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■取材対応・お問い合わせについて
アーティストやクリエイターへの直接の取材はお控えください。
取材の申し込みは、未来へつなぐ道後まちづくり実行委員会事務局（松山市役所道後温泉事務所内）
または下記の広報窓口に連絡してください。

【公式ホームページ】 https://dogoonsenart.com
※新型コロナウイルス感染症の状況により、
プログラム内容が変更になる場合があります。

【 本件に関するお問い合わせ 】
未来へつなぐ道後まちづくり実行委員会事務局（松山市道後温泉事務所内）担当:菅、徳岡、清水、岡田
TEL : 089-921-6464 / FAX : 089-934-3415 / MAIL:dogojimu@city.matsuyama.ehime.jp

【 広報窓口 】
■松山窓口
担当:清水/携帯:080-6280-6970
T E L : 0 8 9 - 9 9 5 - 8 7 8 3（ 問い 合わせ 時 間 : 1 0 : 0 0 - 1 8 : 0 0 / 土・日曜・祝日以 外 ）/ M A I L : p r e s s @ d o g o o n s e n a r t . c o m
■首都圏窓口
担 当 : 松 波 / 携 帯 : 0 9 0 - 11 7 1 - 5 5 3 8 / M A I L : s a y a f u l l @ g m a i l . c o m

開催概要

道後オンセナート2022 テーマ

過去最多となる約30組のアーティスト・クリエイターらが参加、
4年ぶりとなる芸術祭「道後オンセナート2022」を開催します。

いきるよろこび

道後温泉地区（愛媛県松山市）
では、重要文化財である道後温泉本館の保存修理後期工事期間中（2021年４月〜2024年3月）
の新しい

世界中のすべてのひとびとが求める、親しい人との再会の喜び、

活性化策として
「みんなの道後温泉 活性化プロジェクト」
を推進しております。
プロジェクト全体のコンセプトは「stay hot, stay creative」。

ともにテーブルを囲む楽しみ、声をかけあい、寄り添って実感する安らぎ。

2024年の本館改築130周年に向け、
いまふたたび､〔アート×人×温泉〕
の熱量で道後温泉を、
日本を、世界を温めたいとの想いを込めて

新しい時代を開こうとする強いエネルギーがふつふつと湧くなか、

おり、2021年度は「地熱づくり」
をテーマに、関係人口の構築に向けた取り組みを進めてきました。

道後温泉では、
アートを通じてひとびとの五感を開き、熱情を呼び起こします。

そして2022年、活性化プロジェクトの一環として、4年ぶりとなる芸術祭「道後オンセナート2022」
を開催いたします。

日々がなにより楽しく感じられるように。

テーマは「いきるよろこび」
です。2021年に先行して作品を公開した大竹伸朗さん、蜷川実花さん、隅川雄二さん、尾野光子さんの4名の作

みんなで、道後温泉で、温まろう。

品に加え、過去最多となる約30組のアーティストやクリエイターが参加、
自由に鑑賞できる常設のアート作品を設置するほか、
イベントを随
時開催し、
いつ来ても楽しめる、何度も訪れたくなる芸術祭を開催します｡
道後温泉は昔も今も、人の身体を、心を温め続けてきました。心身を癒し、活力ある人生を送り、
また､活気あふれるまちを未来につなぐた
め、地域とアーティストやクリエイターが協力しあい、道後を、世界を温めます｡

【名称】 道後オンセナート2022 (どうご おんせなーと にせんにじゅうに)
【会期】 2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
【場所】 道後温泉地区
【主催】 未来へつなぐ道後まちづくり実行委員会
【企画プロデュース】 スパイラル/株式会社ワコールアートセンター

主要スケジュール
2022年 4月28日（木）

オープニング・セレモニー

4月28日（木）〜5月8日（日）

オープニングウィーク

10月10日（月・祝）〜10月23日（日）

ハダカヒロバ秋まつり

12月16日（金）〜2023年１月15日（日） ひかりの実
2023年 2月26日（日）

会期終了

［ 会期中随時 ］週末道後座
プロジェクト構成

道後オンセナート2022の特色

①半径500mの道後温泉地区に作品がぎっしり。歩いて楽しむ芸術祭。
道後温泉の魅力の一つは､歩いて巡れるコンパクトな温泉街であることです。起伏があって、
さまざまな表情に満ちたまちの地
理的条件を生かし、保存修理工事中の道後温泉本館の素屋根テント膜に施された大竹伸朗さんの巨大な作品を中心に、歴
史ある道後の風情と現代アートをともに楽しめる作品を展示します｡国籍や性別、年代、作風も異なるアーティストやクリエイ
ターたちが、道後のまちに、人に、エネルギーを注ぎます。

【1】 常設展示作品
①オンセナートコレクション

道後のまちを一冊の詩集に見立て、詩人やクリエイターなど､多様な参加者がそれぞれに思いを込めた言葉を路地裏、坂道、
駐車場や建物の壁面などに表現します。文学のまちならではの、散策を楽しんでもらえるプログラムです。

詳細は P6

招待作家による作品群。
「 道後オンセナート2022」のメインプログラム
として、道後を巡る楽しみを創出します。
【2021年〜展示済】※五十音順
大竹伸朗 / 尾野光子 / 隅川雄二 / 蜷川実花
【2022年4月28日〜展示】
市原えつこ / Adrian Steckeweh
（エイドリアン・シュテッケヴェー）/ oblaat /
TIDE / 髙橋匡太 / 谷川俊太郎 / 力石 咲

②マチコトバ

②｢文学のまち、松山｣の特色を生かす言葉のプログラム

【2】 イベント

詳細は P18

「道後オンセナート2022」の芸術祭としてのオリジナリティを表現する
「ことば」の作品群。
まち全体を一冊の詩集に見立て演出する、文学の
まち松山ならではの、散策を楽しんでもらうプログラムです。
【2022年4月28日〜展示】
・オリジナル作品（自身の著作の中から選んだことばを展示）
夏井いつき、SUPER BEAVER
・選詩・選文作品（人に手向けたい手渡したいと感じる詩など、海外のことばから、松山
ゆかりの人のことばまで多様に選び展示）

③常設作品に加え、オープニング、秋、冬、週末にイベントを実施
蜷川実花さんの作品が施された道後温泉別館 飛鳥乃湯泉中庭「ハダカヒロバ」や上人坂､道後公園などを生かし､道後の賑
わいを生み出す多彩なイベントを開催します。地元のパフォーマーやクリエイティブステイ公募プログラム
（2021年度）に参加し
たアーティストやクリエイターらも登場し､いつでも楽しめる芸術祭､何度も訪れたくなる道後温泉を実現します。
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石川直樹 / 浦島茂世 / 江六前 一郎 / 小野美由紀 / カニエ・ナハ
きたむらけんじ / 日下慶太（ケイタタ）/ 指出一正 / 永本冬森 / 野口あや子
三浦亜美 / 桃江 メロン / 山澤香奈

【3】コラボレーションプログラム

詳細は P28

蜷川実花さんの作品が施された道後温泉別館 飛鳥乃湯泉 中庭「ハダ
カヒロバ」や上人坂、道後公園などを生かし、道後の賑わいを生み出す
多彩なイベントを開催します。

①オープニングウィーク

［ 4月28日（木）〜５月8日（日）］

「道後オンセナート2022」
のスタートを彩る特別ウィークです。
オンセナート
コレクション、
マチコトバの参加アーティストやクリエイターのパフォーマンス
など、
イベントを開催します。

②ハダカヒロバ秋まつり［ 10月10日（月・祝）〜10月23日（日）］
秋の盛り上がりを演出するハダカヒロバの特別週間です。パフォーミング
アーツを中心に構成します。
ハダカヒロバの芸術監督を務める、劇団快快
（FAIFAI）
の野上絹代さんの監修で祝日と休日を中心に、
ユニークなプロ
グラムを上演します。

③ひかりの実

［ 12月16日（金）〜2023年１月15日(日）］

髙橋匡太さんが、道後の冬の風物詩として親しまれている道後公園での
「ひかりの実」
の展示やワークショップを開催します。

④週末道後座

［ 随時 ］

上人坂などを中心に、道後温泉地区の週末の賑わいを創出。
パフォーミン
グアーツを中心に多彩な催しを開催します。

詳細は P30

地元の各種団体、旅館、商店街などによる参加プログラム。
クリエイティブステイ参加クリエイターをはじめとするアーティスト、
クリエイターなどからの提案と参加者の希望をマッチングし、多彩なプログラムを構成します。
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ポスターデザインについて

作品展開マップ

オンセナートコレクション

マチコトバ

道後hakuro
Dōgo hakuro

飛鳥乃湯泉

CHAHARU 離れ 道後夢蔵
CHAHARU-Hanare
Dogo Yumekura

道後温泉本館

上人坂

道後温泉旅館協同組合

放生園

「道後オンセナート2022」ポスターデザイン

［ コンセプト ］ 文：小林一毅さん
2021年から継続する熱気の造形によるコミュニケーションを拡張し、直感的に喜びを感じられ
るようなプリミティブな造形と色彩表現によって
「いきるよろこび」
を表現します。
オンセナートの
告知物は、様々な媒体に応用され、
まちの至る所に掲出されます。多くの市民が日常的に目に
するものになるため、
ポスターは言葉のまだわからない幼児から100歳のご老人まで、老若男
女様々な人達に歓迎される、
デザインでありたいと思っています。
「いきるよろこび」
とは何か、
そ
れを個人が明確に理解するのは難しく、感じるものだと思っています。深い感嘆は展示作品を

［ デザイナー ］

小林 一毅 (こばやし いっき)

グラフィックデザイナー。
1 9 9 2 年 滋 賀 県 彦 根 市 生まれ。
2015年多摩美術大学グラフィッ
クデザイン学科卒業。資生堂クリ
エイティブ本部を経て2019年に
独立。東京TDC賞、JAGDA新人
賞、
日本パッケージデザイン大賞
銀賞、Pentawards Silver受賞。

道後公園

前にした時にとっておいて、告知物としては「綺麗、美しい」
「元気になった」
「明るい気分にな
る」
まずはそんな感想で良いのです。
そうした感想を抱くこともまた「いきるよろこび」
であって、
町中の様々な場所で「いきるよろこび」
の入り口に誰しもが平等に立てることが重要なのです。
そうした気持ちが醸成されて芸術祭に足を運ぶという意味では、気持ちを作るための告知物と
いう立ち位置になります。色と形、最もシンプルな構成要素によって表現されたポスターは、一
度見たら記憶にしっかりと刻まれるでしょう。
いつでも思い出せて、
コミュニケーションが取れる
ことも大切なのです。

4

5

国の内外で活躍するアーティストが、
「いきるよろこび」
をテーマに、個性的で感性豊かなアート作品を、期間中常設展示します。

道後温泉本館や道後温泉駅周辺など、観光客にとってアクセ
スしやすい主要な観光スポットを中心に展開します。

熱景／NETSU-KEI
大竹伸朗

［作家選定の考え方］

［設置場所の考え方］

既存展示作品

オンセナートコレクション

オンセナートコレクション

年齢や性別を問わず、国内外で幅広い展示実績をもつ作家をセレクトし、
場所の特性に応じた作品つくりを心がけています。

【2021年度より展示中のアーティスト】
（五十音順）
❶大竹伸朗（おおたけ しんろう）/ ❷尾野光子（おの みつこ）/ ❸隅川雄二（すみかわ ゆうじ）/ ❹蜷川実花（にながわ みか）
【道後オンセナート2022から参加のアーティスト】
（五十音順）
❺市原えつこ（いちはら えつこ）/ ❻Adrian Steckeweh（エイドリアン・シュテッケヴェー）/ ❼oblaat（おぶらーと）/ ❽TIDE（たいど）
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❼髙橋匡太（たかはし きょうた）/ ❾谷川俊太郎（たにかわ しゅんたろう）/ ●力石
咲（ちからいし さき）

道後hakuro
Dōgo hakuro

CHAHARU 離れ 道後夢蔵
CHAHARU-Hanare
Dogo Yumekura
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© Shinro Ohtake / dogo2021
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道後温泉本館の後期保存修理工事の期間中、建屋をすっぽり覆うテント膜を、愛媛県宇和島市を拠点に創作活動を行
7
10

道後温泉旅館協同組合
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う画家の大竹伸朗さんが作品化。自家製色紙を指でちぎった「ちぎり絵」の手法で表現された５枚の原画を、約25倍で
ターポリン素材に高精細プリントしました。職人的技術の粋を集め、紙を破った紙繊維の断面や筆のハケ跡、重ねられた
色の奥行きまで生々しく残るなど、エッジがシャープで色鮮やかに再現されています。本作品は大竹さんにとって、最大の
パブリック作品です。
テーマは水・熱・光、
また人や街の生み出すあらゆる
「エネルギー」。温泉には地中から天界へと通じる宇宙的イメージが
あり、道後に湧き続ける
「湯」のイメージから色と形を通して尽きぬエネルギーを表現しました。

［展示期間］2021年12月17日(金)〜2024年12月(予定)

※工事の進捗により、変更します。

［展示場所］道後温泉本館

大竹伸朗 （おおたけ しんろう）
1955年東京生まれ。1980年代初頭より国内外で作品発表を開始。1988年に制作拠点を愛媛県宇和島市に
移し、絵画を中心に音や写真、映像を取り込んだ立体作品、エッセイ、絵本など多彩な作品を展開。
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2014年、国内外4カ所で行われた展覧会の功績により芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。2022年2月ハワイ・ト
リエンナーレに参加、東京国立近代美術館にて個展開催予定。

Photo by shoko
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オンセナートコレクション

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉中庭インスタレーション

道後温泉五如団子

蜷川実花

隅川雄二

既存展示作品

既存展示作品

オンセナートコレクション

©yuji sumikawa / dogo2021

道後温泉本館の東側広場の
「振鷺亭（しんろてい）」
には、松山市在住のテクニカルイラストレーター隅川雄二さんが道後温泉の歴史絵巻を
テーマに制作した
「道後温泉五如団子（どうごおんせんごしきだんご）」
を展開。工事の情報を発信するほか、隅川さんのだまし絵の技法を生か
したイラスト作品はユニークなフォトブースしてもお楽しみいただけます。

道後温泉五如団子(どうごおんせんごしきだんご)
様々な色の顔を持つ、
あるがままの道後温泉を5色の団子に例えた、
5つの作品の総称です。

●道後温泉本館保存修理工事一目図屏風(いちもくずびょうぶ)

屏風パネルは､隅川さんが､保存修理工事の状況をオリジナルのイラストや写真で分かりやすく解説しています。
保存修理工事の進捗に合わせて､更新します｡

●道後温泉 つもりの愉(ゆ)

保存修理工事で現在は入浴できない本館「神の湯」
の浴室をイメージして､再現した作品です｡
撮影パネルを使い､実際に入浴しているような写真を撮影できます。

●道後温泉変遷之図譜 (へんせんのずふ)

道後温泉の様子が描かれた絵図を時系列に並べ､歴史絵巻のように見せた図譜です。
合わせて､「新・道後温泉界隈之繪圖」(かいわいのえず)も見られます。
※「道後オンセナート2014」
で､隅川さんが描き下ろした作品です。
©mika ninagawa,Courtesy of Tomio Koyama Gallery / dogo2021

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉中庭の｢ハダカヒロバ」に､約230点の花の写真を設置。蜷川さん初となる､屋外の床面にも
写真を用いた大規模なインスタレーションです｡また､2種類のオリジナル提灯で広場を装飾し､昼夜で異なる雰囲気を
お楽しみいただけます。
※作品略称｢飛鳥乃湯泉インスタレーション」
［ ハダカヒロバとは ］
｢こころもからだもハダカになって､道後温泉を楽しもう！」
をキャッチコピーに､さまざまなイベントやパフォーマンスを組み合わせ､道後に活力と交
流を生み出す広場です。

●令和乃道後温泉鳥瞰絵図 (れいわのどうごおんせんちょうかんえず)

本館の1〜3階の保存修理完了後の完成予想図をそれぞれ描いています。
覗き穴から見ると､全ての絵が重なって1枚の絵になる立体絵図です｡
モチーフは､隅川さんが制作した
「現代版・道後温泉絵図」
で､飛鳥乃湯泉2階大広間に展示しています。

●振鷺亭 足湯の寄合(しんろてい あしゆのよりあい)

振鷺亭の屋根に足湯をしつらえ､白鷺が扮する現場監督から､説明を受けながら､保存修理工事を見守っている､
伊佐庭如矢や､正岡子規、
聖徳太子、
夏目漱石など､道後や松山にゆかりのある人物たちの様子が描かれています｡
3Dアートで､「道後温泉 空の散歩道」
から見ると立体的に見えます。

［展示期間］2021年10月27日(水)〜2024年2月29日(木)
［展示期間］2021年10月27日(水)〜2024年2月29日(木)

［展示場所］振鷺亭（しんろてい)

［展示場所］道後温泉別館 飛鳥乃湯泉中庭
隅川雄二
蜷川実花

（にながわ みか）

写真家、映画監督。木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。映画「さくらん」
（ 2007）､「ヘルタースケルター」
（ 2012）､
「Diner ダイナー」
（2019）、
「人間失格 太宰治と３人の女たち」
（2019）監督。
Netflixオリジナルドラマ
「FOLLOWERS」
が世界190ヵ国で配信中。映像作品も多く手がける。
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（すみかわ ゆうじ）

愛媛県松山市生まれ、在住。UP2U（up to you）主宰。頭の中の見えないイメージを2次元化、
あるいは3次元化するイ
メージビルダー。
テクニカルイラストレーターとして出発し、
その後トリックアートや鳥瞰図、
モニュメントやオブジェなども手
がける。
「道後オンセナート2014」
で制作した道後周辺の様子が描かれた
「新・道後温泉絵図」
や、飛鳥乃湯泉2階大広
間に展示中の
「現代版 道後温泉絵図」
を手掛けるなど道後にも多くの作品を残す。
とべ動物園内の3Dアートや
「サイク
リングしまなみ」
の一連のポスターなどが最近の作品。
9

オンセナートコレクション

オリジナルARコンテンツ
本館で遊ぶAR「WARM UP DOGO」
どこでも笑顔で遊ぶAR「ONSEN SMILE」

神縁ポータル

しん

新規展示作品

既存展示作品

オンセナートコレクション

えん

市原えつこ

尾野光子

プロジェクトロゴ

「神縁ポータル」設計途中の3D設計イメージ／3D設計：内海皓平（銭湯山車巡行部）
※最終案ではありません

［ 作品構想 ］
テクノロジーを使いながら、見えない、形のない人の「思い」や「考え」
などを動かす作品で知られる作家が、縁結び、
コネ
クション、見えない力、祝祭、セレブレーションなどのキーワードをもとに、道後のまちの魅力を再編集。道後に訪れた人
がまず立ち寄る観光案内所を起点に、旅人を誘うような仕掛けを作り出します。道後温泉地区内をテクノロジーでつな
ぎ、
ひとびとの交流を深化させていきます。
道後の神縁・開運スポットへの道筋を示す【神縁ポータル】
を観光案内所に設置。
デジタル工作された絵馬や提灯など
本館で遊ぶAR「WARM UP DOGO」
保存修理工事中の道後温泉本館の新たな顔となる､又新殿・霊の湯棟を背景に､スマートフォンなどでInstagramを起動させ､リアルの景
色とバーチャルの踊りながら湧き上がるキャラクターが混ざり合う､写真や動画を撮影することができる､熱気溢れるARフィルターです。
●コンセプト
道後地区の地熱作りに専念する愉快な生き物が、道後温泉本館の又新殿・霊の湯棟付近で大量発生します。小林一毅さんがデザインした
自由自在に変化するキャラクターをベースに、道後温泉本館から溢れ出る熱気をイメージしたAR作品をぜひ現地に訪れていただき､リアル
の風景と一緒に楽しんでください。

［展示場所］振鷺亭（しんろてい)
どこでも笑顔で遊ぶAR「ONSEN SMILE」

が吊られ、近未来感を醸し出します。ポータルでは、
アーティストが独自に編集したおみくじのような神縁スポット案内（神
縁チケット）がプリントされ、旅人にお告げのように配布されます。
ひみつジャナイ基地で【あなたにとっての神縁スポット】
をマップにプロットすると神縁ポータル・メンバーになることができ、アーティストが独自に制作した道後のディープなス
ポット情報（紙版）
を受け取ることができます。集まった情報は、神縁チケットのソースとして活用され、
まるで道後という
土地をめぐるお湯のように循環していきます。
ポータルの屋台の設計・造形は、失われゆく銭湯文化を山車として復活させる建築集団「銭湯山車巡行部（栗生はるか
＋三文字昌也＋内海皓平＋村田勇気）」が木材加工サービス
「EMARF」
を活用して
「現代の極楽浄土」
をテーマに造
形。神縁スポット選定の監修・開運アドバイスは女性たちから絶大な共感を集める占い師・ルーシー・グリーンが担当。
神縁チケットの導きのままに道後をめぐることでコロナ禍の日常厄を払い、
自然に開運する福々しい装置を目指します。

多様な顔で組み合わされるシンボルマークと一体となった、写真や動画が撮影できるオリジナルの顔写真ARフィルター。
道後温泉以外でもいつでもどこでも楽しめます。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

●コンセプト

［展示場所］道後観光案内所、ひみつジャナイ基地

顔が泡になったらどんなふうに見えるの？自由自在に変化するキャラクターと一体となり、
「ぷくぷくと動く」
自分の様子に思わず笑顔になって
しまうAR作品。家族や友人と一緒に遊ぶと、違う個性の動き方も体験できます。世界中どこでも参加できるので、みんなの笑顔で道後から
世界を温めましょう。

［展示期間］2021年10月27日(水)〜2024年2月29日(木)

市原えつこ （いちはら えつこ）
メディア・アーティスト。
自分の空想上のアイデアを発明品にして、世の中に投げかける活動を行う、妄想インベ

尾野光子

（おの みつこ）

ンター。1988年生まれ。早稲田大学卒業。
日本的な文化・習慣・信仰を独自の観点で読み解き、
テクノロジー
を用いて新しい切り口を示す作品を制作する。美術の文脈に依らず広く楽しめる作品性と日本文化に対する

マルチメディアデザイナー、Facebook公式ARパートナー。
フィリピン出身、大阪在住。不気味でありながら独特のかわ

独特のデザインから、世界中の多様なメディアに取り上げられている。第20回文化庁メディア芸術祭優秀賞。

いさのあるオリジナルARフィルターが世界中のユーザーに愛用されている。人気作品は、300万回以上シェアされ、閲

2018年にアルス・エレクトロニカ賞でオノラリー・メンション受賞。

覧数が2億回を突破。
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オンセナートコレクション

あいだのお湯

おそいおそいおそい詩

Adrian Steckeweh（エイドリアン・シュテッケヴェー）

髙橋匡太 ＋ oblaat

新規展示作品

新規展示作品

オンセナートコレクション

※作品イメージ

［ 作品構想 ］
光の作品をつくり出す髙橋匡太と詩人のグループoblaatの協働プロジェクト。夜、大きな駐車場タワー壁面に浮かぶ
「光るひともじ」
を数日ごとにゆっくりと変えていき、すべてがつながりひとつの詩となる“おそく”読む詩を登場させます。
言葉のまちの夜の風景を文学的に変容させます。
※作品イメージ

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］チュリス松山・駐車場タワー壁面
髙橋匡太

（たかはし きょうた）

1970年京都生まれ。1995年京都市立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。光や映像によるパブリックプロ

［ 作品構想 ］

ジェクション、
インスタレーション、
パフォーマンス公演など幅広く国内外で活動を行っている。京都市京セラ美術館、

湯は、文化をつなぐために必要であり、湯の存在によって地域とその風情が作り出されてきたといえます。
「あいだのお
湯」は、私たちの間に漂う雰囲気や友人と共有する感情、心に留める思い出などを、お湯のさざ波のイメージに投影して
います。
それらを視覚化したインタラクティブなビデオインスタレーションを開発しました。

東京駅、十和田市現代美術館など建築物へのライティングプロジェクトは、
ダイナミックで造形的な光の作品を創り
出す。多くの人とともに作る
「夢のたね」、
「ひかりの実」、
「ひかりの花畑」
など大規模な参加型アートプロジェクトも数
多く手掛けている。

oblaat （オブラート）
2010年結成。oblaatは、詩を本の外にひらいていく詩人の集まりです。 道後オンセナート2022における
「おそいおそい

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

おそい詩」には、河野聡子、高塚謙太郎、中家菜津子、夏野 雨、山田亮太、則武 弥、松田朋春が参加します。

［展示場所］今治屋・北側窓

Adrian Steckeweh

（エイドリアン・シュテッケヴェー）

建築家・CGI（Computer Generated Imagery）
アーティスト。
1987年生まれ。
ドイツ出身。東京都在住。
Omega Centauri（オメガ・センタウリ）の作家名で仮想現実と現実の狭間で実験を試みながらInstagram
エフェクトやグラフィックなども制作する。
Instagramのアカウント名は「＠omega.c」
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河野聡子

高塚謙太郎

（こうの さとこ）

（たかつか けんたろう）

詩人、書評家。
ヴァー
バル・アート・ユニット
TOLTA代表。詩集に
『時計一族』
（思潮社）
『やねとふね』
（マイナ
ビ出版）
『 地上で起き
た出来事はぜんぶこ
こからみている』
（い
ぬのせなか座）

詩集『さよならニッポ
ン』
『カメリアジャポニ
カ』
『ハポン絹莢』
（以
上思潮社）、
『 sound
＆color』
『量』
（以上七
月堂）
2020年H氏賞

中家菜津子

（なかいえなつこ）

夏野 雨

（なつの あめ）

第一回詩歌トライアスロン 詩 人 。福 岡 県 飯 塚 市
グランプリ/著書 新鋭短 出身。詩集「明け方の
歌シリーズ『うずく、まる』 狙 撃 手 」
（ 思 潮 社 ）で
（書肆侃侃房）/文學界な 福 岡 市 文 学 賞・福 岡
どに寄稿/カニエ・ナハと 県詩人賞受賞。ポエト
の同人紙『却却』毎月発 リーフェス
「福岡ポエイ
行中/作品展示 旭川文学 チ 」主 宰（ 2 0 1 2 年
資 料 館 / T w i t t e r ・ -2017年・リノベーショ
Facebook・中家菜津子
ンミュージアム冷泉荘）

撮影：深堀瑞穂

＜デザイン＞

＜ディレクション＞

（やまだ りょうた）

（のりたけ わたる）

（まつだともはる）

詩人。詩集に『ジャイ
アントフィールド』
（思
潮社）
『オバマ・グーグ
ル』
（ 思潮社、第五〇
回小熊秀雄賞）
『誕
生祭』
（七月堂）

デザイナー。主なデザイ
ン、活動などにUDCK 、
AGC StudioのVI、瀬
戸焼、奥出雲たたらの
ブランディング、JAPAN
WOOD DESIGNロゴ
等。
「oblaat」
「典型プロ
ジェクト」
「東京ピクニッ
ククラブ」
で活動。

詩人。プランナー。詩集に
『わたしの犬 退 治 』
（新風
舎）
『エアリアル』
（ポエム
ピース）
『感情的』
（私家版）。
共著に『ワークショップ』
『シ
ビックプライド 』
（宣伝会
議）。
「みんなの道後温泉 活
性化プロジェクト」総合ディ
レクター。oblaat世話人。

山田亮太

則武 弥

松田朋春
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オンセナートコレクション

SPRING

くるくるミラクル

TIDE

谷川俊太郎

新規展示作品

新規展示作品

オンセナートコレクション

【参考】電光掲示板式のモニタ

最新詩が1行一文字ごとに 現れ、流れ消えていく

※作品イメージ

※作品イメージ

［ 作品構想 ］
普段はペインティングの世界のなかで生き生きとした姿を見せる作家の代表的アイコンであるCATが、突如、道後の湯
の中から現れるという架空のものがたりを想像させるように、道後商店街の入口にある
「放生園」の足湯に出没。顔を
半分湯につけて、いたずらっぽくこちらを見ながら、通りを行く人の視線を誘います。
また、作家初の試みとなるミューラル（壁画）作品も登場予定（展示場所：寿美屋）。詳しくはぜひ現地でご覧ください。

［ 作品構想 ］
「いきるよろこび」
というテーマを受けて谷川俊太郎さんが書き下ろした最新詩「くるくるミラクル」
を、電光掲示板式のモ
ニタ
（コミュニケーションデバイス
「mui」）で展示します。展示場所は道後公園・湯築城跡の武家屋敷２。道後エリア全体
を回遊しながら道後の歴史と向き合い、
ことばをひとつひとつ噛み締め、長くゆるやかに流れる時間を感じていただきた
いと思います。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］放生園、寿美屋

TIDE

（タイド）

ペインター。
1984年まれ。現在は東京を拠点に活動をしている。20代前半に滞在していたオーストラリアで漫画家・歴史
家の水木しげる氏の作品に出会い、独学で絵を描き始める。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］道後公園（湯築城跡） 武家屋敷２

谷川俊太郎 （たにかわ しゅんたろう）
詩人。1931年東京生まれ。都立豊多摩高校卒。1952年第一詩集『二十億光年の孤独』出版。以後、詩、
エッ
セー、脚本、翻訳などの分野で文筆を業として今日にいたる。詩集に
『21』
『落首九十九』
『ことば あそびうた』
『定義』
『みみをすます』
『日々の地図』
『はだか』
『世間知ラズ』
『minimal』
など、
エッセー集に
『散文』
『ひとり暮

2009年に東京に戻り、
アーティストとしての活動を本格的にスタート。一貫してモノクロームの世界を描き続け

らし』、絵本に
『わたし』
『ともだち』
『もこもこもこ』
など。息子で音楽家の谷川賢作との共演にCD「クレーの天

ている。

使」
「家族の肖像」
など。近刊は
『バウムクーヘン』
『あたしとあなた』
『ベージュ』
など。2010年よりoblaatの同人
としても活動。
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撮影：深堀瑞穂
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新規展示作品

オンセナートコレクション

道後温泉系
力石 咲

※作品イメージ

［ 作品構想 ］
編まれたものがほどけたり、
また編まれる。一本の糸の姿が変容していくという編み物の特性は、人の生きる姿や自然現
象など世の中のあらゆる事象に通じると語る作者が、
その変容性を活用して道後温泉の成り立ちをジオラマで表現。
編み物の素材は地元から提供されるタオル800枚を使用し、紐状に加工する工程も地域の方々にご協力いただきます。
また、ほどいて編み直すようなパフォーマンスを現地で行います。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］道後温泉 第４分湯場

力石 咲 （ちからいし さき）
1982年埼玉生まれ。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科卒業。編むという手法で、場所の
ネットワークにまつわるインスタレーション作品を制作している。亡くなった母に幼少時に教わった
編み物を、人と繋がる手がかりとして作品制作に取り入れる。縄文時代から続く生活用品を作る
ための技術である編み物に、つながりを作る技術という新しい価値を見出すとともに、様々な場
所や人とのつながりを希求するようになる。
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道後のまちを一冊の詩集に見立て、俳人やアーティスト、詩人やクリエイターなど15組の、多様な参加者が「いきるよろこび」
をテーマに、
それぞ
れに思いを込めて選んだ言葉を路地裏、坂道、駐車場や建物の壁面などに展示する、文学のまちならではの散策を楽しんでもらうプログラム
です。道後温泉の隠れた魅力が感じられる場所で、風景と一緒に言葉を読み、
それぞれの言葉から
「いきるよろこび」
というテーマに向き合い、

新規展示作品

マチコトバ

マチコトバ

上人坂
夏井いつき

ゆっくりとしたまち巡りを楽しんでいただきます。

［設置場所の考え方］

［作家選定の考え方］

ことばを含む風景そのものを作品として見立てられるような場
を道後地区内からセレクト。あえて駐車場や屋根の裏側など、
人が見落としがちで、立ち寄ることの少ない場も選んでいます。

幅広いジャンルからの参画を促すプログラムとして、詩人やミュージシャンはも
とより、2021年度に行った
「関係人口サミット」
や
「クリエイティブステイ」
などか
ら、特に執筆業や編集など実績あるクリエイターに参加依頼を行いました。

【参加アーティスト・クリエイター】
オリジナル作品 自身の著作の中から選んだことばを展示
❶ 夏井いつき： 上人坂に伊月庵を構え、現代を生きる道後ゆかりの俳人が四季折々のことばを綴る。
❷ SUPER BEAVER ： 若い世代に強い影響をもつミュージシャンのことばを展示。
人に手向けたい手渡したいと感じる詩など、海外のことばから、松山ゆかりの人のことばまで多様に選び展示

選詩・選文作品 クリエイティブステイ参加クリエイター、関係人口サミット参加クリエイターおよび松山市在住クリエイター：13名

10
11
12
❸石川直樹 / ❹浦島茂世 / ❺江六前一郎 / ❻小野美由紀 / ❼カニエ・ナハ / ❽きたむらけんじ / ❾日下慶太
（ケイタタ）/ ●指出一正
/ ●永本冬森
/ ●野口あや子
13
14
15
●三浦亜美
/ ●桃江メロン
/ ●山澤香奈
道後hakuro
Dōgo hakuro

14

2

15
5

上人坂

7 11
13

2
4

CHAHARU 離れ 道後夢蔵
CHAHARU-Hanare
Dogo Yumekura

2

※作品イメージ

［ 作品構想 ］

6

鏡面仕上げの句碑を立て、夏井いつきさんの俳句を展示します。俳句は、2022年1月に発売された新作句集『伊月集

15

15
2

1
9
道後温泉旅館協同組合

1

1

1

1
8

鶴』

から、春夏秋冬の句を、
それぞれ5句厳選し、上人坂周辺5ヵ所で季節ごとに展示替えを行います。平成30年6月、道後湯月

2

町上人坂（しょうにんざか）
に句会場「伊月庵（いげつあん）」
を構えるとともに、
ひみつジャナイ基地で「句会ライブ」
を開催
するなど、道後に深く関わる夏井いつきさん。上人坂にある
「花の区坂（正岡子規の俳句で構成）」
シリーズに、現代を生きる

3

俳人の句を加え、
ことばの文化に触れ合う場所、歴史を繋ぐ場所として上人坂の魅力を高めていきます。
●第1弾（春）4月28日〜 / 第2弾（夏）6月 / 第3弾（秋）9月 / 第4弾（冬）12月

12
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［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］上人坂

夏井いつき （なつい いつき）
俳人。1957 年愛媛県南宇和郡愛南町（旧内海村）生まれ。松山市在住。8年間の中学校国語教諭の後、俳人へ転

10

身。
「第8回俳壇賞」受賞。俳句集団「いつき組」組長。俳句の授業「句会ライブ」、
「俳句甲子園」
の創設に携わり、

2

TBS系「プレバト!!」俳句コーナー出演などテレビ・ラジオでも活躍。松山市公式俳句サイト
「俳句ポスト365」選者。
2

18

2015年より初代俳都松山大使。第44回放送文化基金賞（個人）、2021年第72回日本放送文化賞。第4回種田山
頭火賞。句集『伊月集 鶴』
（朝日出版社）、
『夏井いつき、俳句を旅する』
（悟空出版）、
など著書多数。
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マチコトバ

タイトル未定

石川直樹

SUPER BEAVER

新規展示作品

新規展示作品

マチコトバ

［ 選定作品 ］
「海底の修羅」
（ 石牟礼道子『石牟礼道子全詩集』
（ 石風社）
より）
［ 選定理由 ］
「海底の修羅」
を噛みしめながら読むと、石牟礼さんが、強くたおやかな鯨のように思えてくる。
あるいは、海そのものといってもいいだろうか。海に溶けてゆく鯨、
それがこの詩に対するぼくのイメージだ。
こんなにも揺さぶられる詩を残してくれた石牟礼さんに、心から感謝の念を捧げたい。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］宝厳寺から伊佐爾波神社への遊歩道

石川直樹 （いしかわ なおき）

写真家。1977年東京生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。辺境から都市まであらゆる場所
※作品イメージ

を旅しながら、作品を発表し続けている。2010年『CORONA』
（青土社）
で土門拳賞、2020年『まれびと』
（小学館）、
『EVEREST』
（CCCメディアハウス）
で日本写真協会賞作家賞を受賞。開高健ノンフィクション賞を受賞した
『最後の冒
険家』
ほか著書多数。最新刊に
『STREETS ARE MINE』
（大和書房）
など。

［ 作品構想 ］
若い世代に絶大な人気を誇るミュージシャンであり、聴く人に気付きを与え、共感を呼ぶメッセージ性の強い歌詞が多
くのファンを魅了しているSUPER BEAVER。2022年2月23日に発売された最新アルバム
「東京」
も含め、
自身の楽曲か

マチコトバ

ど９カ所。道後のまち全体を巡りながら、
アーティストの思いを感じていただきます。作品の「あなた」
という言葉には、見

浦島茂世

ら歌詞を選定し、10作品を展開します。場所は放生園、道後商店街、椿坂、宝厳寺、大和屋本店、道後プリンスホテルな
るひとが語りかけられ、
自身と向き合い、
「いきるよろこび」
をかみしめていただきたいという思いが込められています。

［ 選定作品 ］
角田寿星「再会」

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］道後観光案内所前ロッカー、椿坂•大和屋別荘下、道後商店街・柱、椿の湯・入口、
大和屋本店・外生垣、宝厳寺・駐車場、宝厳寺・境内、道後プリンスホテル・足湯、
道後公園・休憩所屋根

SUPER BEAVER

（スーパービーバー）

渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(G)、上杉研太(B)、藤原“33 才”広明(Dr)の 4 人によって 2005年に

［ 選定理由 ］
言葉にならない強い感情を、
言葉にして人に伝えること。
それはとてつもなく大変で、莫大なエネルギーが必要なことだと思います。
「再会」
を初めてよんだとき、作者のこれまでの葛藤や道のりに思いを馳せました。
きっとこれまでに、
あきらめたことも少なくはないはず
です。
それでもじゅうぶんであり、
しあわせであるという作者の姿勢が 「生きるよろこび」
というテーマをいただいたときに真っ先に思い浮か
びました。
［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］椿の湯

北側壁面

東京で結成。2009 年 6 月に EPIC レコードジャパンよりシングル
「深呼吸」
でメジャーデビュー。
2011年に活動の場をメジャーからインディーズへと移し、年間100本以上のライブを実施。
2012年に自主レーベル I×L×P× RECORDS を立ち上げたのち、2013年にmurffin discs内
のロックレーベル[NOiD]とタッグを組んでの活動をスタートさせ、2018年4月には初の東京・日
本武道館ワンマンライブを開催し大成功のうちに終える。2020年には結成15周年を迎え、
Sony Music Recordsと約10年ぶりのメジャー再契約し、
その後もドラマやCMでの楽曲の使
用、最近では映画「東京リベンジャーズ」主題歌に
「名前を呼ぶよ」
が使用され話題に。2022年
2月23日(水)にはフルアルバム
『東京』
を発売し全国ホール・ツアーを開催。10月から12月に自身

浦島茂世 （うらしま もよ）
美術ライター。大学で美学美術史を専攻し、制作会社勤務を経てフリーランスに。時間を見つけては美術館やギャラ
リーへ足を運び、国内外の旅行先でも美術館を訪ね歩く。著書に
『東京のちいさな美術館めぐり』、
『企画展だけじゃ
もったいない 日本の美術館めぐり』
『猫と藤田嗣治』
など。文化庁文化審議会博物館部会委員を務めるほか、講演や
カルチャーセンターでの美術講座講師など、美術の楽しさを伝える活動を精力的に行っている。

最大規模となる4都市8公演のアリーナツアーも控えており、今最も勢いのあるロックバンド。

20
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マチコトバ

江六前一郎

カニエ・ナハ

［ 選定作品 ］

［ 選定作品 ］

「契りの果て」
（シャルル・ボードレール ／杉本秀太郎 訳『悪の華』
（ 彌生書房）
より）

大森靖子「アナログシンコペーション」
NexTone

［ 選定理由 ］

PB000052442号

［ 選定理由 ］

住民でも出身者でもない、
その土地と関係が深い人々のことを
「関係人口」
と呼ぶそうです。昨年「道後温泉クリエイティブステイ」
で道後に滞在した僕も、
いわば関係人口の一人。今回、選者の依頼を受けたときは正直驚いたというのが本音なのですが、困り果てた時ふと思いました。
「そうか、
自分にとって
関係の深い人の詩を選んだらいいのか」
フランス文学者・杉本秀太郎先生は、僕が編集者として一緒に仕事をした中で、数少ない著名な作家です。17年間勤めた会社の社長・民輪めぐみ氏の
恩師でもあります
（つまり、恩師の恩師です）。
その杉本先生が遺した代表的な訳書がボードレールの
『悪の華』
です。
ある
「ふたり」
の情事を描写したこの詩は、直接的な表現がないからこそ、
かえってエロティックな情景を強く想起させます。
「いきるよろこび」
というテーマにこの詩を選んだのは、
「ふたり」
という単位に
「生」
を強く感じたからです。
それと同時に、
その世界を覗こうとする世界にも
また僕は
「生」
を感じてしまいます。
「いきるよろこび」
とは、
じつは人には話せない秘めたるものだと思うのです。

松山市出身の
「超歌手」大森靖子さんの楽曲の中でもっとも愛聴している曲の一節です。
「Hey Joy」
と
「平常」
が音で重ねられ、
「平常に生きてる」
ことが喜びそのものだとあらためて知らしめてくれます。

それと同時に
（それ以上に）、
「嫉妬してる／透明衝動／未来都市線／夜は飛行機雲みえない」
と畳みかける言葉や音の拍動とイメージの重畳、
そ
の逸脱の躍動こそが湧出する
「生きるよろこび」
の源泉なのだと、身体で浴びて浸かって、唇で辿って口游めば、
まじまじと体感することができます。
平常に生きることはつねに逸脱しつづけることでもある。逸脱する自己と他者と、逸脱しつづけながらも平常に併行に生き合うことの、各々のあまり
にも複雑な
「生きる」
という手仕事で奏で合うシンコペーション。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

［展示場所］松山市消防局松山市東消防署

［展示場所］ホテル古湧園 遥 ロビー ガラス面

江六前一郎

新規展示作品

新規展示作品

マチコトバ

（えろくまえ いちろう）

カニエ・ナハ

編集者・ライター。1977年千葉県生まれ。江六前（えろくまえ）は本名。岩手県一戸町の同名集落の
名に由来する。1997年、国立木更津工業高等専門学校卒業。2002年、編集プロダクション
「タミワオ

詩人。2010年「ユリイカの新人」
としてデビュー。 詩集『用意された食卓』
でエルスール財団新人賞、第21回中原中也

フィス」
に入社。歴史や芸術、旅をテーマにした雑誌の編纂に携わる。2012年から食の専門誌『料理

賞受賞。新聞や雑誌に詩、
エッセイ、書評等を寄稿するほか、本のデザインや手製本による詩集プロジェクト、朗読パ

王国』
を担当、副編集長も経験。国内外の一流レストランやシェフを取材、取材店舗はのべ350店に

フォーマンス、
アーティストとのコラボレーションを多数行っている。主な展示に
「MOTサテライト2017 春」
（東京都現

およぶ。2020年4月からフリー編集者に。愛媛県食材では媛っこ地鶏が好き。

代美術館）
「さいたま国際芸術祭2020」
「謳う建築」
（WHAT）
など。

マチコトバ

マチコトバ

小野美由紀

きたむらけんじ

［ 選定作品 ］

［ 選定作品 ］

「感動」
（アルチュール・ランボー／中原中也 訳『ランボオ詩集』
（ 岩波文庫）
より）

伊丹万作「子供ノ誕生日ニ」
［ 選定理由 ］
「道後温泉活性化プロジェクト／クリエイティブステイ」
では、県立松山東高校で同級生同士だった映画監督の伊丹十三さんと、作家・大江健三郎さん
の関係性を中心にリサーチを重ねました。
そのため、今回の
「マチコトバ」
もおふたりに由来する書物からと探しました。
この言葉は伊丹十三さんのお父さまで映画監督の伊丹万作さんが、息子・一三さん
（本名：池内義弘／別名：池内岳彦）
に宛てて書いた言葉。
病床に伏せっている父から、幼い我が子（伊丹十三）
へ向けたメッセージです。読んだ者に
「自分自身は命を立派に磨き上げているだろうか」
と問いか
けてきます。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

［展示場所］振鷺亭

［展示場所］宝厳寺 裏路地

小野美由紀
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公衆トイレ鏡面

（おの みゆき）

きたむらけんじ

小説家・SFプロトタイパー。1985年東京生まれ。著書に
『メゾン刻の湯』
（ポプラ社）
『人生に疲れたらス

劇作家、放送作家。劇団東京フェスティバル主宰。1973年生まれ。知的障害者を積極的に雇用する実在の企業をモ

ペイン巡礼』
（光文社）
『傷口から人生。
メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった』
（幻冬

デルに描いた
「幸福な職場」
（2009年）
は、2017年にテレビ朝日、
エイベックス・エンターテイメント、
クオーレの共催で

舎文庫）絵本『ひかりのりゅう』
（絵本塾出版）
など。”女性がセックス後に男性を食べないと妊娠できない

再演。2012年、東日本大震災後の福島県小名浜にある風俗街を舞台に描いた
「泡」
を上演。翌年、福島中央テレビ

世界になったら？”を描いた恋愛SF小説『ピュア』
は、早川書房のnoteに掲載直後から話題となり20万

主催で福島4都市ツアー公演を行う。沖縄基地問題、東京大空襲など社会的題材を人情喜劇のタッチで描くことに

PV超を獲得。執筆活動を続けながら、
SFプロトタイパーとしてWIRED主催の
「Sci-Fiプロトタイピング研

定評がある。放送作家としてラジオ番組「STEP ONE」
「JUMP OVER」
「ONE MORNING」
などを担当。
ドキュメンタ

究所」
の事業にも参加。
オンラインサロン
「書く私を育てるクリエイティブ・ライティングスクール」主催。

リー映画「わたしは分断を許さない」
では脚本を担当。
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マチコトバ

日下慶太 / ケイタタ

永本冬森

［ 選定作品 ］

新規展示作品

新規展示作品

マチコトバ

［ 選定作品 ］

ジャック・ケルアック／青山南 訳『オン・ザ・ロード』
（ 河出書房世界文学全集）
［ 選定理由 ］

植村直己『植村語録 植村さんがイノチかけてつかんだコトバ』
（ 植村直己冒険館）
［ 選定理由 ］

これは、
ぼくの人生の角度を変えた本。
これを読んでユーラシア横断の旅に出た。初めて読んでから20年以上も経つけど、今もそのス
ピリットは体内に刻まれていて、体が路上へ出ようとする。

冒険家・植村直己を知らない世代へ向けて、
この言葉を選びました。
大きな夢をもつことが素晴らしいとか、夢の大小を言ってるのではなく、
あなたが生きる道はあなたが決めていいのだと、植村さんが力
強く後押ししてくれる言葉だからです。

生きるというか、
ただ死んでないだけで毎日をただ送っていると、
ケルアックが襟首掴んで殴ってくれる。
ぼんやりするな、生きろ！生かさ
れている喜びを感じろ！ビートを感じろ！と。内なるエネルギーを感じて踊らなきゃ。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

［展示場所］山澤商店 入口 壁面

［展示場所］ホテル古湧園 遥 ロビー ガラス面

日下慶太 / ケイタタ

（くさか けいた）

永本冬森 （ながもと ともり）

コピーライター・写真家。1976年大阪生まれ、大阪在住。
コピーライターとして働きながら、
ケイタタ名義で、写真

現代美術家。和紙にボールペンで描く独特の作風が注目される。
デビューからおよそ20年に渡りカナダ、
アメリカを拠点

家、UFOを呼ぶためのバンド
「エンバーン」のリーダーとしても活動中。商店街のユニークなポスターを制作し町

に活動し、現在は山陰地方を拠点に、伝統的な手漉き和紙や建具の職人たちの協力のもと制作を続けている。定期的

おこしにつなげる
「商店街ポスター展」
の仕掛け人。著作に自伝的エッセイ
『迷子のコピーライター』
（イーストプレ

に個展を開催するほか、山崎まさよしデビュー20周年を記念した展覧会「音のない山崎まさよし」
をはじめ、異業種コラ

ス）、写真集『隙ある風景』
（ 私家版）。佐治敬三賞、
グッドデザイン賞、TCC最高新人賞、造本装幀コンクール日
本印刷業連合会会長賞ほか受賞多数。

ボレーションも多数。
日本での活動を記録したドキュメンタリー映画「Kinosaki Days」
（2019年）
は、
ミラノ国際映画祭
（2019年）
ロンドン国際映画監督祭（2020年）
でドキュメンタリー部門最優秀賞を受賞。

マチコトバ

マチコトバ

指出一正

野口あや子

［ 選定作品 ］
「湖」
（ 串田孫一『遠い鐘の音』
（ 筑摩書房）
より）
［ 選定理由 ］
「感情が直接に、
むき出しのまま表現されてはならない」。
これは串田孫一さんの詩論の一節。
山登りと魚釣りに魅せられたぼくは、串田さんの自然のなかに身を置いた文章が大好きで、
この
「湖」
はお気に入りの一編です。
魚はマスでしょうか。
いや、
もしかしたらウグイかフナかもしれません。泳ぐのを怠けています。
すべてが静かで、
ぼんやりとしている午後の湖。躍動とはまた異なり、
しみじみと感じるゆるい生の象徴と、安心した幸せがこの情景か
ら浮かんでくるのです。
うとうとしたくなりますね。

［ 選定作品 ］
馬場あき子『あかゑあをゑ』
（ 本阿弥書店）
［ 選定理由 ］
短歌界のトップリーダーの一人であり、能や古典にも大変造詣の深い馬場あき子さんの短歌。
道後に滞在した際、定年退職後の世代のパワフルさに触れ、
そうした方々が街を歩くとき、
この歌を読んでますます元気な気持ちになれるよう、
また若い世代には自分と違う世代への想いを馳せてもらえるように選びました。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)

［展示場所］道後公園 西側外堀

［展示場所］道後雑貨店・歩音

指出一正 （さしで かずまさ）

野口あや子

ビル壁面

（のぐち あやこ）

「ソトコト」編集長。島根県「しまコトアカデミー」
メイン講師、山形県小国町「白い森サスティナブルデ
ザインスクール」
メイン講師、奥大和地域誘客促進事業実行委員会、奈良県、吉野町、天川村、曽
爾村「MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館」
エリア横断キュレーターをはじめ、地域のプロジェ

歌人。1987年岐阜生まれ、名古屋在住。第一歌集『くびすじの欠片』
にて現代歌人協会賞を最

クトに多く携わる。内閣官房、総務省、国土交通省、農林水産省、環境省などの国の委員も務める。

年少受賞。歌集『夏にふれる』
『かなしき玩具譚』
『眠れる海』。岐阜新聞にて月一エッセイ
「身に

経済産業省「2025年大阪・関西万博日本館」
クリエイター。著書に
『ぼくらは地方で幸せを見つけ
る』
（ポプラ新書）。

24

あまるものたちへ」連載中。2019年11月号「小説新潮」
にて短編「ジュリアナ様」
で小説デビュー。
『ホスト万葉集』
では俵万智、小佐野彈とともに編者を務める。
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マチコトバ

三浦亜美

山澤香奈

［ 選定作品 ］

［ 選定作品 ］

「朝の祈り」
（ルイーズ・グリュック／野中美峰 訳『野生のアイリス』
（ KADOKAWA)より）

「伊予国風土記」
（『風土記／日本古典文学大系２』
（ 岩波書店）
より）

［ 選定理由 ］
詩を読むとなぜか優しい気持ちになれます。
とある詩人に
『詩は“ふきだし”なんだよ』
と教えてもらいました。
歳を重ね、意思決定の頻度と深度が、高く大きくなり、
ふっと疲れた時、
旅をしたり詩を読むと、
自分中心の“ふきだし”から離れられ、
その瞬間に生きていることを改めて実感します。
今回選定した、
朝の祈りという詩は、道後の朝の風景と、遠い異国の誰かさんの吹き出しが繋がるような、
そんな詩です。

新規展示作品

新規展示作品

マチコトバ

加藤惠一『道後の夜明け-伊佐庭翁ものがたり-』
（ 道後温泉旅館協同組合）
正岡子規『墨汁一滴』
（ 岩波文庫）
「愚見数則」
（ 夏目漱石『漱石全集第十六巻』
（ 岩波書店）
より）
早見和真 文／かのうかりん 絵『かなしきデブ猫ちゃん』
（ 愛媛新聞社）

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］ホテル古湧園 遥 ロビー ガラス面

三浦亜美 （みうら あみ）
起藝家・アーティスト。声楽専攻からバックパッカーを経て、複数の会社を経営。
その後、
ベンチャーキャ

［ 選定理由 ］
いずれも、松山・道後にゆかりのある人、作品から言葉を選びました。
ふとした時に思い出せるような、心にひっかかって在るような、
そんなことばを選んだつもりです。

ピタルに籍を置き、新しい価値を生む企業への投資とサポートを行う。伝統産業とビジネス、工学を融合

松山・道後という場所で、
この言葉たちをを見てくださった方が、
「言葉」
の生まれた背景や作品に思いを馳せてくださり、楽しんだり何か思ったり、
そんな

した”文化工学”を提唱し、株式会社ima(あいま)を2013年に立ち上げ、様々な伝統産業の継承をサ

時間をお届けできれば幸いです。

ポートすべく事業を行う。
また”起藝家”として、
自身の経験から感じた社会への疑問をアートで表現し、
起業家としてビジネスを通じ課題解決を行う。

マチコトバ

桃江メロン
［ 選定作品 ］
ドン・デリーロ／上岡伸雄 訳『ボディ・アーティスト』
（ 新潮社）
©2002 by Don DeLillo

［ 選定理由 ］
選んだテキストは、
ある夫婦の、朝の窓の外の景色である。
自然の中で生きる生物、朝日の中の自然そのものにも生命の輝きが感じられる。
この朝に続くのは夫の自殺。生命は、死の対極となって初めてその存在を顕す。
今、生きている私は気が付いた時にはすでに産まれており、人生は漠然と始まっていた。死を意識する瞬間、唐突に今まで生きていたことに、
まぬけ顔で
気付くはずだった。2020年初頭、地球は
「今、
まさに生きていること」
に覚醒した。

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］道後hakuro 入口 アプローチ天井面

桃江メロン （ももえ めろん）

［展示期間］2022年4月28日(木)〜2023年2月26日(日)
［展示場所］水口酒造株式会社
海舟

入口外壁

入口外壁

道後温泉駅前バス停
Bar TSUBAKI 外側 窓ガラス面

山澤香奈 （やまざわ かな）

プロデューサー・著述家。早稲田大学卒業後、渡米。
ＮＹのコロンビア大学大学院・映画学科で修士号取
得。在学中に脚本・監督した短編映画、数本が、全米とヨーロッパで開催された映画祭で、入賞上映される。
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2010年、小説「表参道EXIT A4」
でランダムハウス講談社新人賞受賞。現在は、海外からのアーティストの招

1983年愛媛県生まれ、愛媛県松山市在住。愛媛県立伯方高校在学中、第三回俳句甲子園に出場し優勝。現

聘、
日本のミュージシャンの海外ツアーなど、代官山のイベントスペース、
「晴れたら空に豆まいて」
を中心に、

在、子どもや学校の保護者向けの句会、月刊誌の編集、旅行者向けの俳句作り案内などを行う。NPO法人俳

音楽、映画、伝統芸能のイベントをプロデュース。

句甲子園実行委員会所属。現代俳句協会青年部、俳句集団いつき組組員。
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オープニングウィーク
［期間］2022年4月28日(木)〜5月8日(日)

開幕からゴールデンウィーク終了までの11日間、主にハダカヒロバ（飛鳥乃湯中庭）
を会場にしたパフォーマンスウィークを開催。

オープニングウィーク 出 演 予 定アーティスト

ハダカヒロバ秋まつり・ひかりの実・週末道後座
オープニングウィーク終了後は、秋、冬に特別なイベントを開催するとともに、
オンセナート後にも継承される道後温泉地区の賑わいづくりとして、
上人坂（宝厳寺内およびひみつジャナイ基地）
で、
あらかじめ登録されたアーティストが週末ごとにパフォーマンスを繰り広げる
「週末道後座」
を実
施します。

●オンセナートコレクションアーティスト
市原えつこ、力石 咲
●クリエイティブステイ参加アーティスト
カナールペキノワ
●地元アーティスト

ハダカヒロバ 秋まつり
［期間］2022年10月10日（月・祝日）〜2022年10月23日（日）
秋の盛り上がりを演出するハダカヒロバの特別週間です｡パフォーミングアーツを中心に構成します。
ハダカヒロバの芸術監督を務める劇団快快
（FAIFAI）
の野上絹代さんの監修で祝日と休日を中心に､ユニークなプログラムを上演します。

井上和久 / 覚醒チンドンネットワーク / Cream Emerald(クリームエメラルド)&千代田彦
芸妓連 / 近藤誠二とオヤジダンサーズ / 島のダンサー 木室陽一&顔文字
道化絵師MINE(マイン) / はちこ* / peu a peu(プアプ) / 本村洋子 with All Love Choir(クワイア)
rei*(レイ) / Lettermore Lads(レターモアラッズ)
和洋折衷PoP-Music-Band 【M-Cocktail】(エムカクテル)

ひかりの 実
［期間］2022年12月16日（金）〜2023年1月15日（日）
アーティスト、髙橋匡太さんが2014年から継続して道後公園で開催している
「ひかりの実」
の展示およびワークショップを今年も開催します。道後
の冬の風物詩として親しまれている
「ひかりの実」
が今年も道後公園に実ります。

オンライン座談会
参加アーティスト、
ディレクター、
まちの方々を交えた座談会の収録映像をYou Tubeにて公開。

「道後オンセナート2022」
の見どころのほか、地方で行われる芸術祭のことについて関係者が熱く語り合います。

週末道後座

動画配信（録画）

上人坂（宝厳寺およびひみつジャナイ基地）
において、道後温泉地区の週末の賑わいを創出します。

オープニングトーク
（座談会）
「 温泉×アート、次のかたち」

オンセナート後にも継承されるプログラムを目指し、パフォーマンスの上演を希望するアーティストの登録制度を設けるとともに、登録されたアー

［放

映］2022年4月28日
（木）〜2023年2月26日
（日） You Tubeにて

ティストらが主体的に文化芸術活動に取り組む仕組みを構築します。

［登壇者］アーティスト： 市原えつこ / Adrian Steckeweh（エイドリアン・シュテッケヴェー）/ 髙橋匡太 / 力石 咲
五十嵐太郎（東北大学大学院工学研究科・工学部教授／建築評論家）
栗栖良依（認定NPO法人スローレーベル理事長／アートプロデューサー）
二宮 敏（株式会社NINO 代表取締役）
山澤 満（道後温泉誇れるまちづくり推進協議会副会長、未来へつなぐ道後まちづくり実行委員）
［進

行］松田朋春 / 大田佳栄（スパイラル／株式会社ワコールアートセンター）

［ ハダカヒロバ芸術監督 ］

野上絹代（のがみ・きぬよ）
1982年東京生まれ。多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科卒業。
クラシックバレエ、高校から振付け活動を開始。大学在学中より同級生らとともに劇団小
指値（現：快快（FAIFAI））
を旗揚げ。以降、俳優・振付家として同団体の国内外における
活動のほとんどに参加。
ソロ活動では俳優・振付に加え演出力を武器に演劇／ダンス／
映像／ファッションショーなど幅広く活動。
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コラボレーションプログラム

運 営

「道後オンセナート2022」
では、主催団体である未来へつなぐ道後まちづくり実行委員会が推進するオンセナートコレクション、
マチコトバなどの

「道後オンセナート2022」
では、道後温泉地区全体で取り組んでいるSDGsへの貢献なども踏まえつつ、道後スタイルの「おもてなし」の構築に

常設展示、
イベントに加え、各種団体、旅館、商店街、企業などによる参加プログラムも推進します。

取り組みます。

2021年度に実施した「クリエイティブステイ公募プログラム」参加者をはじめとするアーティスト、
クリエイターからの提案と、地元事業者をはじめと

新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すことはもちろんのこと、特に道後温泉地区を起点としたショートトリップ等のご紹介（マイクロツー

する参加者の意向をマッチングし、多彩なプログラムを構成します。

リズム）
を通した楽しみ方の拡大、多様な個性（障がい）
をもつ人の芸術鑑賞を支援するアクセシビリティプログラムの開発などを通し、道後地
区のホスピタリティを高めていくことを目指します。

B E A M S 湯トートプロジェクト
コラボレーションプログラムの第１弾として、2014年の第１回道後オンセナートにも参加しているBEAMSによる
「湯トートプロジェクト」
を実施します。道後温泉地区の風情を高める演出の一環として、道後温泉地区のホテル・
旅館に宿泊されたお客様が浴衣姿での街歩きで湯かごをレンタルする際に、
ご希望される方へ「湯トート」
をお
渡しし、街歩きを楽しんでいただきます。
■素材:ナイロン / サイズ:H355mm×W440mm×D120mm(ハンドル:550mm)

※収納ポーチサイズ:H130mm×W950mm ナイロン製で水に強いため、
お風呂道具を入れて外湯巡りをお楽しみいただけます。
また、一体型の収納ポーチが付いており、収納できます。

マイクロツーリズム
2021年度に実施した「クリエイティブステイ公募プログラム」
に参加したアーティスト、
クリエイターのおすすめショートトリップを、道後オンセナート
2022公式ホームページなどで紹介していきます。
道後温泉を起点とした日帰り旅を中心にご紹介、道後から松山市内へ、中予、南予、東予へ、松山市および愛媛県の多様な魅力を楽しんでいた

［ 配布開始日 ］

第1弾 2022年4月28日（木）~ 配布予定数1,950個（各アーティスト975個）
第2弾 2022年10月10日（月・祝）〜 配布予定数1,950個（各アーティスト975個）※なくなり次第終了

だくともに、道後温泉を起終点とする旅の楽しさ、豊かさをご紹介していきます。

［ 配布場所 ］
道後温泉旅館協同組合加盟の旅館、ホテル

道後温泉の旅館組合加盟の旅館・ホテルの宿泊者を対象に、浴衣姿での街歩きで湯かごをレンタルする際に、
ご希望の方へプレゼント。

アクセシビリティプログラム

※最新の配布状況は、道後温泉旅館協同組合に確認してください。<道後温泉旅館協同組合> 電話番号 089-943-8342

東京オリンピック・パラリンピック開閉会式の演出チームにも参加し、障がい者の舞台参加をサポートした栗栖良依さんをディレクターに迎え、道

［ 参加アーティスト ］

Lee Izumida
絵描き

( リー イズミダ )

道後温泉と言えば白サギと椿の花。
私自身温泉街から車で5分ほどの実家で生ま
れ育ちました。
私にとって温泉と温泉街は身近であり心も体も
芯から温まる大好きな場所です。温泉街で持つ
のも勿論ですが、
自宅に帰っても持ち歩いて欲
しいです。
その時の大好きな思い出と一緒にお
出かけして、
「それはどこのバックなの？」がきっ
かけで誰かと道後温泉の話や温泉ってやっぱ
り最高だよね！って話をするきっかけになれば嬉
しいな。
そんな事を思いながら絵を描きました。
1986年、北海道生まれ。幼少期から絵を描き始める。
アメリカ留学時に絵を
学ぶ。2015年より東京に拠点を移し、2019年より本格的に絵描きとしての活
動をスタート。
アクリル画の作品を中心に、看板や宣伝美術、
ウィンドウに用
いられる絵や文字を描いている。
HP : https://izumidalee.com
instagram : @izumidalee
（https://www.instagram.com/izumidalee/?hl=ja）

LAZY PIZZA DELIVERY（レイジーピザデリバリー）
アーティスト / イラストレーター

道後温泉のシンボルマークの
「湯玉」
が卵
のようだったので、湯玉から産まれたキャ
ラクターを描きました。
名前はドーゴンと言います。
彼は温泉が好き(いうまでもなく)。
それと、
お風呂あがりは必ずあたまにバス
タオルを巻きます。
ドーゴンと楽しい温泉LIFEを過ごしてくだ
さい。

後温泉地区のおもてなしを担う事業者らとともに、知的障がいをお持ちの方に
「道後オンセナート2022」
を楽しんでいただくための鑑賞支援プロ
グラムを立案し、
テストツアーを試行します。
そこで得られた知見を道後温泉地区の今後のおもてなしに生かしていくことを想定しています。

栗栖良依（くりす よしえ）
［ 認定NPO法人スローレーベル理事長／アートプロデューサー ］
東京造形大学卒業後、
イタリアのドムスアカデミーにてビジネスデザイン修士号取得。
2010年に骨肉腫を発症、右下肢機能全廃に。翌年社会復帰を果たし、国内外で活躍するアーティスト

1996年生まれ。神奈川県横浜市出身。2017年からアーティスト活動開始。幼
少より勤しんできたダンスやアメリカンカルチャーから受けた影響を軸に可愛
らしさの中に、少しのネガティヴが加味されたキャラクター達を生み出す。
HP : https://lzypzzdlvry.thebase.in
Instagram : @lazypizzadelivery
（https://www.instagram.com/lazypizzadelivery/?hl=ja）

と障害者をつなぐ市民参加型ものづくり
「スローレーベル」
を設立。
2014年、17年、21年「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」総合ディレクター
2016年「リオ・パラリンピック」
ステージアドバイザー
2021年「東京パラリンピック」
ステージアドバイザー

■協力団体
社会福祉法人来島会（20施設52事業）

■株式会社ビームスについて
1976年、東京・原宿に1号店をオープン。
ファッションとライフスタイルにまつわるあらゆる物を世界中から仕入れ提案するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきまし
た。
コラボレーションを通じて新たな価値を生み出す企画集団としても豊富な実績を持ち、
ファッションの領域を大きく超えて様々なジャンルでクリエイティブなソリューションを
提供しています。
日本とアジア地域に約170店舗を展開し、世代を超え多くの人に支持されています。
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道後におけるアートまちづくりの経緯
道後オンセナートとは
道後温泉本館が改築120周年の大還暦を迎えたことを記念して開催された「道後オンセナート2014」。温泉という地域資源、松山市の温暖な
気候、都市部の狭いエリアに密集している便利さに
「アート」
という新しい魅力が組み合わさり、多くの観光客や市民で道後がにぎわいました。
この取り組みは、
「蜷川実花×道後温泉 道後アート2015」、
「山口晃×道後温泉 道後アート2016」
に引き継がれ、2017年9月より18カ月間に
わたる
「道後オンセナート2018」
が開催。
その後も
「日比野克彦×道後温泉 道後アート2019・2020「ひみつジャナイ基地プロジェクト」」
と取り
組みは続き、2022年４月28日からは４年ぶり３度目となる
「道後オンセナート2022」が開催されます。道後は継続したアート事業への取り組み
により、
「楽天トラベル」
の「ココロ潤う。おんな一人旅に人気の温泉地ランキング」
で2014年より5年連続1位を獲得し、道後温泉は女子旅の聖
地とも言われています。

受賞歴
2014年度
2018年度

アートプロジェクトとしての取り組みで「道後オンセナート2014」がグッドデザイン賞を受賞
松山らしいまちの景観づくりに大きな貢献を果たしている建物や屋外広告物、
まちなみ、

まちづくりの活動などについて顕彰する「まつやま景観賞」で「ひみつジャナイ基地」が、
審査員特別賞を受賞

2021年度 「ひみつジャナイ基地」がグッドデザイン賞を受賞

■道後オンセナート2014
［会期］2013年12月24日〜2014年12月31日
■蜷川実花×道後温泉 道後アート2015
［会期］2015年5月１日〜2016年２月29日
■山口晃×道後温泉 道後アート2016
［会期］2016年4月29日〜2017年8月31日

■道後オンセナート2018

［会期］2017年９月2日〜2019年2月28日

■日比野克彦×道後温泉

道後アート2019・2020「ひみつジャナイ基地プロジェクト」

［会期］2019年5月30日〜2021年2月28日
■道後オンセナート2022
［会期］2022年4月28日〜2023年2月26日
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