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三河・佐久島アートプラン21

佐久島体験2011
祭りとアートに出会う島
早春のアート＆イベント  案内

三河・佐久島アートプラン21は、島の持つ自然や伝統とアートとの出会いによって、佐久島の活性化を目指します。

学生チャレンジ企画　
佐久島弘法プロジェクト３『大学対抗リノベーション大会』［佐久島弁天サロン］愛知県西尾市一色町佐久島西側41  〒444-0416　TEL. 0563-78-2001　FAX. 0563-78-2050　開館時間／9:00～17:00／月曜休館（月曜日が祝日の場合、祝日明けの最初の平日） 入館無料  西港下船徒歩４分

●佐久島公式ウェブサイト  www.japan-net.ne.jp/̃benten/　●三河・佐久島アートプラン21ウェブサイト　www.m-mole.com/sakushima/  ■三河・佐久島アートプラン21　主催：西尾市　共催：佐久島・島を美しくつくる会　
［お問い合わせ先］西尾市佐久島振興課　愛知県西尾市一色町一色伊那跨61  〒444-0492　TEL.0563-72-9607　FAX.0563-72-3731　E-mail  sakushima@city.nishio.lg.jp
［企画・制作／佐久島からの手紙編集］オフィスマッチングモウル（担当：内藤／森田）愛知県岡崎市羽根町長田２  〒444-0813　TEL. 0564-58-2787　FAX. 0564-58-2784   E-mail  office@m-mole.com
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撮影／尾野訓大

※佐久島弘法プロジェクト３の軌跡展を弁天サロン内ギャラリー（月曜休館）で同時開催

愛知工業大学／中井研究室
愛知淑徳大学／清水研究室

椙山女学園大学／村上研究室
大同大学／武藤研究室

名古屋工業大学／北川研究室
名古屋商科大学／納村研究室
名古屋大学／恒川・太幡研究室

名城大学／生田研究室
名城大学／谷田研究室

● かつて雛祭りに佐久島で飾られていた素朴な土雛を華やかに展示 『佐久島の雛まつり展』  会場／弁天サロン
● スタンプラリーをしながら16点の常設展示作品をめぐるアート散歩 『佐久島アート・ピクニック』　
● 建築家が設計・制作した６つの祠と学生によるリノベーションの祠を巡る 『弘法巡りスタンプラリー』

佐久島弘法現地見学会関 連
行 事

同 時
開 催

日時／３月11日（日） 13：00～16:00
集合場所／東渡船場　参加自由・無料



アート＆イベント案内

渡船料金・お問い合せ

公共交通機関をご利用の場合佐久島行 船のりばへのアクセス

佐久島への交通ガイド

■運賃（片道）
　大人（中学生以上）800円／小児400円
　／団体割引（15名以上）／障害者割引有

【通常ダイヤ】

※電車・バス・渡船ともに本数が少ないので、
　時間の余裕を持ってお越し下さい。

※平成24年3月31日まで
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■車をご利用の場合
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無料駐車場完備。
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建築の力を借りてよみがえった佐久島弘法八十八ヶ所巡り　大正５年から96年にわたって島民が守ってきた伝統の「佐久島弘法」。過疎と高齢化に
よって失われつつあった八十八ヶ所の弘法巡りを復活させるため、2010年から「佐久島弘法プロジェクト」がスタートしました。１年目は「みかんぐみ」による４棟、２年目は
小川次郎、長岡勉による２棟の祠が新築され、３年目となる今回は、名古屋で建築を学ぶ８大学・９研究室の学生たちが壊れかけた祠のリノベーションを行いました。これに
よって、何十年もの間途絶えていた八十八ヶ所弘法巡りの伝統が、建築家や建築を学ぶ学生たちによってよみがえったのです。

2011年４月に初めて佐久島弘法を訪れた学生たちは、佐久島弘法の長い歴史や島の自然、弘法
の祠を守る高齢化した島民に思いをはせながら、それぞれのプランを作っていきました。模型以上
の規模のものをほとんど作ったことがない学生たちにとって、メンテナンスを繰り返しながらとは
いえ、今後何十年も残るだろう建築を手がけるのは初めての経験です。たくさんの失敗を繰り返し
ながら、試行錯誤の末に昨年11月から12月にかけて、島で合宿しながら祠を完成させました。建
てられた９つの祠は、みな違う顔を持ち、異なる風景を生みだしています。

これら小さな祠が黒壁の集落や森の中、海辺に点在する弘法道は、佐久島の新たな散策道として、
これからたくさんの人たちが歩み続ける場所となるでしょう。２月から３月の佐久島は、水仙やヤブ
椿、ハマダイコンが咲き乱れる季節を迎えます。歴史・自然と現代が出会い、建築の力で生まれ変
わった新しい祠に住まう弘法さんにぜひ、会いに来てください。

会期／２月11日（土・祝）～３月31日（土） 9:00～17:00　
会場／弁天サロン内ギャラリー／入場無料　※月曜休館

公開プレゼンで他校の発表を真剣に聞く建築学生たち

かっこいい模型はできました。さて、実際の祠の出来映えは？

荒天候による欠航や出航時刻の変更をご了承下さい。
■渡船時刻表

■渡船に関するお問い合せ先
　●船のりば 
　　TEL.0563-72-8284
　●西尾市役所  佐久島振興課 
　　TEL.0563-72-9607

※ダイヤ・運賃は改定する場合がありますので、ご了承下さい。

船のりばから佐久島西港へは約20分の船旅。
西港～東港は約5分です。

春のアート＆イベント予告／花ごよみ　 ※日程が変更されることがあります。お出かけの際は、改めて日時をご確認ください。

ヤブ椿  ３月～5月／椿ロード

『佐久島アート・ピクニック』

島の東西の森をつらぬくハイキングコースには2000本の
ヤブ椿が植えられています。ご堪能ください。

16ヶ所の常設展示作品をめぐるアート散歩コース。

『佐久島八十八ヶ所弘法巡り』スタンプポイントは14ヶ所。森を中心に歴史と自然をめぐる建築コース。

山桜＆ソメイヨシノ  4月上旬／島内各所
森の中を歩けば、楚々とした山桜を見ることができます。ソメイヨシノの
秘密のおすすめスポットは白山神社南側の空き地周辺です。

ハマダイコン  ４月～5月上旬／島内各所

『佐久島弘法祭り』

佐久島の春を代表するハマダイコン。フラワーロードや丹梨海岸、
おひるねハウスのある石垣海岸が特に見どころです。

島中の弘法さんの祠が花で飾られお菓子などでお接待が行われます。
建築家の手がけた祠でもお接待をします。

4月11日（水）  会場／島内各所

『弘法道ウォーキング大会』

八十八ヶ所を完全踏破するウォーキングイベント。佐久島遍路に挑戦。

建築を学ぶ学生たちが制作した祠のコンセプト、図面、制作過程などをパネル展示。

4月11日（水）  集合場所／西渡船場

『佐久島遍路展』

佐久島の弘法道をテーマにした作品展を開催します。
４月14日（土）～７月16日（月・祝）  会場／弁天ギャラリー

『佐久島・端午の節句』

島民から寄せられた端午の節句飾りで季節の演出。
４月14日（土）～５月６日（日）  会場／弁天サロン

『鯉のぼりぬり絵会』

大人も子どももオリジナル鯉のぼりをぬり絵でつくってください。
誰でも参加でき、制作したぬり絵はお持ち返りいただけます。

４月14日（土）～５月６日（日）  会場／弁天サロン

『大学対抗リノベーション大会』 展覧会
学生チャレンジ
企画

佐久島弘法プロジェクト３

会期／2012年２月11日（土・祝）～３月31日（土） ●野外につき、いつでもご覧いただけます
会場／島内８ヶ所（大山４ヶ所、秋葉山２ヶ所、富士山２ヶ所）

愛知工業大学（中井研）、愛知淑徳大学（清水研）、椙山女学園大学（村上研）、大同大学（武藤研）、
名古屋工業大学（北川研）、名古屋商科大学（納村研）、名古屋大学（恒川・太幡研）、名城大学（生田研、谷田研）

参加
大学

◉佐久島弘法3 大学対抗リノベーション大会の軌跡展

日時／３月11日（日） 13：00～16：00　
集合場所／東渡船場／参加自由・無料
大学対抗リノベーション大会に参加した８大学９研究室のメンバーが、制作した祠に
ついて解説するほか、これまで制作された建築家による６棟の祠もあわせて巡ります。

◉佐久島弘法現地見学会

今回リノベーションした祠のうちの５棟と、空き家になっていた祠18棟に、昨年夏『佐久島 土弘法』で
制作された、ふるかはひでたか・松岡徹制作の陶製弘法大師座像が設置されます。
96年前の弘法さんと2012年の弘法さんを同時にたずねてみてください。

関連
事業

関連
事業

みどころ！

『佐久島の雛まつり展』

水仙と梅の香りに包まれて『佐久島のお庭』

会期／2012年２月11日（土・祝）～３月31日（土）　
会場／弁天サロン創作の間／入場無料　※月曜休館　

場所／大島（東渡船場下船 徒歩10分）

佐久島に春を告げる土雛の展示が今年も　かつて雛祭りに佐久島で飾られていたのは手作
りの素朴な土雛でした。愛知県は陶磁器産業が盛んだったため、戦前まで庶民の雛人形として土雛が広く飾
られてきました。佐久島では女の子が産まれると、土雛を贈ったそうです。土雛は対岸の知多半島にある常滑
などから行商がきました。雛まつり展で展示される土雛は、島民が実際に雛祭りに飾っていたものをお借りし
ています。中には犬、猫などの動物や、軍人さん、長寿を願う翁と媼、さらに芝居の一場面までさまざまな人形
があり、それらも雛人形としていっしょに飾られました。豪華絢爛、とは言いませんがとてもあたたかみのある
土雛を弁天サロンに展示いたします。土雛をとりまくように飾られるのは華やかな吊し飾り。島の女性たちと
観光客の皆さんが制作ました。期間限定の素敵な記念撮影スポットをどうぞお楽しみください。

一年を通して常設展示作品を楽しむことができる「佐久島アートピクニック」。実は、この時期（２～３月）特におすすめした
いのが、松岡徹が大島に制作した『佐久島のお庭』です。島民が丹精込めて育てた水仙と梅が同時に咲くのは１年にわずか
な時期だけ。水仙と梅は花の美しさだけでなく、香りも楽しめる一粒で二度美味しい季節の花です。お庭の小道を散歩しな
がら、天気のよい日には学生チャレンジ企画で制作されたテーブル＆ベンチで一休みするのもおすすめです。

開催日時／３月３日（土） 10:00から （お菓子がなくなり次第終了）　
会場／弁天サロン／参加無料
愛知県の東側・佐久島のある三河地方で昔から雛まつりのお菓子として親しまれてきた「伊賀
まんじゅう」を、先着100名にふるまいます。ささやかな雛の祝いをいっしょに楽しみましょう。

◉女の子集まれ！（男子も可）  雛まつり会

地図付きスタンプシートは渡船場・
弁天サロン無料配布中

いつでも体験できます。
ふたつのスタンプラリー

梅園の真ん中の小道を通れば香りのシャワー！

郷土伝統の
雛菓子・
伊賀まんじゅう

お洒落して雛かざりの前で記念撮影はいかが？

ほこら

開催日時／２月5日（日）10:00～12:00
募集定員／２00名（先着順、中学生以上）／要事前申し込み
申込連絡先／佐久島弁天サロン（月曜休館） Tel.0563-78-2001
申込期間／1月１１日（水）～１月２７日（金）
お問合せ先／西尾市役所 佐久島振興課  Tel.0563-72-9607

島では、「島を美しくつくる会／ひと里分科会」を中心に、
島民や島外ボランティアのみなさんのご協力を得て、島
の自然や景観を守る活動を続けています。今年も「三河
湾の黒真珠」と呼ばれる黒壁の家並み整備と、大島公園
の梅園整備を行う計画です。ぜひご参加ください。

2月の
おすすめスポット

ボランティア
大募集

「黒壁運動」＆「里山づくり」
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