　　　　　　　　　　　　　　 加川広重

「雪に包まれる被災地」2011 年　5.4ｍ×16.4ｍ 「南三陸の黄金」2012 年　5.4ｍ×16.4ｍ

 11：00 ～ 19：00　但し催しがある場合はその都度変更、13日（火）は休館日、17日（土）は午前 5：46開館、最終日は 17：00まで
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「フクシマ」  2014 年　5.4ｍ×16.4ｍ

阪神淡路大震災 20 周年事業

1976年宮城県蔵王町生まれ。2001年武蔵野美術大学油絵科卒業。2003年より大画面の水彩画の制作を始める。震災後、東日本大震災
にインスピレーションを得て5.4m×16.4mの巨大絵画を描く。 神戸では2013年に第一作「雪に包まれる被災地」、2014年に第二作
「南三陸の黄金」を発表。「雪に包まれる被災地」は、国連世界防災会議2015（仙台）での展示が予定されている。
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・巨大絵画「フクシマ」/加川広重　

・「福島第一原発神社」  / 宮本佳明

・「失われた街 」模型復元プロジェクト /槻橋修

・写真展「Tohoku-Lost, Left, Found」/ 山岸剛

・「芦屋川左岸堆積体」/宮本佳明

・「いいたてミュージアム  －までいの未来へ記憶と物語プロジェクト－」

・光のインスタレーション「光の刻」/森口ゆたか

・「被災地（東北）から被災地外の皆さんに読んで欲しい本90選」
荒蝦夷出版 土方正志　

・「あなたの記憶に灯をともす」/平田達哉  

・「復興カメラ」大槌町定点観測カメラ　
NPO法人＠リアスNPOサポートセンター

・みんなの写真コンテスト /認定 NPO法人フロンティア南相馬

・加川広重小品展　＊別会場 ( ギャラリー島田 1F deux )

* 上映当日 11:00 より整理券配布

イベントプログラム　　 会期中を通じて展示されるもの

東北と神戸を繋ぐ映画上映会

会期中の 1 日でも、ご興味ある方は下記ホームページの募集
フォームから、または下記メールアドレスまでお問合せください。
kagawapjt.v@gmail.com   ( 事務局  担当：橋本 )

ボランティアスタッフを募集しています

本プロジェクトは様々な充実したプログラム自体への財政の裏
付けはゼロから出発しています。詳細はお問い合わせください。
info@gallery-shimada.com  ( 事務局  担当：ギャラリー島田 )

賛同者および協賛企業を募集しています

加川広重巨大絵画が繋ぐ東北と神戸プロジェクト実行委員会
事務局 : アート・サポート・センター神戸（ギャラリー島田内）　
神戸市中央区山本通 2-4-24 B1F    078-262-8058 　 info@gallery-shimada.com 

>> 詳細、最新情報はホームページより

13:00 -  「A SONG FOR JAPAN」  （トロンボーンアンサンブル）  
 呉信一と仲間たち

13:20 - 「出来事から」( 舞踏 )     / 森繁哉・松村知紗

14:00 - 「ボレロ」（バレエ）   / 貞松・浜田バレエ団

15:00 - 「いいたてミュージアム までいの未来へ記憶と物語プロジェクト」
(トーク )

16:00 - 「ライフ」（ダンス）    / Ensemble Sonne

17:30 -  光のインスタレーション「光の刻」森口ゆたか 作家トーク

【関連企画】
12:45 -  みちのく談話室　＊自由見学

13:30-   「被災地におけるローカル・コモンズの再生」（シンポジウム）

                 秋道智彌、鷲見哲也、池ノ谷伸吾　ほか 　モデレーター：槻橋修　

1 月 10 日 ( 土 ) 　オープニング

11:00 - 被災地 (東北 )から被災地外の皆さんに読んで欲しい本 90 選 解説

12:00 - 「Tohoku - Lost, Left, Found」山岸剛写真展   ギャリ―トーク

13:00 - 被災地発 未来へ拓く街づくり (トークセッション) /  松村豪太 (石巻 )
上田假奈代 (西成 )、吉富志津代 (長田 )、モデレーター：藤野一夫

15:30 - 「震災に向き合う表現 ー大地と記憶ー」( シンポジウム ) /
五十嵐太郎、宮本佳明、山内宏泰     モデレーター：槻橋修

1 月 11 日 ( 日 )

＊プログラムは変更になることがございます。予めご了承ください。

1 月 12 日（月・祝）

12:30 - 「逃げ地図ワークショップ ―リスクから考える街づくりー」
講師：羽鳥達也、谷口景一朗

15:00 - 「震災と向き合うデザイン ―建築家たちの挑戦― 」(トークセッション)
塚本由晴、西田司、槻橋修     モデレーター：家成俊勝

1月 16 日（金）　世界初演曲による  献奏

18:00 - 河合拓始 /作曲・ピアノ

松岡万希 /ソプラノ　髙橋侑子 /作曲・ピアノ

脇山幹士 /作曲・ピアノ　吉岡美恵子 /フルート

江藤誠仁右衛門、イトウユミ作曲　

マウロ・イウラート /ヴァイオリン　伊藤ルミ /ピアノ

1 月 17 日（土）　＊午前 5:46 より開館

  8:00 - 追悼能  /  上田貴弘、林宗一郎、赤井要佑、 大倉源次郎、上田敦史、清水和音

11:00 - 「加川広重 巨大絵画の読み解きとプロジェクトの意味」(トークセッション)
加川広重、藤野一夫、島田誠

14:00 - 坂茂 記念講演  /  講演：坂茂　対談：坂茂、宮本佳明

18:00 - 「神戸への思い、東北への思い－朗読とお話－」 
朗読：竹下景子　お話：竹下景子、加川広重、島田誠

1月 18 日（日）

11:00 - いわきとこうべ若者架け橋プロジェクト ミーティング

14:00 - バッハクライス神戸追悼コンサート

16:00 - 「名倉誠人追悼演奏」（ヴィブラフォーン）/名倉誠人 
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主催：
加川広重巨大絵画が繋ぐ東北と
神戸プロジェクト実行委員会
共催：
神戸市、アート・サポート・
センター神戸
助成：
兵庫県
特別協賛：
株式会社シスメックス
協賛：
UCC上島珈琲株式会社
株式会社ロック・フィールド
株式会社本家かまどや
株式会社串乃家
株式会社新保哲也アトリエ
生活協同組合コープこうべ
大和ハウス工業株式会社
近畿労働金庫
株式会社フェリシモ
株式会社神戸凮月堂
株式会社中村経営
和田興産株式会社
株式会社クサカベ　　　
大光電機株式会社　　　

後援：
一般財団法人音楽の力による
復興センター・東北
一般財団法人アーツエイド東北
NHK盛岡放送局
NHK神戸放送局

特別協力：
加川広重
公益社団法人全国公立文化施設
協会
文化芸術による復興推進コン
ソーシアム　　
公益財団法人中内力コンベン
ション振興財団
公益財団法人神戸文化支援基金
The STRiPES
 
協力：
デザイン・クリエイティブセン
ター神戸 (KIITO)
神戸市立灘区民ホール
神戸大学大学院国際文化学研究科
NPO法人 DANCE BOX

特別協力（映画）
大阪・神戸ドイツ連邦共和国総
領事館、大阪ドイツ文化センター

協力（映画）
一般社団法人元町映画館
株式会社くとうてん
神戸映画サークル協議会
神戸映画資料館 
NPO法人神戸 100 年映画祭
野田北部まちづくり協議会
港まち神戸を愛する会

協力（建築・まちづくり）
一般社団法人 ISHINOMAKI2.0
NPO 法人エフエムわいわい
NPO法人神戸まちづくり研究所
NPO法人ココルーム
神戸復興塾
NPO法人ひょうご・まち・
くらし研究所
タトアーキテクツ / 島田陽建築
設計事務所
日建設計ボランティア部
東日本大震災における建築家に
よる復興支援〈アーキエイド〉
被災地市民交流会
NPO法人 まち・コミュニケーション

協力（音楽）
The International Supporting 
Group for MAKOTO, Marimba, 
Mind
関西トロンボーン協会
神戸芝居カーニバル実行委員会
株式会社斎藤楽器製作所
NPO法人しみん基金・こうべ
兵庫県子ども文化振興協会
復興支援コンサート実行委員会
リッツ・ミュージック

協力（能）
公益財団法人有斐斎弘道館　　
　
協力（光のインスタレーション）
NPO法人アーツプロジェクト


