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（津軽 文化祭 特集 号）

津軽地域では、各市町村ごとの文化祭や、個
人・グ ループや 児童生 徒の作 品展 などは 盛んに 開
催さ れている もの の、参加者 が固 定化さ れてい た
り 、同じ生活 圏では ある ものの 、他市 町村や 異な
る年 齢層との 交流 が少な い状況 にあり ます 。
今回 は、津軽 地方に 江戸時 代後 期から 伝わる 青
森県 指定伝統 工芸 品の「 こぎん 刺し 」に注目 した
作品 展を開催 し、こぎ ん刺し の新 たな可 能性を 情
報発 信すると とも に、こぎん 刺し を通し た異文 化
の交 流及び地 域間・世 代間の 交流 を図る ことと し
てい ます。
日本各地で受け継がれている布による生活技
術「布芸」を新し い視 点から 捉え 、現代 生活 のニ
ーズにあったデザインを提案している束松陽子
氏（帆布トートバックセミオーダーブランド店
主 ）と福田 里香氏（料 理研究 家）のコラ ボレ ート
によ り、年齢問 わず幅 広く日 常生 活で使 用され て
いるトートバックにこぎん刺しをあしらった作
品展 を開催し ます 。

【布 芸展 】
■会 期 11 月 11 日（金）〜23 日（水）勤労感謝の日
■時 間 10:00〜17:00
■内 容 こぎん 刺しを 利用 したト ートバ ック等
の展示
■会 場 弘前市 緑の相 談所 （弘前 公園内 ）
■入 場料 無料
■会期 内のイ ベン ト
○11 月 12 日（土 ）14:00〜15:30
料理研究家・福田里香氏らによるトークショー
○11 月 19 日（土 ）14:00〜15:30
こぎん研究所・成田貞治所長によるレクチャー
○11 月 20 日（日 ）14:00〜16:00
こぎん研究所の名人に習うこぎんワークショップ
（参 加費 500 円 ）
※ イ ベン ト 参 加 には 予 約 が 必要 で す(定 員 あ り)。

【津 軽文化祭 とは …】
津軽 広域連 合で は、地域連 携を 推進す るため の
さま ざまなソ フト 事業を 実施し ていま す。
事業 実施 にあた っては 、市町村 から１ 名ず つと
学識 経験者で 構成 される「 津軽広 域懇 談会」か ら
提言 をいただ きな がら内 容を検 討して いま す。
津軽 文化 祭は、この 懇談 会から かねて より 要望
のあ った芸術 分野 で初め て取組 むもの です 。
今年 度は「布芸 展」の開 催と、地域 住民の 交流
のガ イドとな る文 化祭情 報一覧（ 裏面 ）を作成 す
るこ ととして おり 、今後 も継続 実施し 、津軽 文化
祭の 機運を高 めて いきた いと考 えてい ます 。

■主
■共
■後

催 津軽広 域連合
催 ＮＰＯharappa、 Y E N、 アベイ ユ
援 青森県 、弘前 こぎん研究 所、みかみ工芸

■問合 せ・イ ベン ト参加 予約は …
ＮＰＯharappa（ ハラッ パ）事 務局
TEL 0172-31-0195
mail post@harappa-h.org

皆さんのご来場をお待ちしています！
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