
平成28（2016）年
10:00―17:00
会場：仲町の家［東京都足立区千住仲町29-1］ 入場無料

主催： 東京都、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
 東京藝術大学音楽学部・大学院国際芸術創造研究科、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

17日（月）16日（日）、15日（土）、10日（月・祝）、9日（日）、8日（土）、3日（月）、2日（日）、10月1日（土）、

イミグレーション・ミュージアム・東京―アートで出会う異文化
Immigration Museum Tokyo: Experiencing Different Cultures through Art 平成28年度 文化庁 大学を活用した文化芸術推進事業

Senju - the town where 
Kent Dahl had 
walked around.

エレジー

Bath house elegy, 
humane pull-car, 
and vanishing 
view of Showa 
era. 

写真展

ケント・ダールが
歩いた千住～

～



件名を「IMM写真展トーク（①～③）」または「昭和歌謡パーティー」とし、氏名（ふり
がな）、ご連絡先（電話番号・メールアドレス）、参加人数をお伝えください。
※ドメイン受信設定などをしている場合は、info@aaa-senju.comのメールを受け取れる設定に
した上で、返信をお待ちください。 ※個人情報は厳重に管理し、本事業の運営およびご案内に
のみ使用します。

　デンマーク出身のジャーナリスト、ケント・ダールは３０年間、千住のまちと暮らし
の変化を撮影し続けています。その間に蓄積された膨大なフィルムの中には、
本展のタイトルにもつながる「銭湯」「屋台」「古い民家や廃屋」「商品をつくり、
売る人」といった主題がくり返し現れることが特徴です。しかし、意外なことに
この特徴は、私たちの今日的視点とさほど変わりません。つまり、出身地北欧と
の文化的差異から生まれる興味と、私たち日本人がまち歩きをしながら地域の魅
力を探る視点は、奇しくも符号するのです。―これは新鮮な驚きです。それと
同時に、この驚きには「外国人と私たちは違う」という古くさい偏見が存在する
ことにも気づくでしょう。
　私たちが感じる古いまち並みや消えゆく風俗の魅力は、既にトランスローカルな
回路を経て、どこか別の文化圏の価値観と確実に結びついています。いわばその
証人であるダールは、千住に愛をこめて「パリと同じくらい魅力的」とする一方で、
「リトル香港のようだ」とも言います。
　グローバリゼーションを超えて、今後世界各地のローカル同士が結ばれ、価値観
を交換し共時性を学ぶ時代が来るはずです。過去と現在という時間がつくり出す
距離は、文化圏の違いという空間的な距離に置き換えることもできます。異文化
との対話は、私たちの想像力によって加速していくでしょう。
　宿場町千住に残った昭和の匂いは、世界のどこかにつながっています。

岩井 成昭 
（イミグレーション・ミュージアム・東京 主宰）

レトロ撮影会
千住エリア内にて写真屋台と同日に移動開催。昭和レトロ
なまちを背景に、スタッフが無料でモデル撮影を行います。
スマートフォンに「インスタグラム」をダウンロードされている方
はどなたでも参加可能です。撮影をご希望の方は写真屋
台のスタッフにお声がけください。

写真屋台
10月2日（日）、 9日（日）、
15日（土）
千住エリア内にて移動展示。 
※時間・ルート詳細は音まちWebサイト、SNSをご覧ください。
※雨天時は翌日に順延

トーク
 
❶10月1日（土） 14:00―
ケント・ダール × 岩井成昭
 
❷10月2日（日） 17:00―
住友文彦（アーツ前橋館長、東京藝術大学准教授） × 岩井成昭
モデレーター： 熊倉純子（東京藝術大学教授）
 
❸10月16日（日） 14:00―
ケント・ダール × 舟橋左斗子（町雑誌千住 編集人）

 
※各回すべて、会場： 仲町の家／参加無料／事前申込優先（先着20名）

同
時
開
催

昭和歌謡パーティー
写真展オープニングに合わせ、近年外国人にも人気の高い昭和
歌謡を専門にするDJ Dandy と DJ Marie Kimishimaによるイ
ベントを開催します！ 世代を超えて耳に馴染む音楽を、北千住駅
前のマンモス喫茶で写真とともに味わいませんか。 
出演： DJ Dandy、DJ Marie Kimishima
日 時： 10月1日（土） 19:00―22:00
会場： 喫茶室サンローゼ
料金： 入場無料（飲食は別途有料）
定員： 50名（事前申込優先）
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デンマーク、コペンハーゲン生まれ。パリとニューヨークに
2年間滞在。1980年初来日時に千住を訪れ、1986年より
千住在住。現在はジャーナリストとして、日本を拠点に
アジアを中心に活躍。各地域の記事をデンマーク向けに
発信している。また写真やドキュメンタリー映画制作も行う。

ケント・ダール  Kent W. Dahl

美術家／イミグレーション・ミュージアム・東京 主宰。1990年より国内
および欧州、豪州、東南アジアの特定コミュニティの調査をもとに、映像、
音響、テキストなどを複合的に使用した視覚表現を展開。近年はあら
ゆる世代を対象にしたワークショップや、多文化研究活動を並行して
実施中。秋田公立美術大学教授、東京藝術大学非常勤講師。

企画・監修 岩井成昭  Shigeaki Iwai

地域に居住する外国人との交流を通して企画されるアート
プロジェクト。地域に暮らすニューカマーの生活様式や文化
背景を紹介するとともに、それが日常の中で変容していく諸相
を「適応」「保持」「融合」という3つのキーワードから探ります。

Immigration Museum Tokyo (IMM) is an art project 
which introduces the lifestyles of local newcomers 
and their cultural backgrounds, as well as develops 
projects explor ing how these transform over the 
course of daily life through the three key themes of 
adaptation, preservation, and assimilation. 

イミグレーション・ミュージアム・東京（IMM）とは

バイアス

お問い合わせ・お申し込み
「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」
事務局

▶Webフォーム： http://aaa-senju.com/contact
▶Tel： 03-6806-1740 （13―18時、火曜・木曜除く）

▶Mail： info@aaa-senju.com

銭湯哀歌、人情屋台、消えゆく昭和
エレジー

ケント・ダールが歩いた千住～～
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東京芸術センター
Art Center of Tokyo

仲町氷川神社
Nakacho Hikawa Shrine
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Resona Bank

足立仲町郵便局
Adachi Nakacho Post Office
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仲町の家
NAKACHO House

喫茶室サンローゼ
Sun Roser

東
口

東京藝術大学千住キャンパス
Tokyo University of the Arts

● http://www.immigration-museum-tokyo.org

「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」（通称「音まち」）は、アートを通
じた新たなコミュニケーション（縁）を生み出すことをめざす市民参加型の
アートプロジェクトです。足立区千住地域を中心に、市民とアーティスト
が協働して、「音」をテーマにしたまちなかライブ、ワークショップ、トーク
イベントなどを展開します。  ● http://aaa-senju.com

※プログラム内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※駐車場のご用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
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ここでも展示!
●喫茶室サンローゼ
［東京都足立区千住旭町3-5］
北千住駅［東口］ 徒歩1分
JR常磐線／東京メトロ千代田線／
日比谷線／東武スカイツリーライン／
つくばエクスプレス

8:00―21:30（月～木・日）
8:00―22:30（金・土） ※各オープン時間に準じます。

●エンブレムホステル西新井
［東京都足立区梅島3-33-6］
西新井駅［東口］ 徒歩1分 
東武スカイツリーライン

11:30―23:00


