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4 5ゴースト｜インゲス・イデー

※アーツ・トワダ（Arts Towada）とは？
青森県十和田市にて行われている「アー
トによるまちづくり」プロジェクトであ
り、屋外設置のアート作品と拠点施設と
しての十和田市現代美術館、そして関連
したアートプログラムの実施を軸として
います。アート作品は、国内外で活躍す
るアーティストによってアーツ・トワダ
のために制作され、建築家・西沢立衛の
設計による美術館展示室は作品に合わせ
た特別な空間となっています。

はじめに

　アートは多種多様な価値観の結晶です。美しいだけに留まらず時には世の中の矛盾

をストレートに暴き出し、私たちの生活や未来を写す鏡。「？（ハテナ）ワークショップ」

はmttが展開する、アートというフィルターを通して「気づき」を生み出すワークショッ

プです。「いったい何だろう？」「どうすればいい？」といった素朴な疑問をテーマとし、

参加者同士で話し合い・考え・つくってみる体験の中で、既成概念に囚われない

「そうか！」を発見してゆきます。

　青森県十和田市では、2010 年 4 月 24日オープンしたアーツ・トワダ（Arts 

Towada ※）を中心としたアートによるまちづくりが進められています。2008年

アーツ・トワダの中核施設である十和田市現代美術館の開館を引き金として、地元の

ボランティアグループ「アートチャンネルトワダ実行委員会」が生まれました。そし

て 2009 年の 1 周年記念展覧会では美術館だけでなく、近接した商店街のお店や

空き店舗が開放・工夫され展示空間となり、アーツ・トワダの活動は広がっています。

　この熱意に薪をくべるため、もっと十和田の人々にアートの持つ楽しさを広められた

らとの想いから、2010年に「？（ハテナ）ワークショップ in 十和田」を開催しました。

2010年のアーツ・トワダを軸として、3つのテーマ「知ること」「感じること」「できること」

を掲げ、私たちの日々の暮らしの中にあるアートについて考えました。参加された方々

だけでなく、このドキュメントを手にとったみなさんと共に新しい独自の価値観を

生み出す現場を創り出していけたらと願っています。



まずはアイスブレイク
床が作品（無題｜マイケル・リン）になっ
ているカフェに集合し、隣のひとと交互に
話し合ってみます。
Q1 アートについて楽しかった思い出を聞
かせてください
Q2 アーツ・トワダ（十和田市現代美術館）
ができて変わったことはありますか？

08.21

see ナビゲーター：谷川公朗（mtt）
ゲストスピーカー：高屋昌幸
（十和田市現代美術館館長）
場　所：十和田市現代美術館　
　　　　休憩スペース集合（CAFE）
対　象：十和田市のみなさん
参加人数：16名

まるかじりツアー中…
館内をめぐり宇宙のような部屋（無題／デッド・スノー・
ワールド・システム｜ボッレ・セートレ）に着きました。
十和田市現代美術館は作品に合わせてつくられた展示
室が、アートのための「家」になっています。

アーツ・トワダをまるかじり！

高屋昌幸（たかや・まさゆき）
1957.08.18　
十和田市稲生町に生まれる
1980.04.01　
十和田市役所入庁
（教育委員会中央公民館に配属）
広報広聴室、生涯学習課、
商工労政課ほか勤務
2010.04.01　
十和田市現代美術館配属
趣味：酒（最近は特にワイン）、
漬物づくり（ぬか漬け、タクワン、
飯ずしなど）、麺食い

　アートには「これでなくっちゃいけない」という
決まりや答えはなくて、「キラキラしていてきれい！」
とか「変なかたち～」など、観て触れた人が自由に
いろいろ感じられる面白さがあります。ハテナワー
クショップ第一弾「アーツ・トワダをまるかじり！」
では、官庁街通りに広がった作品をツアーのように
巡りながら、それぞれの作品ごとに思ったことをわ
いわいと話し合いました。
　この「アーツ・トワダをまるかじり！」では「ワー
ルドカフェ方式」を採用しました。ワールドカフェ
とは、カフェでテーブルを共にしたひと同士がリラッ
クスした雰囲気で会話を楽しんでいるという情景に
なぞらえ、あるテーマについてグループ内でオープ
ンに話し合うことで、より創造的な意見を引き出し、
情報（状況）の共有ができるファシリテーションの
手法です。
　今回は５人ないし４人をひとつのグループとし、
作品を鑑賞していきました。そしてひとつの作品を
鑑賞する中で感じたことを、グループ毎にB１サイ
ズの模造紙にカラフルなマーカーで書き連ねてゆき
ます。時間を区切り意見が出そろったところで、
グループの中でひとりを「主（あるじ）」、その他を「旅
人」とし、メンバーシャッフルを行います。旅人となっ
たひとは主を残し他のグループに旅立ちます。主は
他のグループから集まってきた旅人に対して、話し
合われた内容を模造紙に書かれた言葉や絵をもとに
説明、状況を共有します。
　このプロセスから、ある作品を他のひとがどの様
にみていたかが分かり、美術鑑賞の楽しさを実感し
てもらえるのではと考えています。

知ること

こんにちは！
受付はこちらです

今日はよろしくお願いします。
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まるかじりツアーに出発！
クッションの色ごとにグループに分かれ、普段の美術鑑賞とは異な
る座ったところからの視点で、リラックスして作品に触れてみます。
はじめに訪れた部屋にはおばあさん（スタンディング・ウーマン｜
ロン・ミュエク）が立っています。
Q3 その作品の特徴をあげてみましょう　そして思ったことや感じ
たことを伝え合ってください。



高屋館長トークセッション
Qアーツ・トワダとは？
谷川（T）＿アートで十和田が元気になる仕掛けだと思っています。
高屋館長（K）＿正にその通りで、今はアート作品と建物と今回
のワークショップのようなプログラムだけれど、市役所の仕事
なので行政（の立場）からみると近い将来は変わっていくので
はないか。自分達はこういう十和田にしてみたい、この活動が アー
ツ・トワダなんだと（いうように）広がっていって欲しい。
T＿今日もそうですけれど（美術館に）たくさんのお客さんが
来てくれていて嬉しい。
K＿たくさんお客さんが来てくれているから（十和田の）みんなが動いている。何かやってみようと
商店街の人たちも連携してくれている。美術館のチケットを持ってゆくとサービスしてくれたり（笑）
T＿（アーツ・トワダが）広がって十和田に根付いていって、ファンが増えて欲しい。そうすると
箱もの行政と言われるような悲しいことにならない。
K＿こうやって集まってくれている人たちや訪れてくれた人がストーリーを創って（作品を）育て
ていると思う。
T＿アートには正しい見方がなくて、今回のワークショップのように色々と感じたことを共有する
ことで、他の人はこんなことを思っているんだなと分かっていい。
K＿裏解説書を作りたくなりますね。中学校の子たちがこの美術館を解説したものとか（笑）

ふたたびまるかじりツアー！
美術館を出て、屋外の作品をみて廻ります
（フラワーホース｜チェ・ジョンファ）。アーツ・
トワダでは建築（十和田市現代美術館
｜設計 西沢立衛）も作品のひとつです。

ドリンクタイム＆グループ発表！
壁に貼り出した熱烈なコメントが書かれた模
造紙をみながらグループ発表を行い、全体で
の状況共有を図ります。同じ作品からいろい
ろな感想が出て、笑いやツッコミも！

気に入った作品は
ひとりでゆっくり観たいなあ
（勇気がなくて、
  やっていないですけど（笑））
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の広報、展覧会に関連したワークショップの
企画を練ったりしています。展示作品に絡ん
だり、走り回るなど、展示室や美術館全体を
使ったワークショップをやってみたいです。
大晦日には、脚立にあがって「大きいおばあ
さん（スタンディング・ウーマン）」のお身
ぬぐい（すす払い）もしました（笑）

美術館学芸員・佐々木さんから
お話をうかがいます
Q美術館で働くこととは？
スタッフが館長含め６人（当時）なので、
鍵開けなど朝のセッティングはみんなでや
りますね。（普段の１日は）美術館への行
き方の問い合わせの電話応対から、雑誌等

「知ること」WSを終えて
シンプルに「楽しかった」、「またやりたい」
という感想が多くある中で、「クッションで
床に座りながらアートを見れたことが貴重な
体験だった」や「こんなにじっくりとアート
を見たのは初めて」、「他の人がどう思ってい
るかが分かっておもしろかった」という感想
がありました。美術館における通常の鑑賞方
法をとらなかった今回のワークショップなら
ではの意見だと思います。美術館でボラン
ティアをされている参加者から、ある作品に
ついて「よくよく見たり（好きという）他の
人の意見を聞いて、私も好きになった」とい
う意見がなによりも嬉しい一言でした。

おつかれさまでした！
参加記念に
集合写真を笑顔でパチリ。



feel

10.23

ナビゲーター：手銭和加子（mtt）
講　師：高木久美（アーティスト）
場　所：十和田市現代美術館　
　　   　 休憩スペース集合（CAFE）
対　象：小学校 2・3年生～大人
参加人数：12名

いろんなちゃいろー土から絵の具をつくろうー
　第二回の「感じること」ワークショップでは、
〈土〉と〈にかわ〉を使う、日本古来の方法で絵の具
を作ります。自然の育んだ土で絵の具を作り、作品
を制作することを通じて、身の回りの〈いろ〉につ
いて、私たちの暮らす〈土地〉について、想像をふ
くらませましょう。
　使う土は、お庭の土、いつも歩いている道の土、
旅先で集めた土、土壁の土など、私たちのすぐ近く
にあった土。今回は鹿の角や皮を煮て作られた三千
本にかわを使って、土から絵の具を作ります。
　完成した絵の具には、それぞれオリジナルの名前を
考えます。「茶」「チョコレート」「土のあった場所」
などの言葉は使わないで、出来た絵の具をじっと見つ
めてひらめいた言葉を大切に、名前を決めましょう。
　名前をつけたら、次はグループになってお互いの
絵の具を使って作品を作ってみましょう。絵の具を
作るのに指を使ったのは、制作の為のウォーミング
アップ。手全体で絵の具を感じながら、思い切り描
きます。
　お互いの創作に刺激を受けながら作品が相乗的に
仕上がっていく、作品が生まれる瞬間のドキドキす
る気持ちを一緒に味わいましょう！

感じること

高木久美（たかぎ・くみ）
東京芸術大学先端芸術表現科博
士課程に在籍。人間の存在とそ
の肉体の神秘に関心を持ち、ラ
テックスゴムなどの伸縮素材、ポ
ンプ、ファンなどの動力を素材
としたインスタレーション作品を発表している。
また、体験から生まれる知性を育むためのワー
クショップも子供を中心に展開中。主な個展に
「イズモニオクミ」手錢記念館（島根／ 2008）、
「肉とポンプ」Gallery Q（東京／ 2007）、 主
な グ ル ー プ 展 に は「MEMENTO VIVERE/
MEMENTO PHANTASMA」フランス大使館（東
京 ／ 2009）、「ART AWARD TOKYO 2008」
行幸地下ギャラリー（東京／ 2008）。

「コクーン（さなぎ）」小田祐一／山内智博 「嵐の中の難破船」松本賀統／母良田瑛莉 「びっくりぼつぼつ絵」玉掛由美子／玉掛李／
畑中君子

「雷が鳴る夜」松本恵美子／佐々木裕哉 「眠り」渡部総子／沢目大輔「砂漠の月」古谷藍／畑中大豪
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気に入った〈土〉をサラ
サラするまで乾かして、
カレースプーン山盛り
3 杯持ってきてね。



この言葉は色の名前に使いません！
「土」「茶」「にかわ」「鹿」
「チョコレート」「土の採取場所」

2

土をつぶし、
裏ごす

6

同じ様な名前が
ないかチェック、
あればみんなで
考えなおす

3

絵の具をつくる

7

グループに
分かれて制作

8

完成！
5

カフェに持って
いって床に広げる

12 13

1

にかわの説明

こんな色の名前がつきました！
「びっくりいろ」「裸足色」「深く眠るために」
「昼間の暗がり色」「コクーン」「未熟な金色」
「古代の遺跡文明」「美味しい廃墟」「真夜中の地
面」「実りの秋」「月のさばく」「嵐～ストーム～」

このテーマで作品を制作します！
「さなぎ」「嵐」「眠り」「砂漠」
「びっくり」「雷」

いろんなちゃいろ
-土から絵の具をつくろう -

4

絵の具を塗る
紙に名前と土を

見つけた場所を書き、
色の名前を考える

「感じること」WSを終えて
「もっとたくさんイベントをしてほしい」、
「親子参加型がよかった」という感想に加
え、「すな（土）から絵の具ができてしま
う事が楽しかった」、「小さい頃、草をすり
つぶして遊んだりしたのを思い出しまし
た」という意見もあり、実際に作品を作る
というアートのワークショップらしさが前
面に出た回として盛り上がりました。



act

立木祥一郎（たちき・しょういちろう）
東京生まれ。東北大学文学部卒。川崎市市
民ミュージアム映像部門学芸員として映画
製作、国際映画祭企画などを経て 1994年
から青森県立美術館準備室学芸員として美
術館建設基本計画の策定、同時期に弘前市
吉井酒造煉瓦倉庫で奈良美智展を企画。2008 年に合
同会社 tecoLLCを設立。

12.11
ナビゲーター：松田龍太郎（mtt）
講　師：
小池一子（株式会社キチン）
立木祥一郎（teco.LLC 代表）
北原 啓司（弘前大学教育学部副学部長・教授）
小林央子 (十和田市現代美術館特任館長 )
場　所：十和田市現代美術館市民活動スペース
参加人数：15名

トワダでできることってなんだろう？

できること

北原啓司（きたはら・けいじ）
弘前大学教育学部副学部長・教授
東北大学大学院工学部建築学科に進学。
大学院博士課程修了後、工学部建築学科
助手を経て、1994年より弘前市に居住、
以後、主食をリンゴに変える。現在は弘
前大学教授、教育学部副学部長。専門は「まち育て」。
十和田市現代美術館設計者選定プロポーザル審査委
員長、Arts Towada プロジェクトプラン策定委員長
等を務めるほか、北は帯広から南は喜多方まで、東
北地方の魅力あふれる様々な都市の「まち育て」に
関わる。弘前のコミュニティＦＭで一時間番組「ま
ち育てないと」のＤＪを１０年間継続中。著書に、
まち育てのススメ（弘前大学出版会）、対話による建
築・まち育て（共著、学芸出版社）など。

小林央子（こばやし・ようこ）
十和田市現代美術館特任館長、「文化芸術による創造の
まちあおもり」副実行委員長 )
仙台放送（CX系列）にアナウンサーとして入社　ニュー
ス番組のキャスター兼記者を５年間務めるロンドン大
学キングスカレッジ留学後、フリーランスのキャス
ター・インタビュアー／通訳翻訳／MC／海外メディアコーディ
ネーター／執筆 etc　フジテレビ（リポーター）テレビ朝日（CNN
キャスター）のほかNHK衛星第一放送のドキュメンタリー番組の
キャスターを６年間務める　美術館のエヴァンジェリストとして
各地で講演、シンポジウム出演／アートイベントの企画運営

小池一子（こいけ・かずこ）
東京生まれ。早稲田大学文学
部卒業。「無印良品」創業以
来アドヴァイザリー・ボー
ド。武蔵野美術大学名誉教
授。1983 年～ 2000 年日本
初のオルタナティブ・スペース「佐賀町
エキジビット・スペース」創設・主宰。
現代美術の新しい才能を国内外に送り出
した。2004 ～ 2005 年武蔵野美術大学 
美術資料図書館、及び鹿児島県霧島アー
トの森「衣服の領域 On Conceptual 
Clothing: 概念としての衣服」展、2009
年 BankART Studio NYK（ 横 浜 ）
「INTERVALLO幕間展　アート／ファッ
ション／デザインのまくあいで。」ほか
公私立の美術館への企画参加も多い。編
著書に「三宅一生の発想と展開」「空間
のアウラ」など。

　十和田で「できること」ってなんだろう？
「知ること」「感じること」の二つのワークショップ
を通じてアーツ・トワダを実感していただくことが、
十和田の今後を占うためにも、とても大切だと思い
ます。
　そこで「できること」では、2010 年 12 月 4日
に新たに開通した、東北新幹線「七戸十和田駅」が
完成したことをふまえ、より十和田市へのアクセス
が向上することから、美術館を含めた十和田市全体
のさらなる「魅力アップ」をこのワークショップで
は考えていきたいと思います。
　実際に、アーツ・トワダを体感している市民の皆
さんや十和田に魅力を感じている県外の方々も交え、
　参加者には事前に「十和田の好きなところ」をア
イディアとして持ち寄り、その場でカードにたくさ
ん書き出していただきました！
住んでいる人ならではの視点や場所、人の名前（！）
まで次々とでてきました！そこにゲストも加わり、
十和田の新しい魅力を再発見することに。
　さて、あなたの好きな「十和田」ってどこ、だれ、
なに、ですか？

14 15
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　今回のワークショップの目的は「自分の価値、街の価値に気づく」ということです。実際に、
参加者の皆さんに「KJ 法（文化人類学者川喜田二郎がデータをまとめるために考案、データを
カードに記述し、カードをグループごとにまとめて、図解し、論文等にまとめてゆく手法）」を
用い、「十和田の好きなところ」を実際に書き記し、美術館の壁に張り出していただきました。
　「アート」はもちろんこと「十和田の街なみ」「自然」「食材」「人」などをキーワードとして
抽出しながら、異なる視点で、この街の「好きなところ」を書き出し、愉しそうに、ときには
競うようにして張り出していきました。その数は 200 を越えるカードへ発展。そして好きな
ところを張り出したところで、実際に、ゲスト講師である小池一子氏、立木祥一郎氏、そして
急遽参加いただいた、まちづくりのプロである国立弘前大学教授・北原啓司氏、また十和田市
現代美術館特任館長でおられる小林央子氏を加え、市民とともに、「十和田でできることって何
だろう」を考える時間に充てました。

「できること」WSを終えて
　この取り組みの中で当初の目的であった「いまある価値を見定めること」へは、一定の効果
と目的が達成出来たといえるでしょう。人と異なる視点を共有すること、それを「視座の転換」
とすると、その視座がもたらす新たな視点は、異なる価値を見いだすきっかけとなり、また共
有することではじめて、その価値がわかるという効果をもたらします。
　一方で、その価値に気付けども、その価値をどのように活用するかという部分に対して、どん
なアクションを起こすかは、まだイメージできてないと思いました。それゆえ、さらにこのア
イディアを深みあるものにするためには、「商店街」「伝統工芸」「特産品」といった具体的な課
題を抽出し、さらに参加者をグルーピングしたり、より専門的なスタッフやゲストを招聘する
などして、より効果的な運動へ発展する方向へ進めるべきだと実感しました。今後の目標とし
ては、より具体的な活動や実践ができる仕組みを仕掛けていくこと。そして「できること」を
見つけたことにより、さらに「自分たちでできること」を実践していくことを考えていきます。



十和田市現代美術館 館長 
高屋昌幸 

いい成果があったと思われる点
1　市民とともに、現代美術館の果たす役割、持っている可
能性を話し合うことにより、十和田市及び美術館の明日を考
える機会になった。 

2　美術館カフェやオープンスペースを活用してのワーク
ショップにより、「まちに開かれた美術館」としての機能を
示すよい機会になった。

3　市民が現代アートにふれあう可能性の多様さを示すよい
機会となった。 

4　また、現代アートをより身近に感じることのできる機会
となった。 

5　何より、現代アートを通じて、市民をはじめ多くの人の
元気を引き出そうと活動している主催者の姿にふれ、勇気と
励ましを参加者、美術館に与えてくれたこと。

今後に期待すること
1　いろんな意味で頭と心に刺激を与えてくれるせっかくの
機会ですので、パブリシティを多彩に展開し、より多くの方々
の参加を促す方法を。

2　参加者以外の共感の輪を広げるため、ワークショップの
結果を、速やかに、しっかりとアウトプットすること、その
方法の検討を。 

3　話し合いや直接参加に寄らない方法、言葉を超え感性に
訴える方法による問題意識の投げかけ、など、ワークショッ
プの概念を広げるような手法の検討を。

? ハテナワークショップに寄せて 

十和田市現代美術館 特任館長 
小林央子

　美術館でアート作品を鑑賞する方たちの表情が、ぱっと
明るさを増す瞬間があります。
　アートの女神に頬をなでられたのでしょうか。ほんのり
とした高揚感が広がる。私は「人は心が動くと体が動く」
と信じています。アートを体感して帰った方たちが、日々
の暮らしの中で何らかのポジティブなアクションを起こし
ている。そう信じます。そして美術館は、人々にインス ピレー
ションを与える、愛を与える場所でありたいと思っている
のです。
　十和田市現代美術館で実施された一連のハテナワーク
ショップ、会場で参加者の心にぱっと明かりが灯る瞬間を
何度もみることができました。 初めはもじもじしていた少
年たち、心のスイッチがONになると、いつの間にやら前
のめりになって議論に参加していました。しかも、アート
論 にも弁が立つ。しなやかな発想に目を見張ることもしば
しばでした。また、子供たちはものづくりの天才です。「ちゃ
いろ」を創るワーク ショップでは、アーティストがちょっ
と道しるべを与えただけで、それはそれは独創的な作品を
仕上げてしまいました。
　加えて、ワークショップに参加し深く影響を受けたのは、
実は大人たちかもしれません。第一弾のワークショップで
は「アート作品は自分の好き 勝手に見ていいのだ」と解り、
秋には「誰のものでもない自分だけのちゃいろ」をつくっ
てみたり。そして、街のために「自分だけができることは
何か」を考えた最終のワークショップ。大人たちは我慢す
ることに長けています。ずっとそうしてきたからです。子
供の頃は、もっと自分のやりたいことや好きなことを純粋
に追いかけていたのに。今回の、アートを素材にした一連
のワークショップは、ポスト子供である大人たちに自由に
表現したり、人と違うことをする楽しさをよみがえらせて
くれた感があります。
　美術館ばかりでなく十和田の街にポテンシャルを見いだ
し、じっくりと向き合ってくれるmtt の方たちに感謝の言
葉を述べたいと思います。皆さんは、風の人達、どこから
か吹いてくる心地よい風なのです。そして、十和田の土を
ふわっと舞いあがらせてくれる。
　今後もこのようなワークショップが継続し、より多くの
市民にこの「ふわっと」を体験してほしいと願っています。
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ふり返って、そしてこれからに向かって 
mtt　谷川公朗　手銭和加子　松田龍太郎

　3回のワークショップでは、地域外のメンバーである mtt がかかわることで、十和田の
人達の中に眠っている創造力を美術館という舞台で活かす方法に関する新しいアイディアが
提案できたと考えています。

　各ワークショップの終わりには参加いただいた方々にこんなことをききました。

　Qアーツ・トワダは10年後、どうなっている／どうなるといいと思いますか？

　「美術館内だけじゃなく、街中がアート一色になっていると思います」
　「（訪れた人に対して）市民全員が案内や説明ができるくらいに浸透してもらえたら良い」
　「日本中に ”十和田に現美（十和田市現代美術館）あり ”になっていると思う」
　「アートひろばの（ゴースト｜インゲス・イデー）のとなりに（彼女）ができていると思う」
　「アーティストの情報交換の場所、拠点。 周辺にアーティストが住む」
　「世界へ」

皆さんの回答には、キラキラ輝く未来がつまっていました。

　この「?WS10 DOCUMENT in TOWADA」制作中の 3 月 11 日、東北関東大震災が
発生し、これまでの私たちの生活は大きな変化を必要とされています。この状況に
対して「アート」そして自分たち個々人が何をなし得るのか、自問する日々を重ねています。
　アートは人の命を救えるのかという問いに、私たちは言葉をつまらせるしかありません。
しかしアートが、考える・感じる・創り出すという人間の人間として生きる理由に対して、
決して無力だとは思いません。その営みは、人類がどのような苦境に立ったとしても続いて
いくでしょう。
　
　人が笑って、泣いて、手を携えて、生きていく中で、アートに触れるということは、生きて
ゆくことの喜びや本質を自らに問いかける支えとなります。

　私たちは 2011 年度も「？（ハテナ）ワークショップ in 十和田」を続けてゆきます。
ご一緒にいかがですか？



mtt    

2009 年 3月谷川公朗・手銭和加子・松田龍太郎の 3名により設立。
アートの面白さを伝えるワークショップや展覧会の企画・運営、地元
ボランティアグループの支援とプラットフォームとなる場の創出、地
元産業に関する新規産業支援など、まちづくりの活性化を促進させる
事業の企画・運営を行っています。

http://hatenaws.exblog.jp/

◆ 谷川公朗（たにがわ・きみあき） 
1974年生まれ。東京理科大学大学院修了。ナンジョウアンドアソシエイ
ツにて、十和田市野外芸術文化ゾーン構想に関わる。現在、mtt代表。 
◆ 手銭和加子（てぜん・わかこ）
1982年生まれ、島根県出雲市出身。国際基督教大学卒業。現代美術
を扱う画廊での勤務を経て 2008年 3月に（株）TEZENを設立。　
◆ 松田龍太郎（まつだ・りゅうたろう） 
1977 年生まれ、青森県弘前市出身。慶応大学環境情報学部で街活性
化プランづくりなどを中心に建築を学ぶ。その後、女性支援企業（株）
oiseau を設立。

この冊子は「？（ハテナ）ワークショップ in 十和田」
の記録として発行するものです。

本企画を実施するにあたり、多くの方々に
ご協力いただきました。心より御礼を申し上げます。

アートチャンネルトワダ実行委員会の皆さん、石井克則さん、
小熊千佳子さん、加賀奈津子さん、北原啓司さん、小池
一子さん、小林央子さん、佐々木美華子さん、菅原靖雄さん、
高木久美さん、高屋昌幸さん、多田玲子さん、立木祥一郎さん、
苫米地祥文さん、豊川大樹さん、中川大輔さん、ナンジョウアンド
アソシエイツ、三好陽介さん（五十音順）

？（ハテナ）ワークショップ in 十和田
8 月 21日（土）10月 23日（土）12月 11日（土）
各 13:00 ～ 17:00
主催：mtt　
協力：アートチャンネルトワダ実行委員会、（株）oiseau、
　　　（株）TEZEN
助成：日本財団　
後援：十和田市（十和田市現代美術館）、十和田市教育委員会、
　　　デーリー東北新聞社、東奥日報社、RAB 青森放送、
　　　株式会社青森テレビ、青森朝日放送株式会社

「?WS10 DOCUMENT in TOWADA」
編集・発行：mtt
mail：mtt@tezen.co.jp
デザイン：小熊千佳子
イラスト：多田玲子
写真：mtt
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このワークショップとドキュメントは競艇の交付金による
日本財団の助成金を受けて実施・発行しました。
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