旅する街

〜日韓交流の新しい可能性

江戸幕府が「よしみ（信）をかわす（通）」の意で、二百数十年間、

もうひとつの理由は、韓国の様々な都市の方が、BankART を訪

ます。お金のもっている人に対しては、立派な旅館が道中に準備

9 年後には、当時のスケール 500 人規模の招聘と 4,000 人ともい

招聘し続けた朝鮮半島からの 500 人規模の文化使節団『朝鮮通信

ねて下さったことです。横浜市が推進する創造都市構想プロジェ

されます。食べものついても同じようなことが生まれます。それ

われるクルーを実現したいと考えています。もちろんハードルは

使』
。この『朝鮮通信使』を今日の日韓の新しい交流プロジェクト

クトの視察が主な目的ですが、年間 10 を超えるチームが毎年訪

はお寺とお寺の道程の間に、地域の人が協力しながら飲食を備え

数々あります。500 人の選考方法、宿泊などを受け入れてくれる

として展開していくのが『続・朝鮮通信使』です。

ねてくれました。日本国内の各都市も同様で、歴史的建造物を活

てくれるという信じられない慣習です。一方、旅する人のための

都市との協働関係の構築、法的・感情的なハードルのクリアー、全

用して何かを計画をしている自治体は、必ずといっていいほど

お土産物屋やレストランを開く人もいるわけです。ファッション

体を支える経済の仕組み、等など。

なぜ朝鮮通信使に興味をもったか？

BankART を訪ねてこられました。こんな状況の下、こちらが何

等でも同じ現象がおこります。このように、もともとは修行とし

これらの課題を焦らないで、じっくりと突破していきたいと思い

私たちが『朝鮮通信使』に興味をもった理由のひとつは、日本と

も反応しないわけにはいけない、訪ね返しの旅を是非行ないたい

て始まったものが、それを巡る人をきっかけに『旅する街＝トラ

ます。幾度も往来することで、日韓の間に横たわるいくつもの誤

朝鮮半島という国家間の外交プログラムが、地方都市のホスピタ

と思いはじめました。これが『続・朝鮮通信使』をはじめる直接

ベリングシティ』とでもいえるようなネットワーク（街）が、生成

解や隠された真実などを開いていき、溶かしていきたいと考えて

リティのリレーで支えられていた点です。各都市（各藩）が人的・
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してくるのです。

います。そしてそう遠くない将来、この往来の中から「四国遍路」

文化的な財産を総動員し、独自の方法で異国の客人を迎え入れ、

きた「他都市及び国際的なネットワークの構築」に正に合致する

信（よしみ）を通（かわす）。このことは既に言及されているよう

テーマだったのです。

「四国遍路」は 1,300 年の時を超え、今でも年間数十万の人々が四
国を訪れ、四国という閉じた島の経済を外部から支える仕組みに
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続・朝鮮通信使 2011夏 新・港村

2011年8月6日- 11月6日 横浜に韓国チームを招聘

瀬戸内
2010

2010.8/6-8/31

ソウル〜瀬戸内〜越後妻有

2010 年 8 月 6 日、日韓の主にクリエイターからなるクルー約 20 名が、現代版の衣装を身にまとい、オリ
ジナルな旗と音楽を掲げて、20 数日間キャラバンを行ないました。ソウルから釜山へ、釜山から対馬へ、
そして博多へ。下関からは船をチャーターし、大阪まで 14 日間の船旅。瀬戸内国際芸術祭 2010 の正式
参加プロジェクトだったこともあり、とりわけ瀬戸内海の通信史ゆかりの街は丁寧に巡りました。下関、
宇部、上関、下蒲刈島、今治、鞆の浦。そして瀬戸内芸術祭の島々を巡り、シンポジウムにも参加、再び
牛窓、備前、室津、神戸、大阪へ。そしてあいちトリエンナーレを経て横浜へ。その後も新潟県越後妻有
まで脚をのばしました。

韓国
2011

2011.4/28-5/6
ソウル〜釜山

2011 年春（4.28〜5.8）は韓国国内を巡るツアーを「続・朝鮮通信使研究会」のメンバー15 名程で行な
いました。インチョンやキョンギドウ等に誕生した新しいアートスペースを巡りながら、ソウル〜安東
〜テグ〜慶州〜ウルサン〜釜山と東周りで南下。釜山では新しく開館した「朝鮮通信使博物館」のお祝
いや、朝鮮通信使祭りのパレードにも参加しました。韓国国内は通信使のゆかりのある街は少ないです
が、巡ってみると予想外な出会いがあります。例えばテグの郊外の村では、加藤清正が出兵した際に残
留した武士の 19 代目の子孫にあたる人たちの日本人村に出会いました。100 歳になろうという老夫妻
が日本語を話されていたのには驚きでした。

新・港村
2011

2011.8/6-11/6
新・港村/横浜

2011 年夏は横浜トリエンナーレ 2011 と特別連携して開催した「新・港村」というプロジェクトの中
で、数多くの韓国チームを招聘しました。ソウル・アートスペース・グムチョン（ソウル文化財団）
、

totatoga（釜山）、釜山文化財団（釜山）、net-a/ 東亜大学校石堂学術院（釜山）、ブピョンアートセン
ター
（富平区 /仁川市）
、FREEZOOM（京畿道）
、ムンレアーティストビレッジ（ソウル）
、オルタナティ
、オルタナティブスペース Bandee（釜山）
、オープンスペース Bae（釜
ブスペース LOOP（ソウル）
山）
、noridan（全国）
、TETSUSON 韓国チームなど等。その際チームが活用するスタジオ空間とし
て、江戸時代、釜山にあった草梁倭館（日本人居留地）の一軒を再現しました。会期中は、この草梁倭
館を中心に、日韓の多彩なイベントが連日開催されました。

東海道
2012

2012.9/14 -9/17
横浜〜越後妻有

2012 年秋は、ノリダン（打楽器隊 / 韓国）とサンドラム（打楽器隊 / 日本）を招聘し、BankART の拠点
がある横浜関内外地区をパレードしました。その後、場所を新潟に移し、大地の芸術祭開催中の越後妻
有で、このふたつの打楽器チームと共に十日町市や津南町を巡り、
「農舞台」で行なわれた芸術祭のファ
イナルイベントに参加し、大きな盛り上がりを見せました。

瀬戸内
2013

2013.10/6 -10/27

対馬〜清洲〜瀬戸内〜愛知

2013 年のツアーは天候に恵まれなかったが、通信使の「潮待ち、風待ち」をあらためて実感した旅
でもあった。まず飛行機で対馬に渡り「対馬アートファンタジア」を訪問。その後、釜山へ。KTX で
釜山から清州へ。
「清洲国際工芸ビエンナーレ」の公式シンポジウムに参加し、横浜と BankART に
ついての発表を行う。そして、ソウル、仁川（ソンド）のオルタナティブスペース、ノリダンの本拠
地の富川を訪問し、台風に押し出されるように福岡に戻る。福岡からは陸路で松山、丸亀、今治、広
島、倉敷、岡山を巡り、呉にてチャーター船と合流。ツアー参加者もここから大きく増える。下蒲刈
「瀬戸
島では朝鮮通信使再現行列に参加。鞆の浦、百島の「ART BASE MOMOSHIMA」を経て、
内国際芸術祭 2013」のエリアへ。全ての島を巡る。釜山文化財団のチャさんも高松から参加。最後
は小豆島の福田地区に滞在。福田港〜姫路〜名古屋ルートで「あいちトリエンナーレ」を訪問。ス
ピード感のある充実した旅であった。

