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いう思いなのか、あるいは一人っ
ものが染み込んでいた。やっぱり

なのに、身体の中に衝撃みたいな

生に周囲の景色が一変した、そん

を映し出すガラス張りの建物の誕

開館当時、定禅寺通のケヤキ並木

たせんだいメディアテークですが、

館内も案内していただいたのです

にいるような感覚がありました。

交う人も見える。室内なのに公園

き来している方がいて、外を行き

ている方や立ち見の方、周囲を行

間前でした。津波の映像を見て、

を務めていまして、卒業式の２週

館長

いましたか。

いで仙台・東北をご覧になられて

えます。館長は当時どのような思

るような状況で震災について語る

していない、全員が被災者と言え

館長

市長

が心掛けていたと思います。

る、それぞれの受け止め方の違い

なって、人々の分断が起こってく

いろいろな違いが目に付くように

被災の程度や置かれた状況により、

ものがあります。しかし、次第に

で互いに助け合う一体感みたいな

た。被災直後は、皆さん同じ立場

思っているんです。

ークは大事な場所になるだろうと

れてくる。そのときにメディアテ

本全体に広がる新しい文化が生ま

りました。東日本大震災からも日

するなど、新しい文化が立ち上が

被災者の心のケアが注目されたり

市民ボランティアが広がったり、

館長

語り継いだり、若い世代が農業に

の民話を通してかつての暮らしを

か、語り合い、考える中で、地域

一番のベースになるものが何なの

私たちのこれからの生活を支える

合うことになったと思うんですね。

当の意味で支えてきたものに向き

文化など、私たちの日常生活を本

域でつないできた生業や暮らしの

演されたときには、どのような思
いでお話しされたのでしょうか。
ライフラインも完全に復旧

い意味ではなく皆さんの食い入る
まだ閉まっている施設も多

ような視線を感じました。
市長
い中、このメディアテークがオー
プンするということで、皆さんい
ろいろな思いを抱えながら駆け付
普段の講演でしたら、皆さ

けたのだろうと思います。
館長

んの気持ちを砕いて、緩めるよう
な柔らかい話からするのですが、
当日はそんなことをする心の余裕
はなかったです。でもせっかく関
西から来たので、阪神・淡路大震

も、立ち上がり、共に進もうとす
る人間の強さと優しさを目の当た
りにし、まちをつくるのはやはり
メディアテークって、博物

人だと実感します。
館長

館や美術館ではないので、何をす
るところなのか分かりにくい。で
も、生涯教育の中に位置づけられ
たのはいいなと思っていて、文化
のジャンルを問わず、市民に活動
の場を提供し、一緒に活動の進め
方を考えていく施設なんですね。
例えば「てつがくカフェ」では、
中学生とお年寄りが初対面でいき
なり被災や家族をテーマに話し合
います。世代や性別にとらわれな
いでストレートにしゃべる場なん
てここにしかないと思うんです。
ここは知らない者同士が集まり、
学びにつながる場所。そういう出
会いができる、何て言うんでしょ
うか、「交差点」。
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からだ

きりになれる時間が必要だったの
災害って、頭で記憶しているだけ

した。当時は関西でもできること

ではなく、身体の中にその記憶が

市長
をと思い、被災地に物資が回るよ

か。どちらにせよ、本を読むこと

重苦しい空気の中で、日常を取り
うに買い物も控えていました。阪

が必要とされていたのはびっくり

戻していくことが次のことを考え
神・淡路大震災の体験があったか

わし だ きよかず

せんだいメディアテーク館長・鷲田清一氏をゲストに
お迎えし、メディアテークの役割や仙台のまちづくり
などについて、郡市長と語り合っていただきました。

ントで講演するために初めて来館
る大きな力になったのかもしれま
らなのか、誰の指示でもなく、皆

沈殿して残っているのだと感じま

しましたが、入ってまず壁も垂直
年を迎

しましたし、うれしかったですね。

の柱もないことにびっくり。１階
せん。間もなく震災から

音楽も消え、笑いも消えた

あけましておめでとうござ
の会場も仕切りがないので、座っ

２つの大震災
周年の節目を迎え

な衝撃を受けました。広々とした
が、再開した図書館に貸し出しの
パニックになった関西出身の学生
というのは、生涯で一番緊張した

が復興の日々の中で広がってくる

挑戦したりする活動がこの現場か

館長

一緒になって議論したり、行政の

に

当時、メディアテークで講

空間やむき出しのチューブという
行列ができていたのには驚きまし
もいたと聞きます。彼らが阪神・
講演でした。何を話すのか、どん

に大事なことは何かということを
振り返らざるを得なくなった。地

こと、さらに復興公営住宅に移る

市長

らじわーっと広がっていったこと

なりわい

ときに地域がばらばらになって、

のさまざまなアイデアが出てくる

市長

災について記録する「３がつ

手の届かないところを市民の皆さ

確かに復旧・復興に向けて

特に高齢者の方はつらい思いをさ

は大事なことだと思いました。

地域ごとに移転を進めるなど、コ

ちをわすれないためにセンター」

んが率先して取り組んでいたりす

子どもから大人までみんな

ミュニティーの維持を大切にしま

や被災経験を共有し語り合う「考

る姿に、私自身も感銘を受けまし

市長

した。これも館長はじめ、阪神・

えるテーブル」などの事業を始め

た。大切な人や物をなくしながら

震災後に、市民の目線で震

淡路大震災を経験された皆さんの

ました。震災で全てを失い、本当

お話が生きたのだと思います。
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仙台では、その経験に学び、

現場になりました。

つかったことなどをお話ししまし

その時は、大阪大学の総長

内部の構造も特徴的です。
た。被災一色の生活の中で、暮ら
淡路大震災を経験したのは幼少期

日後の平成

館長
しや文化など自分を支えてきた大

震災から約

年５月４日に、市民図書館とメデ
な言葉が出てくるのかという、悪

23

れたことも経験として伝えました。

阪神・淡路大震災を機に、

交差点から始まる出会い

ですから、よく覚えていないはず

います。開館

市長

▲せんだいメディアテー クのスタッフの皆さんと

切なものに本を通じて触れたいと

10

ィアテークの再開に合わせたイベ

20

災の体験や、復興の過程で壁にぶ
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―せんだいメディア テーク開館２０周年

新 春 市 長 対 談
鷲田 清一 × 郡 和子

市長

◀せんだいメディアテーク。設計は建築家・伊東豊雄氏。建築専
門誌「日経アーキテクチュア」が発表した「平成30年間を代表
する建築ランキング」において、総合第1位に選ばれた

鷲田 清一氏

きよかず

交差点ですか。
を目指して登っていく、そういう

ろが特徴で、防災や環境などの地
館長

プロジェクトのように感じます。
海と共に生きる暮らしをど

域課題にアートの手法でお手伝い

になることでネットワークが厚く

何か相談しようか」っていうふう

「じ ゃ あ、ま た メ デ ィ ア テ ー ク で

さ っ て、た ま た ま 出 会 っ た 人 と

たちが、ぶらりと立ち寄ってくだ

ているじゃないですか。そんな方

市民の方もみんな得意技って持っ

した。アーティストだけでなく、

クをつくって、被災地に向かいま

い、ここを拠点に自らネットワー

ディアテークという交差点で出会

関係だったアーティスト同士がメ

立ち寄ってくれました。今まで無

来た大勢のアーティストがここに

災の時も全国からボランティアに

あるいは広場という感じです。震

る取り組みが広がり、市民力を高

る意識の高まりから教訓を継承す

市長

が大切です。

け合う仕組みを用意しておくこと

自分たちでできる力と、互いに助

らされました。自分たちのことは

るということを震災の時に思い知

いざというときに大変なことにな

能力をある程度持っていないと、

の時に応急処置ができるといった

受け手になっている。でも、病気

して行うので、我々はサービスの

したが、今は行政がプロの仕事と

護、防犯などは地域で担っていま

と思うんですね。以前は医療や介

共助の力がだんだん失われてきた

館長

んでいます。アーティストと住民

ト・ノード・プロジェクト」も進

市 長 東 部 沿 岸 地 域 で の「ア ー

と思います。

交換されるのはすごく良いことだ

て、その知恵がメディアテークで

の技は、生きるための技でもあっ

りだすことができるアーティスト

特別なものがなくても何かをつく

寄ってつくっていくところがある。

なのノウハウや得意なものを持ち

しい建物を造るだけでなく、みん

復興にもそういう面があって、新

み出していくのが上手なんですね。

わせて、これまでにないものを生

のものや、各自の得意技を組み合

く。アーティストは、有り合わせ

のを使って新しいものを作ってい

うんですけれども、身の回りのも

ではなくて、ブリコラージュとい

といっても絵の具や筆を使うもの

ィアテークの役割ですね。今は新

市長

るプロジェクトだなと思います。

ーナショナルなものが直結してい

一番ローカルなものと一番インタ

い人たちのネットワークなんです。

ェクトがなかったら絶対出会わな

ことが面白い。これもこのプロジ

が、一緒になって取り組んでいる

なアーティストや京都の学生など

フランスを拠点に活躍する世界的

った大事な地域の課題に対して、

のように回復させていくのかとい

なっていきます。
めることにつながっています。
の皆さんが一緒に作品を創り上げ

したり、支えたりします。アート

市長
館長
るという、心の復興の意味も持つ

会って話し合える、そんな交差点

成につながり、難局を乗り越える
ごく大事ですよね。メディアテー

館長

況でもあります。

交差点を通過したくても難しい状

型コロナウイルスの問題もあり、

居合わせることで分かること、感

だからこそ、今は苦しいけれど、

していることに気付かされました。

として、とても重要な役割を果た

くの人が実感し、人間の文化の核

る大木の時間軸の中に自分を据え

すが、大木は何百年。遙かに流れ

ぼっても祖父母の代くらいまでで

いうのは、せいぜい両親、さかの

てくれます。私たちの時間感覚と

古いまちならではの安心感を与え

ーク。

の森の大事な交差点がメディアテ

だきたいと思います。そして、そ

これらを含めた森をつくっていた

くれる大事なものだと思うので、

わって巨視的な別の視点を与えて

くれます。学術や芸術は大木に代

それはまちの文化としてす

震災後、市民の防災に対す

明治以降の近代化の中で、

大きな推進力になったと思います。
クはアートを通じてっていうとこ

まさに交差点としてのメデ

単に人が行き交うだけでなく、互

最先端のメディアを体験できる場
じられることを大切にするために、

置くと、ものの見方が変わります。

メディアテークは名前から

所のように思われがちですが、実
何をしておかなければならないか

されてしまったので、大木に代わ

すね。仙台は戦災で古いものが壊

とが感覚的に伝わってくるわけで

すべきことを考える、そういうこ

館長

と思います。

さんにメッセージをいただければ

たいと思います。最後に市民の皆

をつくっていけるよう進めていき

向けてバトンをつないで大きい森

はる

際は手仕事のような素手で行うも

市長

市長

るようなものを身近なところでし

皆さんが自分のためにある場所と

リ

ー

ネ

現在、本市ではまちづくり

の指針となる新しい総合計画の策

っかり根付かせることで、安らぎ
グ

「自然」「心地よさ」「成長」「進め！」

市長

グリーンという言葉には、

ｓｔ」を付けているんですよね。

を考えます。アーティストも、こ

とんでもない時間スケールでもの

の民主制の在り方を考えるなど、

の問題を考えるのに古代ギリシャ

思います。例えば大学では、現代

持てるようにすることが大事だと

なすべきことを考える時間感覚を

るいはひ孫の世代まで見通して、

の顔が見えるのが魅力です。その

ベントが多く開催されたり、市民

民活動が盛んだったり、街中でイ

ランティアの先進都市として、市

ればいいなと思います。仙台はボ

知らない自分に出会える場所にな

そして、一人一人が自分を開く、

います。何かと出会える、学べる。

思えるところになれたらと願って

メディアテークは、市民の

定を進めており、まちづくりの理

を感じられるまちにしていく、あ

素晴らしいですね。未来に
巨視的な、長い時間感覚の中でな

ートの紙袋な
どの雑がみを
使ってアート
作品を作る
がみ部」なん

「ワ ケ あ り 雑

念として「挑戦を続ける、新たな

杜の都へ―

という４つの意味を込めています。

んなふうな感覚でものを見るのか、

を掲げました。
館長

」

館長

文化をぜひ大事にして「人の森」

シ テ ィ ー

ばれたし、最上級がすてきだなと

こんなやり方もあるんだなど、僕

を育てていってほしいですね。

ス ト

思いますね。私が生まれ育った京

らが想像しなかったことを教えて

に最上級の「ｅ

都ではお寺などに大木が多く残り、

s
t

て、ものすご
くローテクじ
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多義性のある良い言葉を選

G
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ゃないですか。
でも、みんな
で集まって作っていると、周囲を
見て新しいやり方を学んだり、「元
気そうにしゃべっているけれど実
はつらさを抱えているんだな」と
気配を察して気遣ったりすること
で、他人への感情移入もできるわ
か

けです。逆に言うと、コロナ禍の
中で直接人と触れ合う大事さを多

人の「森」を育てる

考えるときだと感じます。

▲アート・ノード・プロジェクト（仙台インプ
ログレス）。津波で被害を受けた貞山運河の再
生を目指し、アーティストと住民が交流を図り
ながら、渡し舟や木道を制作するなど、沿岸部
の状況に応じて進行するプロジェクト

のや対面の活動が主流です。デパ

皆さんの交流が市民力の醸

いに手を携えながら、高いところ

アートの果たす役割

場でもあるのですね。

わし だ

普段、出会うことのない人

せんだいメディアテーク館長

たちがメディアテークでふっと出

館長

1949年（昭 和24年）京 都 市 生
まれ。哲学者。専門は臨床哲学、
倫理学。
大阪大学総長、京都市立芸術大
学理事長・学長を歴任。2013年
（平成25年）４月より現職
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