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秋田県大館市アートプロジェクト
ゼロダテ／大館展 2011「もうひとつの大館」〜五周年記念展〜
初夏の候、貴社におかれましては、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、秋田県大館市を主会場として、
「ゼロダテ／大館展 2011」を開催いたすことになりました。
本展では、
「もうひとつの大館」をテーマに、ゼロダテがこれまで何を行ってきたのかを検証し、一時的
な展覧会だけでなく、街に作品を残していくことで、これからの大館を創造していきます。
招待作家には、国内外で活躍するアーティストの日比野克彦氏（美術家、東京藝術大学教授）
、遠藤一郎
氏（未来美術家）らをお招きし、地域の魅力を最大限に引き出すアートプログラムを開催いたします。
また、大館に縁のある平田オリザ氏（劇作家、内閣官房参与）によるご講演も予定しております。
「ゼロダテ／大館展 2011」は、地元出身のアーティストと市民が中心となり街中での創造的な活動に
触れることで、大館の魅力を再発見し、街の文化力、地域力を高める機会にしたいというアートプロジ
ェクトです。

概要
会期：① 8 月 12 日（金曜日）〜20 日（土曜日） 秋田県大館市
：② 10 月１日（土曜日）〜30 日（日曜日）東京都千代田区
会場：① 秋田県大館市 大町商店街 田町・栄地区 御成町 1 丁目〜四丁目 JR 大館駅周辺 他
② 東京都千代田区 ゼロダテ アートセンター 東京
主催：ゼロダテ／大館展 実行委員会
共催（予定）
：大館市大町商店街振興組合 大館市御成町二丁目商店街振興組合 御成町南地区商店街振
興組合 J R 大館駅 ゼロダテ アートセンター
特別協力：秋田魁新報社

後援（予定）
：秋田県 大館市 秋田県教育委員会 大館市教育委員会 大館商工会議所 大館市商業連
合会 (社)大館市観光協会 （社）大館法人会大館支部 （社）大館法人会青年部会 （社）
大館青年会議所 ＮＨＫ秋田放送局 ＡＢＳ秋田放送 ＡＫＴ秋田テレビ AAB 秋田朝
日放送 朝日新聞秋田総局 毎日新聞秋田支局 読売新聞秋田支局 河北新報社 秋田魁
新報社 秋田経済新聞 北鹿新聞社 大館新報社 エフエム秋田 大館ケーブルテレビ
秋田銀行大館支店 北都銀行大館支店 青森銀行大館支店
助成：芸術文化振興基金 一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団
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● 趣旨・目的

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ゼロダテ（０DATE）とは「ＤＡＴＥ（日付）
」を「ゼロ」にリセットし、もう一度新しい勇気やきっ
かけ・街を創造するという文化芸術活動です。地元出身のアーティストや地域住民が中心となり、商店
街での美術作品展示、コンサート、市民参加型のイベント等を行い、地域の魅力を再発見し、街の文化
力、地域力を高めるためのアートプロジェクトです。
2007 年から市民、支援企業、行政、各団体のご協力のもと、毎年新しいことに挑戦しながら、美術
展等の開催をしています。展示作品の鑑賞だけではなく、参加型のアートや創造的な活動に触れること
で、文化的な刺激を望む若者、ふるさとを想う帰郷者、地元で生きている人たち、様々な方に、今の大
館を見つめ直す場をつくってきました。
今年は商店街店舗を活用した美術展、ゼロ展 、パフォーマンス、ゼロダテクリック、ライブペインテ
ィング、コンサート、子供向けワークショップを連続的に展開し、アートで「作品を創造する力＝文化
力」と「街が生きる力＝地域力」を生み出すことを目指しています。

● 内容

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

□ ゼロダテ美術展：大館市内の商店街店舗を活用した美術展示
参加作家：中村政人

日比野克彦

石山拓真

根田穂美子

成田 康

遠藤一郎

タムラサトル

HEARTBEAT-SASAKI 渡辺 寛 村山修二郎 佐々木友輔 栗原良彰 大曽根朝美 伊藤園子 松渕
得雅 藤林 悠 澤田弦吾 田口有希 本多すなほ 齋藤瑠璃子 湊 哲一 遠藤麻衣 大江晃世 佐々
木紘子 松岡伸一 安達真由美 佐藤絵美子 他

□ ライブペインティング 1 ////////////////////////////////////////////////////////////////
作家：遠藤 一郎
日時：８月 12 日（金）
会場：旧正札竹村屋上
2001 年に閉館した老舗百貨店、
「正札竹村」は 100 年以上の歴史を
終え、ゼロダテアートプロジェクトが始まった 2007 年に、シンボル
マークである屋外看板が取り外され、東京で行われた展覧会において
作品として展示されました。2010 年には、北秋田市出身のアーティ
スト高橋沙綾（当時 19 才）によって、公開制作という形で新たな看
板が制作され、取り外された箇所に設置されました。
今年は、未来美術家、遠藤一郎によってその看板を公開制作によって
描きかえます。屋外看板に直接描かれる様子を、歩道、または特設ス
クリーンから鑑賞することができます。
ⓒ ZERODATE Art Project 2010

□ ライブペインティング 2 ////////////////////////////////////////////////////////////////
作家：日比野 克彦
日程：8 月 18 日（木）
（予定）
会場：大町商店街 ハチ公小径
2010 年に大館市が旧正札竹村の建物の一部を解体し、ゼロダ
テが設置したタテ 15m ヨコ 5m の大型バナースペースに、日
比野克彦氏が新しいイメージを描きます。
ⓒ Sunao Honda, HIBINO SPECIAL
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□ ゼロ展 2011 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ゼロ展は全国的に展開する県展等の公募展とは異なり、無審査で誰でも出品できるオープンな展覧会で
す。昨年に引き続き 2 回目の今年は 6 月上旬から全国的に募集をはじめ、ゼロダテ／大館展の開催期間
中に商店街の空き店舗で展覧会を開催します。ゼロ展出品者は、アートの最前線で活躍するゲストから
講評を受けることができ、さらにアワードを受賞した出品者は東京でグループ展を開催することができ
ます。
◇ 公開講評会
日程：８月 13 日（土）
講師：伊藤 悠（island JAPAN 代表）
小林 央子（十和田現代美術館特任館長）
中村 政人（アーティスト、東京藝術大学准教授）
中山 ダイスケ（現代美術家、東北芸術工科大学教授）
◇ ゼロ展プラス（仮称）

ⓒ ZERODATE Art Project 2010

大館市内商店街の空き店舗にて会期中、個展や作品を販売する出店希望者を全国的に募集します。

□ 講演会「新しい広場を作る」 ////////////////////////////////////////////////////////////
日程：8 月 14 日（日）14:00〜16:00
会場：中央公民館
講師：平田 オリザ（劇作家、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授）
演劇はもとより教育、言語、文芸などあらゆる分野の批評、随筆などを
各誌に執筆し、演劇教育プログラムの開発など多角的な演劇教育活動を
展開している平田オリザ氏に、文化芸術による地域活性をテーマに独特
の切り口から講演頂きます。
新しい広場とは？ 新しい広場を作ることが、
地域にとってどのように有
用なのか？

ⓒ T. Aoki

□ 秘湯! 赤湯フェス
（仮） ※内容は変更する可能性があります。詳細はお問い合わせ下さい。////////
日程：8 月 15 日（月）
（予定）
会場：矢立温泉赤湯（秋田県大館市長走字長走赤湯沢１）
ゲスト：遠藤 一郎 信長 サイトウタクヤ 他
参加料：有料
大館市内各地には数多くの豊かな温泉がわいています。
その中でもひときわ変わった泉質と建物のたたずまいを
持っている矢立温泉赤湯。その温泉旅館において、昼フ
ェスでは、多様なミュージシャンやアーティストが集結
し、ライブやパフォーマンスを繰り広げ、夜フェスでは、
旅館に一泊し、温泉、食事、トーク、即興ライブなど、
アットホームな雰囲気でゆるりと夜を楽しみます。
ⓒ ZERODATE Art Project 2011
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□ 「ハートマーク♥ビューイング」プロジェクト //////////////////////////////////////////
ゼロダテでは、2009 年から市民の手によって古着や古布
からパッチワークバナーを作成する「古着バナープロジェ
クト」を開催し、ゼロダテ／大館展の期間中に商店街のア
ーケードや街中に展示しました。
今年は「古着バナープロジェクト」をアーティストの日比
野克彦氏の呼びかけで始まった、被災地をハートでかざる
プロジェクト
「ハートマーク♥ビューイング」
にシフトし、
市民が作ったハートマークを集め、被災地に届けます。
ⓒ HIBINO SPECIAL

□ 未来龍大空凧プロジェクト //////////////////////////////////////////////////////////////
日程：８月 12 日〜20 日（予定）
会場：長木川河川敷（予定）
未来美術家遠藤一郎が国内外各地で行っている凧上げプロジェ
クト。今回は秋田県大館市で凧を作り、大館市民の夢を凧に描
いてもらい、未来へ向かうエネルギーである夢が、連凧となっ
て大空に夢が放たれます。
ⓒ island JAPAN

□ ゼロダテクリック上映会 ////////////////////////////////////////////////////////////////
日程：8 月 20 日（土） ※８月 12 日から 20 日の会期中、常設展示予定
会場：未定
毎年、ゼロダテのテーマソングを手がけるサイトウタクヤがこれまで作曲した 4~5 曲のゼロダテテーマソン
グのミュージックビデオを発表します。ミュージックビデオは、大館で撮影された風景の映像を用いて、招待
作家 1 名、中学生グループ、高校生グループ、一般公募でそれぞれ制作されます。

□ 小学生向けワークショップ「プチ美」 ////////////////////////////////////////////////////
日程：8 月 13 日（土）
、14（日）
、15（月）
対象：小学生
参加料：1,000 円／1 講座（教材費、保険料）
定員：1 講座につき 20 人
『プチ美術学校』
（プチ美）は美大生、美大出身者が中心となり、首都圏で小学生を対象にアートワークショ
ップを行っています。そのプチ美が出張し、大館市の空き店舗で 1 日 2 回、合計 6 回のアートワークショッ
プを開催します。
講座名：
「おもしろからだなぞり」 人間のからだの線の面白さを発見する。
「文字のデザイン」

文字をデザインすることでデザインを学ぶ。

「妖怪コラージュ」

秋田県に伝わる昔話を題材にコラージュの技法で妖怪を作る
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