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はじまりの美術館の日常

はじまりの美術館は、“特別な日に訪れる非日常の場所”ではなく、いつでも、だれでも、気軽に道草することのできる

開かれた美術館だ。学校帰りの子どもたちが宿題をしたり、お母さんたちが料理教室に来たり、みんなで映画の鑑賞会

をしたり。「すべての人が表現者である」という考え方に基づき、世代も環境も違うさまざまな人たちが集い、活動でき

る場となっている。開館前、美術館の在り方について考えるために始めた“寄り合い”は、現在も定期的に続けられている。

美術館のスタッフと町の人々で集まって、町の未来について考え、猪苗代のマップ作成などの活動も行っている。定期

的にマルシェが開かれたり、県内・県外から様々なジャンルのアーティストが訪れ、町の人々と交流している。築 130 年、

町の人々に親しまれてきた蔵は、震災の痛手を乗り越えて、再び人々が集う場所として確実に猪苗代の町に根づいている。



アール・ブリュット（Art brut) とは伝統や流行、教
育などに左右されず自身の内側から湧きあがる衝動
のままに表現した芸術のことを指す。
フランス人画家ジャン・デビュッフェが提唱し日本
語では「生 ( き ) の」芸術と翻訳される。

まちに残る風情ある建物をリノベーションし、アー
ル・ブリュットの魅力を発信する場をつくるボーダ
レス・アートミュージアム構想が 2004 年日本財団
によってスタートし、近江八幡・高知・福山・亀岡
で 4 つの美術館が開設された。2014 年、5 番目に猪
苗代に開設されたのが「はじまりの美術館」である。



改修の舞台となったのは約 130 年前に建てられた酒蔵である。

桁方向に梁が十八間（約 33ｍ）の長さをもつことから「十八

間蔵」と呼ばれ、長く親しまれてきた。時代の移り変わりを

130 年あまり見つめ、酒蔵・ダンスホール・縫製工場など、用

途を変えながら猪苗代町の方に愛され続けてきた。

2010 年にこの蔵が美術館へのリノベーションの候補地となるも、

2011 年 3月 11日の東日本大震災を受け、建物が大きく損壊した。

このまま蔵が取り壊されてしまうと震災の傷跡だけが残り、復興

の灯火が消えることになる。そこで、福祉法人安積愛育園が事業

主となり、 日本財団とアーティスト村上隆氏が主催するカイカイ

キキによる復興支援のためのNew day 基金の助成を受けて、蔵

の再生と美術館へのリノベーションプロジェクトが再始動した。

地域に親しまれた蔵を引き継ぐ 東日本大震災による損壊



十八間蔵は長年の漏水や１ｍを超える冬場の積雪の重みにより、柱の柱脚部分や断面欠損の大きい柱と梁の取り合う

仕口の痛みがひどく、越冬の度にその状態が悪化しており、知恵と技術を持った大工の力を借りる必要があった。地

元福島県で古民家再生の仕事をしている根本一久氏率いる会津の大工たちが再生から仕上げまで請け負ってくれた。

屋根に葺かれた屋根土を取り除いて建物を軽くし、痛んだ軸組を再生するために外部土壁を落として、まだ使える材

を見きわめた。仕口の痛んだ部分を金物を使わず、古来からの日本建築の技術をもって大手術を施した。寸分の隙間

もなく金輪継ぎで継がれた柱や梁はまるで一本の木のようで、まさに大工の作品として建物にその再生の歴史が刻ま

れた。       

古来の技術×大工の技術



冬期の美術館の利用や作品保全の必要性から土壁や土屋根ではなく、気密性を高

め、高性能断熱材を用いた通気工法を採択し、温水式暖房設備と調湿外気処理機

による安定した快適な室内環境を構築した。

会津の匠の卓越した日本建築古来の技術と、快適古民家再生協会が実践する古民

家で快適に暮らすための現代技術によって、寒冷地において蔵を美術館として再

生することが可能になった。

現代の技術



建設と同時に立ち上げられた「はじまりの美術館準備室」と、山崎亮氏率いる studio-L のメンバーが 1年かけて行っ

た町の人々とのワークショップを通して、地域と美術館との関係を探った。十八間蔵の由来を語る人と町の歴史的な

連続感は、ワークショップを進めていく中で顕在化し、猪苗代に暮らす人たちにとってこの蔵がどのような場所であ

るとよいかということが焦点となった。美術館には、内部を東西に貫く軸線上にふたつの出入り口を設け、学校帰り

の子どもが道草をしたり、町の人が気軽に通り抜けできるような通路としての役割を持たせた。建設に際しては、床

に約 13,000 個敷き詰められた木煉瓦敷きや、外構のアプローチ、花壇、ベンチをつくるガーデニングキャンプなど、

建設のプロセスを多くの方々と共有した。また、オープンキッチンがあるコミュニティカフェ空間を設け、開放的な

アートと人とのつながりを深める拠点が生まれた。 

地域と美術館



開館後、はじまりの美術館には館長を含め三名の学芸員が常駐し、一年を通して全国のアールブリュット美術館と連

携した取り組みや、研究、展示はもとより、地域や震災、食に関することなど、身近なテーマを掘り下げた企画展が

継続的に開かれている。出展しているアーティストが猪苗代に滞在して作品を制作をしたり、様々なワークショップ

が企画され、全国的にもその取り組みが発信されている。美術館の立ち上げのときから続く地元の方々との「よりあい」

も継続的に開催されている。

企画展　2014 年～

第 1回　手づくり本仕込みゲイジュツ
2014.06.01-10.13　    観覧者数 4,688 人

第 2回　帰ってきたDr.N
2014.10.18-15.01.12    観覧者数 1,445 人

第 3回　ほくほく東北
　　　　アートでつなぐ、対話が芽吹く
2015.02.07-03.30　    　観覧者数 864 人

第 4回　TURN/ 陸から海へ
　　　　ひとがはじめからもっている力
2015.04.18-06.28　    観覧者数 2,293 人

第 5回　のけものアニマル
　　　　きみといきる
2015.07.18-10.04　    観覧者数 2,800 人

第 6回　unico file.01　伊藤峰尾
2015.10.24-11.30　   　 観覧者数 867 人

第 7回　この土地の温度を感じて
2015.12.26-16.02.29    　観覧者数 594 人

第 8回　絶望でもなく、希望でもなく
2016.04.02-06.27　    観覧者数 1,849 人

第 9回　オソレイズム
2016.07.16-11.07　    観覧者数 2,236 人

（16.08.31 時点）

第 10 回　たべるとくらす
2016.11.23-17.02.20    



北側から見る。屋根の積雪荷重を考慮して、新たに方杖が設置された。

撮影　新建築社写真部



エントランスホールから展示室を見る。



展示室２

木レンガ敷きと床見切り板には、

撤去した地松古材を削って再利用している。



小屋裏を見通す。

蔵の名前の由来にもなった棟木は

もともと 1本の丸木で十八間の長さがある。



床見切板には撤去した地松の古材を削って再利用 既存の不揃いな礎石とそこから立上がる柱

展示室を囲うコンクリートブロックの壁

コーナー部分を交互に積み存在感を和らげている

既存材と新設材を継ぎ足して再生

壁は 30mmのストロングボード
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【設　　計】　建築　竹原義二 / 無有建築工房

　　　　　　構造　下山建築設計室

　　　　　　設備　南都設計　大原設備設計

【施　　工】　快適古民家再生協会共同企業体　

【敷地面積】　1,217.14 ㎡

【建築面積】　235.66 ㎡

【延床面積】　284.01 ㎡

【階　　数】　地上２階

【構　　造】　木造

【工　　期】　2013 年 4月～ 2014 年 5月　



蔵は沈黙する美を持っている。

新しいものと古いもの、不揃いな素材の「違い」を受け入れ

以前から存在した空間の質、町の人の思いを受け継ぎ

それらを包み込む大きな物語のなかで

従来の枠組みを超えた新しい美術館が生まれた。　

美術と建築が社会の中で必要とされ

何かがはじまることが復興への第一歩と考えている。

撮影　新建築社写真部
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