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鈴木 昨年の「半島のじかん」からクリエイターの方に参加してもらっています。今回もみなさ

んに半島を歩いてもらいましたので、その印象などを話してもらおうと思います。みなさん東京

で仕事をしている人たちです。日本の中心が東京であったとしてもそれぞれ狭い世界にいるわけ

で、半島も狭いのですがそこを中心とした周辺性を持っています。今回、狭い世界からもっと広

げていくにはどうすればいいか、話を聞いてみたいと思います。白井さんには昨年から今年にか

けて半島の写真を撮ってもらいました。そこで自分も変わってきたとのことです。 
 みなさん「半島とひと」（小冊子）を手元にお持ちですか。これはデザインが大黒さんと桐山

さん、コピーが是方さん、写真は白井さんが担当しています。なぜ白黒で作ったのかということ

も聞きたいと思います。まずは自己紹介などをしながら、話し始めてもらいたいと思います。 
大黒 アートディレクターの大黒です。去年も「半島のじかん」で、図鑑づくりやどんなことを

発信していくか、といった仕事に携わりました。今年で 2年目です。ポスターを見てもらえば分

かりますが、今年は冬景色を撮ってもらいました。去年は半島を認知させようということで、こ

の空間にバナーを壁のように立てて半島というのは一体どういうものなんだろう、というテーマ

で行いました。今年は打ち合わせの際に、今度はこちらから発信することよりも、半島の地域の

人たちを主役にして対話が生まれるような空間にしようというこということになり、その場でラ

フスケッチで描いたものがほぼそのまま形になっています。 
 人ひとりひとりは、取り立てて何かを言うということはないかもしれません。冊子のように何

人か人が集まってくると、そこににじみ出てくる人の皺だったりとか、冬の寒いところに住んで

いる人の視線とか、海を感じる顔つきだったりとか、顔に半島らしさが出てくるんじゃないかと

思い冊子を作りました。展覧会の構成も、人の顔がバババッと並んでその後ろに風景がある空間

が気持ちいいなと直感的に考えつきました。白井さんに写真を撮ってもらいました。見たまんま

こういうものがあれば、人の気持ちがパッと変化するんじゃないかなというのを主にビジュアル

として取り上げています。是方さんには言葉でそれを表現するコピーライターの仕事をしてもら

いました。それぞれ役割分担を決めて仕事をしてもらっています。白井さんには半島に足を伸ば

してもらい、写真を撮りに行ってもらいました。 
 なぜ白黒なのか。ポートレートの人の表情というのは色がなくてもそこににじみ出る何かがあ

るんではないかと思いモノクロにしました。切り分けとして色があるものはポスターや風景にし 
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て、あとのものは全部モノクロにしました。写真に関しても、モノクロのもののほうが情報が制

約されて、その人そのものが見えていくるのではないかと思いました。青っぽい風景だと寒々し

いとか、暖かい柑橘類が後にあると南の国に見えるとかの意味合いではなく、顔をモノクロに見

せるだけで人というものが際立ってくるといいなと思いモノクロで撮って下さいとお願いしま

した。 

白井 写真家の白井です。この横に貼ってあるカラーのポスターと背景、モノクロの写真を撮り

ました。このカラーの写真に関しては 2011 年の 8 月に下北半島と高知県の幡多半島を撮り 11

月に展示をしました。今回は 2回目の撮影になります。今回は熊本県の宇土天草半島と男鹿の写

真を撮りました。それ以外に各半島地域で活動している方々、住人の方々をモノクロで撮影して

います。展示会にこのように使うということが決まっていたので、全部の半島地域を巡るのは大

変だということもあり、それぞれの場所、例えば「四半島連携」として、下北、津軽、男鹿と渡

島の半島が集まって一緒に事業をしているところに私が行き、メンバー全員を撮影するというこ

とをやってきました。その中からセレクトした写真がこの冊子に入っています。どこかその人に

関わりのない場所に呼び出してポートレートを撮るというよりも、その人が普段生活している場

所や好きな場所へ私が入り込んでポートレートをリラックスして撮れたらいいなと思い、そうい

う場所で撮影をしました。島原の子どもたちと天草の子どもたちを島原半島の雲仙に呼んで、そ

うめんを作っている工場を巡ったり、みんなで畑の野菜をとって食べたりするツアーがあります。

そこで銭湯に行って写真を撮ったことが特に印象に残っています。今回カラーのものは全部フィ

ルムで撮影をしています。それぞれ 200 カットくらい撮った中からセレクトして展示をしていま

す。写真については私から語るよりも、見てもらって質問があったら答えたいなと思っています。 

鈴木 会場にいる人でここに写っている人は、こんな形で展示されているのを見てどんな感想を

お持ちですか。それに以外の感想でも構いません。感想を聞かせて下さい。 

下北・間山 私は出てないですけど、江差の室谷さんが表紙になっている理由が知りたいです。 

白井 写真については大黒さんと一緒に決めました。土地の潮風が染み付いているような風貌と、

下北を回っている時にほっかむりを配ってもらって全員でほっかむりをしたのですが、それがす

ごく似合っていて厳しい顔をしたおじさんがピンク色のほっかむりをして微笑んでいるという

のが半島の顔つきとしては素晴らしいなと思い選びました。 

鈴木 たらこさんもこの本に出ていますが、なぜ私が表紙にならなかったのかと言ってるみたい

ですけど、本人はどう思っていますか。 

古川 撮り直すと言った時の写真ではなくて、「これいつ撮ったの」っていうようなのが使われ

ていました。きっとそっちのほうがめんこかった（かわいかった）からだと、いい意味に解釈を

しています。 

白井 写真を選ぶ時、こっちを向いて下さい、撮りますよと言ってお互い緊張をしている時に

撮ったものは選ばないようにしています。かしこまった人ほどそうじゃない瞬間を撮ったものを

選んでいるつもりです。 
鈴木 私のプロフィールの写真も実は白井さんに撮ってもらったものです。意識しなくなるよう
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に話しかけながら撮ってもらいました。もうひとつ、半島振興室の室長さんが白井さんの写真を

見て「こういう風には見えなかった」と言ったそうですが、その話をしてもらいたいと思います。 
白井 今回秋田の男鹿には半島振興室の室長さんも一緒に行きました。私が写真を撮る意味、心

がけていることは、一緒に同行していても日常的に半島に住んでいる人も自分たちの風景、その

土地の良さを再確認してもらう、こんな見方があるんだとか、これはやっぱり良い風景だなとか、

漠然とあるものに点を付けること、それが写真の大事なことだと思っています。そういう小さな

奇跡的なことを瞬間的に捕まえるということで、今回はあの風景とお婆さんが素晴らしいなと

思って選びました。 
鈴木 彼の写真の中にはハッとさせられるものがあると思います。そのあたりの話も後でしても

らおうと思います。 
 この冊子や「半島のじかん」というコピーを作ってもらったのが、コピーライターの是方さん

です。是方さんには言葉のデザインということを話してもらおうと思います。 
是方 コピーライターの是方です。「半島とひと」ということで、事務局の人などには現地の情

報もいろいろと集めてもらいました。生のその人の言葉と半島歴というのはどうしても冊子の中

に入れたいと思いました。女性の人だと、半島歴を書くとそのまま年齢になってしまうので、生

まれも育ちもだとか、上手くごまかしながら書いたりもしています。あえて半島歴というのを書

いた理由は半島歴 80 年の人と 2年半の人の顔とは、あきらかに顔の見え方が違うというのが面

白いと思ったからです。冊子を通して見ていく中で、この半島歴というのがあればひとつ面白い

ものになるのでは思いました。生の言葉を入れようとしたために、これが刷り上がるぎりぎりま

で全然情報がこなくて、泣きながら徹夜をした思い出もあるのですが、無事にできました。本当

は私がインタビューに行って生の言葉を聞いて来られたら良かったのですが、それは今度の課題

としておきます。 
 この中でも、例えばみかん畑の人の「半島のメジロは美味しいミカンばかりをつついて食べる」

とか何気ない言葉が入っていて、半島振興とか意識はしていないけど半島のよさがにじみ出てい

る言葉が書いてあったりするのを意識的にピックアップしました。 
鈴木 一緒にロケに行って写真に対してひとつひとつコピーを付けてもらったというのが、今回

の新しい試みだったと思います。 
是方 前回は半島へ行くことができずいろいろ諸問題がありまして、今回は宇土天草と男鹿にね

じ込んでもらって同行をしました。その分今回は仕事をしないといけないので白井さんの写真に

コピーを書かせてもらいました。 
白井 写真を撮っておきながら、コピーが上がってきたとき、なるほどそう書くのかと思いまし

た。 
是方 綺麗な花を綺麗と言ってしまうことはすごくつまらないことで、いかに人が聞いたことの

ない表現を使うかがコピーライターの大きな仕事だと思っています。これは宇土天草の有明海で

船を出してもらい、海苔を収穫しに行った時のものです。その時に出会った夫婦の漁師がいて、

イベントのチラシにもなっていますが、白井さんが執念深く最後まで撮り続けて素晴らしい写真
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が生まれました。これも普通に書いてしまうと、おばさんが帰っているだけの写真なんですが、

私が俯瞰していた時におばさんの日に焼けた力強い顔が花に見えて、何というか凛とたたずんで

いる綺麗な花に見えて、凛と咲くというコピーを付けさせてもらいました。ただのおばさんが

立っている写真なんですが、違和感のある言葉を持ってくることによって、少しでも写真に想像

力とか深みが与えられたらコピーをつけた意味があるのかなと思いっています。 
鈴木 良い文章なので読んでもらえますか。 
是方 「有明の海で出会ったご夫婦に別れを告げる。奥さんが甲板に立ちまっすぐに水平線を見

つめて進んでいく姿は凛々しく、思わず見とれてしまった。見えなくなるまでその後姿を見送っ

た後、視線を横に移すと海に刺さったかのように整然と並ぶ竹たちが目に飛び込んできた。支柱

にある竹に掛けられた網で海苔が座っているというその風景は田んぼが海に浮かぶようだった。」 
鈴木 是方さんも半島に関わってガールフレンドが出来たようです。ぜひ次は長崎に取材に生か

せて欲しいと言っています。では次は桐山さんです。 
桐山 桐山です。私は生まれも育ちも埼玉で、大学と職場が多摩だったので、埼玉と東京でずっ

と生活をしてきました。今回は「半島のじかん」で宇土天草に行く機会をもらい、飛行機に乗る

のも初めてで、何もない奥地に連れて行ってもらうというのも初めての経験でした。仕事をしな

がら半島を知っていくという感じでした。白井さんの写真を見ていてどんな人と出会うのかなぁ

と思っていました。みなさんの表情が柔らかいなぁと思っていて、どんなシチュエーションで撮

られていて、どんな人なのかなぁと感じていました。実際に現地に行ってみると、どの人も当た

りが優しかったです。これは岬の写真で、この撮影にも立ち会わせてもらいましたが、これを撮っ

ているのが早朝の 5時から 7 時の間です。日の出るところからスタンバイして、白井さんがちょ

うどいいタイミングで撮ってくれました。その後ろで私がビデオカメラを回しながら同じ風景を

撮っていましたが、あってはいけないことなのですが、カメラのトラブルがあって充電が十分に

できていなくて、たまたま現地で人に会い困った顔で充電させてもらえますかと尋ねると、ぜひ

家に来いと言ってもらえました。東京だと不審者だと思われると思います。そういった人の温か

みが現地に行って感じました。 
鈴木 去年も日本デザインセンターといろいろな事をしたのですが、大黒さんの下にいる桐山さ

んの感性が初々しくて私は色々な所で発言を聞きたくてたまりませんでした。その上司にあたる

大黒さんは去年から今年にかけて半島に関わってきましたが、半島や地方に行った時に何を一番

感じますか。 
大黒 思うのはそれぞれ今という時代があり、半島というのは私の生まれる前、お爺さんのもっ

と前のお爺さんよりもっと前からそこにあって、そこで採れるものというのは大して変わらない

んじゃないかと思います。半島の地にあるものはずっと変わらない。じゃあ今何を捉えていくか

と考えた時、全てを豆腐のような塊と考えています。ひとつの豆腐がある。そこにあるのは豆腐

という意味以外、何もない。それをさいの目状に切って表に出すのか、それとも斜めに切るのか。

斜めに切るとまた断面が違う。そこにあるものというのは何も変わらないが、世の中にあった見

せ方をする時にどういう切り口をみせるのか、それだけなのかなと思います。なので、半島や地
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方に行けば行くほど、デザインという仕事は表現や個性というものを表に強く出していく。そう

いう仕事は東京でもやっていますが、それぞれの土地で、それぞれの人に会って、それぞれの素

敵な風景を見るたびにこれじゃかなわないなと思いました。そうなってくるとどうしたかという

と、東京でイベントをするということは見に来る人も東京の人が多いので、その人たちが見て新

鮮に思うものをこの展示台の上に出したいと思い、こういったものを選びました。 
 自分の中では感動が一番大切だと思っています。人の心を動かせる仕事をしたいと思っていま

す。それぞれの半島に行き感動したものをいかに脚色をせずにここに展示できるだろうかとまず

考えました。今回、冊子はとにかく人をたくさん載せたくて、帰りの電車のなかでもちょっとし

た場所でも、カバンの中に入れたりポケットの中に入れたり出来る感覚にしたかったので、文庫

本と同じサイズにしました。そんな手軽さでみなさんに持って帰ってもらいたかったのでこんな

形になりました。 
鈴木 大黒さんやみなさんは無印良品のような仕事もしていますが、そのような機能を表現する

仕事と、半島の仕事との違いをどう感じていますか。日頃はこういった儲からない仕事ではなく、

企業の仕事をしないと生きてはいけないのですが、こうして半島の仕事を喜んでして下さってい

るのは、半島の仕事の何が楽しかったり面白かったりするのですか。 
大黒 私が楽しいなと思う仕事は“ほんもの”がある仕事です。それはどこかの会社がすごく良

い物を持っていたり、昔からある建築だったり、そういった物に出会える瞬間がすごく楽しいで

す。半島はその最たるもので、風景は実際にそこに行くしかないし、去年も幡多半島に行った時

には、カツオのタタキを吐くほど食べたいなと思って行ったんですがそれは出て来ないで、市場

に行くとメジカというソウダガツオを出されました。それが食べたことがないくらい美味しかっ

たです。なぜそれが東京では食べられないかというと、傷むのが早すぎて地元の人だけが食べら

れるものだからだそうです。そういった、そこにしかないものに感動します。 
 人から聞いたのですが、渋谷の街なかに虹が出ていた。人はそういう時にも感動をする。それ

は、ぱっと違和感があるものが目の前に出てくると、人は何でこうなるんだろうといろいろと考

えます。男鹿の風景を見ても西の風景の色とはちょっと違う、雲の高さが違う、そう感じた時に

ドキドキ感があります。渋谷に虹が出たとびっくりしていたけど、3分後にそれはどこかからプ

ロジェクターで投影されていたと分かった瞬間に急に醒めてしまう。そういったものが無いもの

が半島にはたくさんあります。仕事だとここがいいですと言って下さいと言われて、それをどう

素敵に見せるかというのを考えるのですが、「半島のじかん」の仕事では素敵なものは何か分か

らないけど自分たちで探そうとする創造的な考え方が常にドキドキさせてくれて、それが一番楽

しいです。 
桐山 他の仕事では自分で絵を描いたり素材を用意することから始めます。今回の仕事では現地

に行って良さや風景を見て感動したその感動を素材にして、自分でつくるというよりも拾ってき

て活かす方法を考えるという形で製作をしました。この写真も、今ここで寄って見ると大きく見

えるんですが、離れて見ると小さく見えていたりまわりの風景が広大だったり、やはり生で見な

いと分からない良さというのがあって、それをどうやって形に起こすかどう調整するか、見た感
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じの感覚から出たものを素材にして作りました。 
鈴木 桐山さんをもっと感動させるようなことをこれからも出来たらいいなと思います。是方さ

んは「半島のじかん」の色々なコピーを作られましたが、どうでしたか。 
是方 感動を見つけだすというのは大黒さんも言ったとおり、他の仕事では出来ないことでした。

今回、宇土天草と男鹿に行きましたが、どちらもコピーライターの仕事がいっぱいあるなと実感

しました。宇土に行った時も道の駅でミカンが並んでいて、ミカンにそれぞれ生産者の名前がつ

いていてミカンが差別化されているのですが、これを名前があるミカンとかで売りだせばこれで

商品になるなとか思いました。男鹿に行った時も、有機栽培で作っている野菜を神出鬼没で公民

館などで郷土料理を作ってもてなすといったことをやっている「かねがわ畑」というおばちゃん

たちがいて、その人たちもすごいバイタリティがあるのですが、上手く場が与えられていないと

感じました。おばちゃんたちもきっと核になる商品、誇りとなる男鹿の商品を「かねがわ畑」で

作れたら絶対にうまく転がっていくだろうなという直感がありました。そこに自分が力になれる

ような仕事があるんじゃないかと思いました。それを随所に感じるところがありました。今は短

い期間でしか行っていませんが、もう少し地に足をつけていろいろ回ることが出来れば、ポテン

シャルを引き出せるんじゃないかという実感がありました。 
鈴木 都会を歩いていると商品がいろいろ並んでいますが、それとはどう違うのですか。半島で

は金になるというのがあるのですよね。 
是方 「半島は人です」という言葉に象徴されると思います。「半島は人です」と最初に書いた

んですが、いろいろなところから指摘があって、半島で人というのは普通すぎるから言っても響

かないとも言われたりもしました。でも、それを言われて初めてみんなが思っていることなら、

ここで改めてきちんと言うことが大切だなと思いました。物の話に戻りますが、物にも人柄が出

ているというか、そういうのを感じました。こちらも人の気持ちが見えて、気持ちよくお金を払

うことが出来る、コンビニなんかで気持ちよくお金を払うということはないですけど、「かねが

わ畑」でおばちゃんたちが一生懸命作ったものに対して、自分が消費をすることでおばちゃんた

ちもすごく喜ぶし、地域も活性化するし、という想像力を働かせながら物を消費できるというの

が、すごいいい関係だと思いました。私たちの世代はロストジェネレーションとか言われて何も

消費をしないとか言われるんですが、作り手の人の思いがダイレクトに反映されて見える物なら

ばお金を使いたくなると思います。半島に行って、自分はなんて豊かな生活をしていないんだろ

うと思いました。 

鈴木 是方さんと話していると、ひとつひとつ、ひとりひとりを丁寧に見ているなと感じます。

ひとつひとつ、ひとりひとりを意外と見ていないということがあるんだと思います。白井さんも

いろいろな写真を撮っていますが、半島の仕事と他の仕事の違いを教えて下さい。 

白井 写真には、フレーミングして撮るというセレクトが一回あって、撮ったものからさらにど

れをプリントして大きくするかというセレクトがあります。商業的な仕事では企業の理念や利益

を考えてセレクトしなければいけないのですが、今回の場合ではそういうことは全く言われずに、

自分が現場に行っていいと思った人や風景を立てました。風景、人、物産で写真を出そうという
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ことになっていたので、本当ならもっと分かりやすい物産、天草であれば干しダコが分かりやす

いだろうし、男鹿だったらハタハタをもっと具体的に出すように言われるのかもしれません。も

し男鹿の観光局の仕事なら当然ハタハタを出さないといけない。でも今回私が一番感動したのは

ブリコの卵でした。 

鈴木 ブリコの卵とはどういうものなのですか。 

白井 本来は獲ってはいけないもので、まず見ることができません。獲ってはいけないものを漁

師の人がたまたま引っ掛かっていて持っていたので、撮ることができました。本当は獲っていた

のかもしれませんけど。なので、その場でいいなと思ったものだけを撮ってセレクトして見せる

ということが、企業の仕事とは違うことでした。モノクロのポートレートに関しても、全国の半

島を平均的に数を入れなければいけないとかは特になかったので、いいと思ったものを入れてい

きました。それが決定的に違います。今回話をするにあたりいろいろな半島に行き、写真を通し

て感じたことを説明して下さいと言われていたのですが、2年間これに関わってまだ具体的にこ

うだと総括できることは全然言えない状況で、それだけ奥深いです。自分は福島県に生まれて

18 歳で東京に出てきてずっと住んでいますが、大黒さんたちと同じ世代で、世代的には都会に

出て大成するというのが一番いいというような世代だったのですが、こういうものに関わって全

然そういったことと関係なく、東京に生まれても、例えば天草に住んでトイレの汲み取りは自分

でやって米は釜で炊いてという生活をしている人もいて、すごく考えさせられました。自分たち

の世代でもそんなことを考え直している人たちがたくさんいると思うので、写真を通してよりよ

い日本のために写真を役立てていけたら思っています。 

鈴木 さっき、この仕事をやっていて、もうちょっとこんなことをしたいと言ってましたよね。

今の仕事を延長しながら、地域ともこんなことが出来たらなぁとか、半島の仕事でこんなことが

出来たらなぁという希望を教えて下さい。 

白井 高知県の幡多半島に橘川集落というのがあります。そこに今回、鹿児島の薩摩半島の学生

たちと、同じ限界集落で過疎の問題を抱えている下北半島の人と丹後半島の人とが集まり、鹿児

島の大学生にその町を見てもらい、集落でいいと思ったものをよりよくするにはどうしたらいい

かという発表してもらいました。月に一回、そこのおばあちゃんたちが作っている産物を市に売

りに行くのですが、自分たちが当たり前に今まで作っていた味噌と醤油をそこで売っていました。

味噌や醤油はお嫁さんが来たら姑が教えるといったことでずっと味が引き継がれてきたのです

が、それももう若い人がいないので途絶えようとしています。その作り方を教えて欲しいと市に

買い物に来ている人が言うそうです。そこでは、薪でお風呂を炊いていたり薪でお味噌汁を沸か

して作っていたりしているのですが、そういう体験をしながらその集落に泊まってもらい、味噌

や醤油の作り方を教えるツアーがやれたらと言っていました。それを友達に話したら、行ってみ

たいという人がたくさんいたので、そういうことを広めるために写真を使っていけたらいいなと

思います。 
鈴木 白井さんは、自分も半島にはまり込みたいという話もさっきしていました。半島を調査す

るなら、いろんな野望を持っているそうなので教えて下さい。 
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白井 国東半島では国東半島プロジェクトというのをやっていています。隣の別府でアートプロ

ジェクトをやってきた人が国東でもアートプロジェクトをやっているのですが、新潟県の越後湯

沢でもそういう屋外に彫刻物を置くアートフェスをやっていたり日本全国あちこちでやってい

るので、その話を聞いた時はまたそういうのをやっているのかと思っていたのですが、実際は話

を聞いてみるとそれはひとつのきっかけで最終的にはそういう宴をやりたいのではなくて、具体

的に説明することは難しいのですが、その先に見据えているものがあってやっていました。国東

には特殊な仏像や石像があって見に行くと面白いのですが、観光地を選ぼうとした時には、観光

雑誌では大分では由布院、別府が一番前に来て最後の最後にほんの少ししか国東の情報はありま

せん。国東だけを最初に持ってきて編集することによってそこに人が来るかもしれないし、アー

トプロジェクトがあることによって来るかもしれない。それで変わっていくことがあるかもしれ

ない。そういう試みを見ると魅力があるなと思い、そこにもっと通って写真を撮りたいと思った

のですが、すでに冒険家の石川直樹さんを招いていて、１年間好きに滞在して裏側を見せない祭

りにも入り込んで、写真を１年間ずっと撮って展覧会をしたり写真集を出したりしていました。 
展覧会をする場所もギャラリーなどもないので、古民家や昔の歯医者さんの場所をアートス

ペースとして改装して展示をしたりして、その土地ならではの場所ということも考えられていま

した。すごく斬新なやり方をしているなと思いました。 
鈴木 そこまで徹底してやりたいという思いが白井さんにはあるようです。そういうことで新し

い価値がまた生まれるかもしれません。 
 是方さんは 2 年目ですが、こういうことをやったらいいのになぁとか個人的な夢でもいいので、

クリエイティブな可能性を感じたものはありませんか。 
是方 種をまき続けることが大切だと思います。私たちの世代で収穫できなくても、20 年、30

年先に何かが収穫できたらいいなと思っています。今回、半島の冊子を残せたことが良かったな

と思っています。今はネットなどで話題が浮かんでは消えていく中で、しっかりと残していくこ

とが求められていく仕事だと思っています。今回、人に出てもらいました。この後はどうなるか

わかりませんが、その人がさらに人を紹介するとか、産物を紹介するとか、風景を紹介するとか、

いろいろなものに派生していけば地域に魅力的になるかなぁと思います。どんなに過疎化、高齢

化していても、人がいきいきと輝いて暮らしていれば、過疎じゃないのだという思いがあるので、

その人がこんなことをしているので会いに行こうとか、つながり方をしていけばもっと長期的に

繋がっていけるのではと思います。そういう種をずっとまき続けていきたいです。 

白井 今回は対話というのがテーマなのですが、この冊子の中に写っている人がこの会場にも紛

れているので、東京の人でここに書いてあることについての質問などをしてもらったらいいと思

います。 

鈴木 会場の人からの質問を受けたいと思います。ちなみにこれに写っている人はこの中でどれ

くらいいますか。 

松野 心のなかまで透かされているように写っているなと思って満足しています。 

鈴木 嬉しいですよね、これに載ると。 
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松野 この時は下北半島で、津軽のみんなで行って撮ったんですが、何でこの時の写真を選んだ

のですか。 

白井 松野さんは、はまなすの実を手に持っていたのを見て、撮りたいなと思ってそこに座って

下さいと言って撮りました。ただそれだけで、こちらから何かアクションを起こして撮るんじゃ

なくて、被写体が行動を起こす時にパッと撮るという感覚がいいと思っているので、それぞれが

何かアクションを起こすのを待っています。例えば、たらこさんだったら、ツアーのバスの中で

添乗員さんのように立って喋るのが面白かったので撮りました。今回来ている人で掲載されな

かった人もいるのですが、実際は良い写真がいっぱいあってページの制限があったので今回は入

らなかったんですが、また別の機会に出せる機会があったり、みなさんそれぞれの場所で使って

もらえたらと思っています。 

鈴木 鐙さんは編集をやっていますが、この冊子の若い人の仕事をどういうふうに見ていますか。 

鐙 白井さんのアクションを起こしたときに撮るっていう話はいいなと思って聞いていました。

この冊子も素晴らしいと思います。私は秋田県の PR フリーペーパーで「のんびり」というのを

力を入れて作っています。地域から発信することが多くなってきていますが、WEB じゃないこの

ような紙媒体を使うことが最近また増えてきています。チャレンジしたい、本作りに関わりたい、

文章を書きたい、ブログのような書きなぐりの文章でなくて、きっちりとした文章を書いて人に

見てもらいたいという若い人が増えてきていています。友人の東京の編集者も本づくりの学校を

やる機会ができてきて、このような流れを嬉しく思っています。ちょっとお聞きしたいのですが、

プリントしたものはかなりアンダーですが、意図したものなのですか。 

大黒 指摘されると痛いところだったんですが、印刷とインクジェットの具合で暗くなってしま

いました。プリントや紙の光沢などでも階調などが違ってくるので、本当なら一番暗い部分が潰

れない感じです。 

鈴木 ちなみにこのボックスはなかなか上手く出来ているなと思ったのですが、お金がなかった

のでリースしたそうです。リースして写真だけでこれだけの空間ができるんだなと思いました。 

 私の感想を言いたいと思うのですが、ここに来た時私は曼荼羅みたいだなぁと思いました。な

ぜかというと、曼荼羅には空間と時間があり、そして中心があります。実は中心が周辺であって、

部分であって全体である。ひとつずつが部分であって全体なんです。この間も半島の話を聞いて

いたら、漂流すると色々なものが能登半島に引っかかる。それから男鹿半島にも引っかかる。男

鹿半島にいくとエキゾチックな人がいるのは、ロシアの人が漂流して引っ掛かってそこでエキゾ

チックなことが生まれます。半島というのは求心力だなと思いました。それは求心性と遠心性を

持っています。引き寄せる力と出て行く力。なおかつ多種多様な要素が調和して全体を作ってい

ます。 

それを見た時に今の中心があって、領域があって、遠心力と求心力があって、多種多様なもの

が調和をしている。日本という国は曼荼羅という宇宙みたいなものです。そういう空間を私は感

じました。大黒さんに、これ曼荼羅みたいだねと言うと、曼荼羅を知っていて曼荼羅を作ったの

だと言っていました。去年はバナーを使って半島だけを説明しましたが、今年は半島のチラシを
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作るのかなぁと思っていたら、曼荼羅を作って半島という宇宙を作ってきました。次はこういう

表現をするんだろうな、どういう表現をするんだろうなという次から次に思いもよらないことが

生まれてきました。 

鈴木 せっかくなので遠くからきた加藤さん一言下さい。 

加藤 私は 1978 年生まれでみなさんと同世代ですが、同世代の表現をしている人に私たちの取

り組みや半島を表現してもらえるというのは嬉しかったです。私はどうやったら私たち世代の人

たちに来てもらえるかを考えています。自分が地元に染まっていくのを感じながら、それをどう

表現しようかということをいつも考えています。染まっていってしまうことの危機感も感じてい

ます。みなさんは仕事をする時、そういうのをどう払拭するのか、アドバイスがあれば聞きたい

です。 

白井 加藤さんは雲仙のお土産屋さんで手焼きせんべいを作っていて 3代目だったりします。今

回の島原と天草の子どもたちのツアーでは鍋を持ってきて、香草を詰めた鳥の丸焼きをみんなで

食べたり、料理が上手だと思いました。 

大黒 染まることでいいのだと思います。去年も言ったのですが、半島にいるから何かが足りな

いとか東京がどうだとか、どちらがいいとか悪いとかでなくて、それぞれの人に与えられた空間

というのは同じで、手を広げたら同じ空気しかつかめないので、そこにあるものが大切なのだろ

うなと思います。何かを仕事にしようと思うと競うということが返ってきます。競わずに出来る

仕事、自分でしか作れないもの、競う相手がいないものがあるということに憧れます。むしろ羨

ましく思いました。 

鈴木 最後にひとことずつお願いします。 

桐山 私は今年から関わったのですが、昨年と今年を比べると、俯瞰から人へ、人から人の生活

へと焦点が寄ってきたと思います。生活の部分についても次はより具体的に見せることができた

らいいなと思っています。 
是方 面倒くさいことと楽なことがあったら、これからは面倒くさいことをやっていこうと思い

ました。半島に行ってから、自分の住んでいる地元を調べてみると面白いものがいろいろとある

ことを知りました。こだわってパンを作っているパン屋さんがあることも知りませんでした。半

島で頑張っている人を見ていたら、そんな人が東京でもいるんじゃないかと思い調べてみると、

案の定いて、そういうところへ足を伸ばしてみることで何か違う人に会えるんじゃないかと思い

ました。 
白井 一緒に海苔を作っているところに行き、海苔を作っているところを見てから海苔を買った

のですが、それがとても美味しかった。自分が食べているものを作っているところを見に行くこ

とはいい。 
是方 面倒くさいことから人は逃げがちです。今は CD を買いにいかずにアマゾンなどのネット

で買ってしまうけども、本当はこだわって選んだ CD 屋で買うとそこで出会いが生まれたりする

のではないでしょうか。生きていく時に全部がつながっているような気がしています。面倒くさ

いことを選べば自分に返ってくるものも多いんじゃないかと感じました。 
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白井 前回の時は夏の撮影で、今回は冬の撮影でした。男鹿半島は雪景色で、その土地の一番厳

しい時にその土地の一番いい風情が出てくると思うので良かったと思います。天草は夏にもう一

度行ってみたいと思いました。撮影を通して知り合った友達がいるので、写真のこと以外ででも

いいので、そこに行ってみたいと思っています。それぞれ写真を使ってやってみたいという人が

いたら、いつでもノーギャラで行きたいと思います。 
大黒 「半島のじかん」ということで、半島切りをしていますが、半島という新たなカテゴリを

提示することで、今回もみなさんがここに集まり新たな出会いもあり、このような時間を過ごす

ことができています。実行委員会的な話をすると、広報の力をまったく持っていませんでした。

このような展覧会をしたり、このような持ち帰ることのできる冊子がやっと出来上がりました。

去年は「半島ノート」というのがあり、それぞれの半島の人が自分のところに持ち帰るという形

でしたが、今回はたくさん冊子があるので、これを持ち帰って、一度帰るとなかなか会えない人

同士だと思いますが、こんな活動をしているということをフォローして下さい。もっと日本全国

の半島をまわって、いいところを見つけ出すことが日本のためになることだと思っています。大

きなことを言うようですが、日本の良さをもっと表に出していきたいという強い願いがあります。

それをできるだけ多くの人に知ってもらうためにも、みなさんの協力が必要です。ポスターの写

真やちらしの写真、この冊子のデータは送ります。ネットで拡散してもらったりして、できるだ

け大きなうねりを作って行く必要があると感じています。この３３３１のスペースで年に１回の

展覧会を行うことは嬉しい事でもありますが、これだけで終わってしまうことで去年は虚しさも

少し残りました。やった気になっているだけにしか思えない。みなさんと常に会って話をして過

ごせたらいいのですが、自分たちにとっては数日の出来事です。もしかしたら今年で終わるかも

しれない。来年はないかもしれない。そんなことを気にしつつやっています。最大限のことをやっ

ていきたいと思っているので、できるだけ拡散をしてもらえたら嬉しいです。 
白井 写真の展示も、巡回をしたり、ここのスペースでやりたいとか思う人がいれば、去年のも

のも今年のものも貸せます。そんな企画を考えている人がいたら嬉しいです。 
鈴木 本当にすごい若者たちだと思います。自由に使って下さい、いつでも行きますという若い

人たちが、これから日本を作っていくと思います。私もこのようなクリエイターの人たちと一緒

に仕事をして勉強をさせてもらいました。去年も白井さんと一緒に幡多半島の柏島に行った時、

そこのおばちゃんたちが白井さんがカメラを向けるとものすごく嬉しがるんです。プロのカメラ

マンに撮ってもらうというのは喜びだと、寒天をつくっているおばちゃんたちが言いました。デ

ザイナーという仕事は人を幸せにできる仕事なのだと思いました。鐙さんも、デザインというの

は人をちょっと幸せにするちょっとだよと言っていました。ぜひこれも持って帰って、ちょっと

人を幸せに、自分も幸せにして下さい。そんなクリエイターの仕事っていいなと思います。若い

人たちも清々しいです。こんなことがこれからの半島の中で繰り返されていけば、日本も半島が

中心に、若者も中心になっていくと思います。この 4人はほとんどボランティアで、昨日も夜遅

くまで仕事の合間にずっとこれをやっていただきました。最後に 4人への拍手で終わりたいと思

います。 
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（会場から拍手） 
 
 
 
 
 


