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Peter Barakan
建築

みかんぐみ
建築

MOOD ARCHITECTURE sprl
文学

山川健一＋草野真衣＋笠原伊織
音楽

湯川潮音

パフォーミング・アーツ

ricci/forte
写真

電子音楽

LOGIC SYSTEM［松武秀樹］

「Moving Distance：2579 枚の写真と 11 通の手紙 」では、
東日本大震災発生時、宮城県山元町で津波に流され
その後瓦礫の中から回収された写真の展示に加え
音楽・映像・食・デザイン・建築・詩・写真・パフォーマンス・演劇など
さまざまな分野で活動する作家が作品を発表します。
ここにある写真や作品の向こう側には
計り知れないほどの「記憶」や「物語」が存在しています。
それはまた、自分たちの「存在」や「記憶」について
考えるきっかけを提供してくれるでしょう。
私たちは自分という物語を、生きているのだから。
展 示プ ログラム ｜ 11 時 - 20 時（ 金・土 は21 時 迄 ）｜ 入 場 無 料
※作品は全て未発表の新作となります

記憶の壁

会場：アトリエイースト｜約2,000枚の写真を使用したインスタレーション作品。
構造設計：みかんぐみ

11 通の手紙

会場：アトリエウエスト｜記憶や存在をテーマに、A4 用紙に展開される
「手紙」。
参加作家：卯月妙子 / クロダミサト / 築地活字 & 湯川潮音 / 羊屋白玉 /
MOOD ARCHITECTURE sprl / 山川健一＋草野真衣＋笠原伊織 / ricci/forte /和合亮一

“after” 高橋栄樹

〈映像作品〉

（詩：和合亮一、
ナレーション：仲谷明香）

会場：アトリエウエストほか｜宮城県山元町で撮影された映像に
言葉や声などの要素が交差する新しい形のドキュメントでありアーカイブ。

“down memory lane” 橋本和昌

〈サウンド・インスタレーション〉

会場：アトリエウエスト｜3つのスピーカーから流れる音源が
無限に組合わされ、聴けば聴くほどに展開を続ける作品。

“Love Letter” クロダミサト

〈写真作品〉

写真家が捉えた”Moving Distance”をリアルタイムで発信。

Websiteで発表する作品です→http://www.movingdistance.net/loveletter/

詩

和合亮一
音楽
world's end girlfriend
Interdisciplinary Performing Arts Program

works based on two subjects, “photographs” and “letters”.
The photographs exhibited in this program are those that were
washed away by the tsunami in Yamamotocho in Miyagi Prefecture,
at the time of the Great East Japan Earthquake, gathered from the
debris and cleansed. Most of them have lost their original forms, but
kept an inestimable amount of “memory” and “stories”.
Exhibition Admission Free 11:00-20:00 (Fridays and Saturdays till 21:00)

A Wall of Memories Venue: Atelier East
An installation work using more than 2000 photographs.
structural design: MIKAN

11 Letters Venue:Atelier West
“A letter” unfolded on A4 paper with the themes “memory” and “presence”.
Participating Artists: Uzuki Taeko / Misato Kuroda / Tsukijikatsuji and Shione Yukawa /
Shirotama Hitsujiya / MOOD ARCHITECTURE sprl /
Kenichi Yamakawa+Mai Kusano+Iori Kasahara / ricci/forte / Ryoichi Wago

“after ”

[Visual Works]

by Eiki Takahashi
Poetry: Ryoichi Wago, Narration: Sayaka Nakaya
Venue:Atelier West etc
[Sound Installation]

by Kazumasa Hashimoto Venue: Atelier West

“Love Letter ”

[Photography works]

by Misato Kuroda
To be presented on the Website.
http://www.movingdistance.net/loveletter/

Performing Arts & Related Programs:
Hironao Ashida / GRINDER-MAN / SILENT POETS / Hiroshi Takano /
DRINK4TOHOKU / Sayaka Nakaya/Hair Stylistic [Masaya Nakahara] /
Peter Barakan / MIKAN / Kenichi Yamakawa+Mai Kusano+Iori Kasahara /
Lost＆Found Project / LOGIC SYSTEM [Hideki Matsutake] /
Ryoichi Wago / world’s end girlfriend

Venue: Tokyo Metropolitan Theater

“down memory lane ”

how do we convey our existence ?

architecture, poetry, performances and theatrical art will create

11:00-20:00 ( Fridays and Saturdays till 21:00) February 28, 2014 →March 16

creators who are active in the fields of music, visual art, food, design,

Organized by Tokyo Metropolitan Theatre (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), Toshima City Artistic direction by Michimoto Satoh

In “Moving Distance: 2579 Photographs and 11 Letters”, artists and

ライブ・パフォーマンスから︑食・哲学・写真・文学・建築・メディアまで

Lost&Found Project

私たちは自分の存在をどうやって伝えていくのか？

漫画

年 月 日﹇金﹈
↓ 月 日﹇日﹈ 時〜 時︵金・土は
東京芸術劇場 アトリエイースト︑アトリエウエストほか

芦田宏直

﹇主催﹈東京芸術劇場
︵公益財団法人東京都歴史文化財団︶︑豊島区 ﹇ディレクション﹈佐藤道元

横断的舞台芸術プログラム

哲学

※展示会場は、公演準備のため一時的に閉鎖する場合があります。
詳しくは、TwitterやFacebookなどのSNSをご覧になるかお問い合わせください。

パ フォーミング ・ アーツ / 関 連 プ ログラム
〈凡例〉日程｜開演時間｜ジャンル｜会場（E=アトリエイースト W=アトリエウエスト）
｜料金
〈オープニング・プログラム：ライブ&食〉

【音楽】Hair

2月28日［金］19:00-｜音楽・食｜E & W｜入場無料
Stylistic［中原昌也］ 【食】DRINK4TOHOKU

Hair Stylisticのライブと、DRINK4TOHOKUがセレクトする東北のドリンクとフードをお楽しみください。

〈トークセッション〉

3月1日［土］15:00-｜メディア｜E｜料金：¥1,000

Peter Barakan、佐々木俊尚「メディアの行方」

メディアはIPや国境を超え、本当のことを伝えるのか？メディアの最前線からの徹底討論。

〈トークセッション〉

3月2日［日］14:00-｜社会｜E｜無料

山川健一＋草野真衣＋笠原伊織、
ゲスト：竹内昌義(みかんぐみ)
「アノヒカラ・ジェネレーション」
3.11以降、僕たちはどこに向かっているのか？文学者と建築家は、今、何に向かっているのか？

〈ライブ〉

3月2日［日］19:30-｜音楽｜W｜前売¥2,500/当日¥3,000
高野 寛

デビュー 25周年を迎え、さらに 深みに切り込んで行く高野寛の音の世界。

〈トークセッション〉

3月8日［土］14:30-｜写真｜E｜無料

高橋宗正（Lost&Found Project）ゲスト有り

「写真」はいかに刺激的でありえるのか？現在を生きる写真家に訊く。

〈ライブ〉

3月8日［土］19:30-｜LIVE DUB MIX｜W｜前売¥2,500/当日¥3,000

SILENT POETS「DAWN（夜明け）」

遂に活動を再開したSILENT POETSの一夜限りのスペシャルライブ。

〈トーク〉

3月9日［日］13:00-｜哲学｜E｜料金：¥1,000

芦田宏直「ソーシャルメディアは、学校と社会をどう変えるのか？
̶教育再生実行会議の大学入試改革とTwitter」
現在、最も刺激的な論客が登場。芦田哲学の入門レクチャー。

〈朗読〉

3月9日［日］17:00-｜朗読｜W｜前売¥2,500/当日¥3,000

仲谷明香「交換」

テキスト：羊屋白玉（指輪ホテル）
終演後、
アーティスト・
トーク
〈仲谷明香＆高橋栄樹(映像作家)〉
〈ライブ&パフォーマンス〉

3月11日［火］20:00-｜音楽・ダンス｜W｜無料

world's end girlfriend “Song to the Siren”
GRINDER-MAN「よろこびの歌」
東日本大震災から3年目のこの日、響き渡るふたつの「歌」。

〈朗読〉

3月15日［土］15:00-｜朗読・文学｜E｜前売¥2,500/当日¥3,000

和合亮一 feat. 直江実樹「廃炉詩編」

3月15日［土］19:00-｜朗読・文学｜W｜前売¥2,500/当日¥3,000

和合亮一 feat. Hair Stylistic［中原昌也］
「詩の礫」
和合亮一の代表作に、ふたりの音楽家が激突。

〈ライブ〉

3月16日［日］18:00-｜電子音楽｜W｜前売¥2,500/当日¥3,000

LOGIC SYSTEM［松武秀樹］

シンセサイザーというフォーマットの可能性を常に更新し続ける、その現場に立ち会う。

※開場は各公演の開演の15分前となります。 ※混雑の際は、
前売チケットをお持ちでも立ち見にとなる場合があります。

For more information please visit the Website.

http://www.movingdistance.net

※無料プログラムは、
混雑の際にはご入場をお断りする場合もございます。

Kazumasa Hashimoto
Composer. Born in Tokyo in 1974. Produced
music for a film which won “Un Certain Regard” at the 61st Festival International du
Film de Cannes. Works varies from original
albums to commercial works, soundtrack,
and artist production.

Misato Kuroda Photographer. Born
in Mie in 1986. Won the Grand Prix of the
2009 New Cosmos of Photography.

学中『鏡の中のガラスの船』で、第 20 回群像新人文学賞優秀作受賞。ロッ

教授。草野真衣：1992 年生まれ、宮城県出身。屋久島おおぞら高等学校卒。

ク世代を代表する作家となる。現在、東北芸術工科大学文芸学科学科長 /

東北芸術工科大学文芸学科 山川ゼミ所属。 笠原伊織：1992 年生まれ、長
野県出身。宮城県古川高等学校卒。東北芸術工科大学文芸学科 山川ゼミ
所属。※草野、笠原が共に企画に関わる『アノヒカラ・ジェネレーション

Kenichi Yamakawa+

山川健一：作家。1953 年生まれ、千葉県出身。早稲田大学商学部卒業。在

Mai Kusano + Iori Kasahara

MOOD ARCHITECTURE sprl
Architectural firm lead by two principal architects, Bruno Van Isacker and Tatsuro Miki, established in Brussels
in 2004. Their activity covers renovating old to building
new, in the field of private houses, offices, retails, real
estate and cultural buildings throughout Europe, US and
Russia. Bruno Van Isacker: Born in Brussels, Belgium in
1975. Bruno studied architecture in Belgium.
Tatsuro Miki: Born Tokushima, Japan in 1973.

Hair Stylistics [Masaya Nakahara]

Guests Naoe Miki: From 2000
started live performances using shortwave radio, SONY CF-5950. Toshinao
Sasaki: Writer and journalist. Born in
Hyogo Prefecture in 1961. Specializes
in the field of IT and media.

A sound unit by Michiharu Shimoda.
Highly rated worldwide with their dramatic dub step sounds. By setting up
the label “ANOTHER TRIP” and releasing new work in September 2013, the
unit restarted their musical activities.

SILENT POETS

Musician, film critic, novelist and painter. Born in Tokyo in
1970. Founded the noise unit Violent Onsen Geisha in 1990
and is highly appraised worldwide. He is mainly active in
music as Hair Stylistic in recent years, but also works widely
with literature and art.

GRINDER-MAN
Performing arts group creating performances under the themes of “now” and
“here”. So far, the group has given public
performances in various spaces including
theaters, museums and open-air spaces
in both Japan and abroad. Produces collaboration works with artists from various
fields lately.

DRINK4TOHOKU

Sayaka Nakaya Voice Artist.
Born in Iwate in 1991. Started her
career in the world of entertainment
in 2007 as a member of the Japanese idol group, AKB48. In 2013, after leaving the group, she started to
channel her energies into voice acting. She is also very active in theater
work and singing.

Shione Yukawa

Wago Ryoichi Poet. Born in
Fukushima in 1986. Has kept up a
continuous release of poetry series
Pebbles of Poetry on Twitter from
Fukushima after the Great East Japan Earthquake.

Peter Barakan

Freelance broadcaster
with particular interest
in roots/world music

イープラス http://eplus.jp（パソコン、携帯電話、スマートフォン）

A project set up in 2011 introducing local brewed sake and
food from Tohoku, raising fund to
support the areas affected by the
Great East Japan Earthquake.

携帯電話 / スマートフォン：http://www.geigeki.jp/i/t/

Musician. Born in Tokyo in 1983. Returning
from short-term study in Ireland, started her
professional musical career. Continues to spin
a world of music with sounds originating in
classic and traditional music.

パソコン：http://www.geigeki.jp/t/

"ANOTHER TRIP" を 立 ち 上 げ、

新作発表と共に活動を再開。

舞台音楽など多数。

Eiki Takahashi
Tsukijikatsuji Established
in Yokohama in 1919. Manages to
produce a fascination in printing
by the techniques and tireless effort of craftsmen - something that
cannot be found in digital printing.

Shirotama Hitsujiya

◉記載内容は、2014 年 1 月 26 日時点のものです。プログラム内容は、予告なく変更の可能性があります。
◉このプログラムで使用する写真素材は、Lost&Found Project の協力により、仕様の許諾を得ています。
◉このフライヤーは、日本製紙 ( 東京洋紙協同組合 ) 石巻工場の東日本大震災復興支援紙として開発されたモンテルキアを使用しています。

Director, playwright, performer.
Founded YUBIWA Hotel in 1994.

電話 0570-010-296（休館日を除く10:00〜19:00）

山川健一＋草野真衣＋笠原伊織〈東北芸術工科大学〉
Kenichi Yamakawa: Novelist. Born
in Chiba in 1953. Published nearly
a hundred works as a pioneer of
the rock generation over the years.
Chairman and professor for Literature Course at Tohoku University of
Art and Design.
Mai Kusano: Born in Sendai, Miyagi
Prefecture in 1992. Student at Literature Course, Tohoku University of
Art and Design. Iori Kasahara: Born
in Matsumoto, Nagano Prefecture in
1992. Student at Literature Course,
Tohoku University of Art and Design.

詳しくは Website をご覧ください。

を発表するなど、国際的に高い評価

The photographer Munemasa Takahashi directs the
Lost&Found Project, exhibiting it both in Japan and abroad.
The project developed from “Memory Salvage,” which
cleaned and restored photographs in Yamamotocho, Miyagi
Prefecture, that were washed away by the tsunami of the
Great East Japan Earthquake.

●チケット
東京芸術劇場 窓口、電話、インターネットで購入できます。

ランス、ドイツ、イタリアなどで作品

Lost&Found Project

Hironao Ashida Philosopher and contemporary thinker. Born in Kyoto in 1954. (Completed full-term for PhD at Waseda University.)
LOGIC SYSTEM [Hideki Matsutake] Born in Yokohama in 1951.
Experienced musical production with “Moog Synthesizer” as an assistant under
Isao Tomita and has become a lead figure as a synthesizer programmer. From
1978 to 1982, participated in many of YMO’s works. In 1981 formed his own project, LOGIC SYSTEM and has released ten albums to date.
world’s end girlfriend Musician. Born in Nagasaki, in November 1975. Worked on the film score for Air Doll
(director:Hirokazu Koreeda). In 2010 founded their own label, Virgin Babylon Records.

※東京芸術劇場のみで販売 ※各公演に優先的に入場できます
※ご覧にならない公演があっても差額の返金は致しません。

下田法晴のユニット。1991 年に活動

Hiroshi Takano Musician. Born
in Shizuoka in 1964. Debuted in 1988,
reached his 25th anniversary of musical career in 2013 when he assumed a
professorship at Kyoto Seika University.

8 つの有料公演共通チケット ¥15,000

SNS: Twitter@MDtw2013 fb.com/movingdistance

※チケット発売については Website をご覧ください。

心に取材・執筆。

担当。

トとして国内外での展示などの活動を展開している。

●パスポート

Website：http://movingdistance.net

生まれ。早稲田大学政治経済学部中退。IT・メディア分野を中

として活動、インターFM「Barakan Morning」など

から派生し、写真家の高橋宗正が主宰するプロジェク

［パフォーミング・アーツ / 関連プログラム チケット情報］

［お問合せ］東京芸術劇場 事業企画課 事業調整係
TEL：03-5391-2116 E-Mail：movingdistance@geigeki.jp

直江実樹：2000 年から短波ラジオ SONY CF-5950 によるライ

ブを開始。佐々木俊尚：作家・ジャーナリスト。1961 年兵庫県

務に就くため来日。現在フリーのブロードキャスター

洗浄し、持ち主に返却する「思い出サルベージ」の活動

に指輪ホテルを立ち

［ゲスト］

1951 年生まれ、ロンドン出身。ロンドン大学日本語

て作品を発表。近年は外部との

ニット LOGIC SYSTEM を結成し。10 枚のアルバムを発表している。

学科を卒業後、1974 年に音楽出版社の著作権業

東日本大震災発生時、宮城県山元町で被災した写真を

美術館、野外まで多様な空間に

優。1967 年 生 まれ、

北海道出身。1994 年
なる。1978 年より YMO の活動に数多く参加。1981 年には自身のユ

故の三重苦に見舞われる福島から、Twitter に

とするグループ。内外の劇場や

演出家、劇作家、俳

よる音楽制作を経験。シンセサイザー・プログラマーの第一人者と

和合亮一

フォーマンス表現の創造を目的

羊屋白玉

浜市出身。冨田勲のアシスタントとして“モーグ・シンセサイザー“に

ピーター・バラカンブロードキャスター。

Lost&Found Project

MIKAN An architectual design
office established in 1995 that consists of four members, Kiwako Kamo,
Masashi Sogabe, Masayoshi Takeuchi,
and Manuel Tardits.

Taeko Uzuki Cartoonist. Born
in Iwate in 1971. Has gained cult followings from her career as a stripper
and porn star. Despite suffering from
schizophrenia, continues to produce
works as cartoonist and actress.

の音楽世界を開拓している。

て『詩の礫』と題した連作を発表し続ける。

学部・音楽コース特任教授に就任。

2011 年に発足。東北の地酒や食

を 得 て いる。2013 年 にレー ベ ル

京都精華大学ポピュラーカルチャー

べ物を紹介することで支援金を
『Virgin Babylon Records』を設立し、さらに独自

受賞。震災以降、地震・津波・原子力発電所事

ビュー25 年を迎えた。同年 4 月から

DRINK4TOHOKU

で 高 い 評 価 を 受 け た。2010 年 に は レ ー ベ ル

立。個人宅から不動産開発まで、多数のプロジェク

ricci/forte Stefano Ricci + Gianni
Forte founded the ricci/forte performing arts ensemble in 2006. Their dramaturgy perfectly balances the social
and psychoanalytic criticism, lyricism
and the humoristic side of our society.

け音楽／作曲を開始。映画『空気人形』( 監督：是

第４詩集「地球頭脳詩篇」で第 47 回晩翠賞を

家としての活動も豊富。2013 年にデ

期課程満期退学。哲学、現代思想専攻。近作は

ンドが特徴で、アメリカ、イギリス、フ

ギタリストとして参加するなど演奏

募り、被災地の支援を行っている。

LOGIC SYSTEM［松武秀樹］1951 年生まれ、横

タストーン )。

枝裕和 ) の音楽を担当し、第 62 回カンヌ映画祭

身。第 1詩集「ＡＦＴＥＲ」で第 4回中原中也賞、

14 回三島由紀夫賞、第 28 回野間文芸新人賞を受賞。
「点滅……」は、第 135 回芥川賞候補となった。
『努力する人間になってはいけない』( ロゼッ
れ、10 歳の時聴いたベートーヴェンに衝撃を受

点に、ヨーロッパ、北

芸者〉を立ち上げ、高い評価を得る。小説作品で第
府出身。早稲田大学大学院文学研究科博士後

隠れキリシタンが潜伏した「五島列島」に生ま
音楽家。1975年 11月生まれ 長崎県出身。多くの

恊働や表現提供も数多い。

年生まれ、東京都出身。ノイズユニット〈暴力温泉
哲学者。1954 年生まれ、京都

芦田宏直

world's end girlfriend

を開始し、ドラマティックなダブ・サウ

多数、坂本龍一のワールドツアーに

「い ま・ こ こ 」 を テ ー マ に パ

GRINDER-MAN

ミュージシャン、映画評論家、小説家、画家。1970

音符』を発表した。

楽を担当。
近著に『her』( 雷鳥社 )。

Hair Stylistics［中原昌也］
振りとなる 10 作目のフルアルバム『濡れない

が日本での初めての作品発表となる。

詩人。1986 年生まれ、福島県出
ナル楽曲、コラボレーション作品も

の短期留学から帰国後、自作曲を発表し本格

SILENT POETS

ロデュースによりデビュー。オリジ

中。自叙伝『非選抜アイドル』などの著作もある。
的に音楽活動をスタート。2013 年 11 月、3 年

国際的にも熱狂的に迎えられている。本作品

米、南米でも活動。
静岡県出身。1988 年に高橋幸宏のプ

の活動を本格的に始め、舞台や歌唱などでも活躍
する世界観は、感動的で生意気で、挑発的。

上げ、以降東京を拠

音楽家。1964 年生まれ、

高野寛

動を開始。2013 年、AKB48 を脱退後、声優として
に在籍し、海外公演も経験。アイルランドで

話や古典的な作風と現代的な緊張感とが共存

しい活版の発信にも

仲谷明香 1991年生まれ、岩手県出身。2007年
都出身。小学校時代より東京少年少女合唱隊
ローマで立ち上げられた演劇カンパニー。神

ジェクトまで幅広くデ

（監督：黒沢清）で音

子 無償の愛』( 青幻舎 )。

AKB48 など 多 数 の MV、
映画も手がける。

よりアイドルグループ AKB48 の一員として芸能活

音楽家。1983 年生まれ、東京
ステファノ・リッチとジャン

ricci/forte

ザインを手がけている。 尽力している。

( イースト・プレス )。

湯川潮音

ニ・フ ォ ル テ に よ り、2006 年 に イ タ リ ア、

エーター達と共に新

『 TOKYO SONATA 』
了。代表作は写真集『沙和

YELLOW MONKEY 、

都で古民家改修を手がける建築家木下龍一の息子。

ダ クトや ア ートプ ロ
しながら活動中。 最

審査員賞受賞作
学メディア・アート専攻を修

脚 光 を 浴 び る。THE

三木龍郎：建築家。1973 年生まれ、徳島県出身。京

魅 力 で、 若 い ク リ
新作は『人間仮免中』

を中心に、家具、プロ
よる入退院を繰り返

祭「ある視点」部門

業。2012 年に東京工芸大

像作品『Alone at Last』で

1975 年生まれ、ベルギー、ブリュッセル出身。

ジタル活字にはない

学情報デザイン学科を卒

バロウズをテーマにした映

進行中。ブリュノー・ヴァン・イザッカー：建築家。

1995 年設立。建築設計
気に。統合失調症に

第 61 回 カ ン ヌ 映 画

2010年に京都造形芸術大

Visual Artist. Born in Iwate in 1965. Director of films, video works and movies,
including those of Japanese musicians
such as THE YELLOW MONKEY, AKB48 etc.
学芸術学部映画学科映像

トをヨーロッパを中心に、アメリカやロシアでも

よる建築設計事務所。 との賜物により、デ
の仕事でカルト的人

リジナル作品 /CM/

2009グ ランプリを 受 賞。
コース卒業。ウィリアム・S・

設計事務所。2004 年、ベルギー、ブリュッセルで設

れ、岩手県出身。ス

れ、東京都出身。オ

三重県出身。写真新世紀

れ、岩手県出身。日本大

ブリュノー・ヴァン・イザッカーと三木龍郎による

1919 年 に 横 浜 で 創

史、竹内昌義、マニュ

業。職人技術と手間
エル・タルディッツに
トリッ プ や AV など

作曲家。1974 年生ま

映 像 作 家。1965 年 生 ま

MOOD ARCHITECTURE sprl
築地活字
加茂紀和子、曽我部昌

漫画家。1971 年生ま

橋本和昌
写 真 家。1986 年 生 まれ、

クロダミサト
高橋栄樹

- 東北の二十歳たち -』が今春出版予定。

みかんぐみ
卯月妙子
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