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                       PRESS RELEASE 
 

 

2022 年６月 30 日 

「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会 

 

 

「隅田川 森羅万象 墨に夢」プロジェクト企画決定及び主催企画のご案内 

 
「隅田川 森羅万象 墨に夢」（通称：すみゆめ）は「北斎」「隅田川」を主なテーマに、すみだの地域資源

を活用するアートプロジェクトを毎年秋に実施しています。今年度も広く企画を募ったところ、全41 件の

応募があり、選考委員による検討の結果、13 件の企画を採択しました。 

これらプロジェクト企画は 2022 年 9 月 1 日〜12 月 25 日のメイン期間、主催企画とともに、まちなか

や隅田川周辺で実施いたします。イベントの詳細は８月上旬にWEB 等で発表します。 

 

■プロジェクト企画一覧 

団体名 企画名称 テーマ ジャンル 

AGAXART 舞踏作品「北斎漫画の墨の囁き、街の響き」 北斎 舞踏 

ONA project room 汽水域/Kisuiiki 北斎 アート 

北斎通りまちづくりの会 北斎祭り 北斎 まちづくり 

みんな北斎プロジェクト 
みんな北斎プロジェクト ワークショップ編 

影絵で遊ぼう！2022 
北斎 アート 

すみだパーク演劇部 

扉座大人サテライト 

夢劇アンソロジー イースト・すみだ・ストーリー4

〜作品探しの校外学習〜 

北斎／ 

隅田川 
演劇 

uni すみだ川ラジオ倶楽部（仮） 隅田川 演劇 

北野留美 盆踊りストーブリーグ 隅田川 音楽・踊り 

一般社団法人Token 隅田川船上ツアー・パフォーマンス（仮） 隅田川 アート 

NPO 法人トッピングイースト 隅田川に咲く花でヘッドドレスをつくってみよう！ 隅田川 アート 

一般社団法人もんてん 両国橋アートセンター2022 隅田川 音楽 

一般社団法人藝と 
ファンタジア！ファンタジア！―生き方がかたちに

なったまち―プラクティスプログラム 
地域資源 アート 

さんぽチーム（野木青依× 

MC.sirafu×宮﨑有里） 
すみだのかたち（仮） 地域資源 音楽 

NPO 法人向島学会 向島まちづくり資料館《準備室》 地域資源 まちづくり 

 

■選考委員 

大内伸輔 公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京  

事業推進室 事業調整課 事業調整係長 

小澤慶介 一般社団法人アートト代表、インディペンデント・キュレーター 

佐藤慎也 日本大学理工学部建築学科 教授 

久野敦子 公益財団法人セゾン文化財団 常務理事 

後藤隆宏 墨田区 地域力支援部 部長 
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まちの言葉をきく いつもの景色が変わる アートプロジェクト“すみゆめ” 
 

「隅田川 森羅万象 墨に夢」（通称：すみゆめ）は、すみだ北斎美術館の開設を機に 2016 年に始まった

アートプロジェクトです。葛飾北斎が90 年の生涯を過ごした墨田区及び隅田川流域で、墨で描いた小さな

夢をさまざまな人たちの手で色付けしていくように、芸術文化に限らず、森羅万象あらゆる表現を行ってい

る人たちがつながり、この地を賑やかに彩っていくことを目指しています。 

開催期間中は、まちなかや隅田川を舞台に主催企画やプロジェクト企画を行うとともに、すみゆめ参加者

や関心のある人たちが集う「寄合」（毎月開催）で相互に学び、交流する場を創出していきます。またメイ

ン期間の外にも、すみゆめの趣旨に賛同する企画を「すみゆめネットワーク企画」として広報連携するなど、

一年を通して活動しています。 

「北斎」と「隅田川」を主なテーマに、すみだの地域資源を活用する多彩な企画を約 4 カ月にわたって展

開。まちの魅力を見出したり、身近なところでアートを通じた新たな出会いを紡いだり――「まちの言葉を

きく いつもの景色が変わる」すみゆめプロジェクトをお楽しみください。 

 

■実施概要 

メ イ ン 期 間：2022 年 9 月 1 日（木）〜12 月25 日（日） 

開 催 場 所：隅田川、隅田川テラス、隅田公園そよ風ひろば、すみだ生涯学習センター、 

すみだパークギャラリーささや、すみだ北斎美術館、すみだリバーサイド 

ホール、大横川親水公園、北條工務店となり、本所地域プラザBIGSHIP、 

両国門天ホール、UNTITLED space ほか区内各所 

主   催：「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会、墨田区 

協 賛：株式会社東京鋲兼、東武鉄道株式会社 

助        成：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 

（KOSUGE1-16「どんどこ！巨大紙相撲〜北斎すみゆめ場所」） 

メディア・パートナー：J-WAVE 81.3FM 

 

■スケジュール 

 9 月 10 月 11 月 12 月 

【主催企画】 

すみゆめ踊月夜 

 10/8-9 

PM 開催 

 雨天延期 

11/5-6 

   

KOSUGE1-16「どんど

こ！巨大紙相撲」 

    11/12-20 

巡業 

 12/18 

本場所 

【プロジェクト企画】        

＊13 企画を実施予定        

        

        

        

        

        

  

両国橋アートセンター 

北斎祭り 

夢劇アンソロジー 

隅田川船上ツアー・パフォーマンス 

汽水域/Kisuiiki 

舞踏作品「北斎漫画の墨の囁き、街の響き」 

すみだのかたち 
隅田川に咲く花でヘッドドレスをつくってみよう 

向島まちづくり資料館《準備室》 

みんな北斎プロジェクト 盆踊りストーブリーグ 

ストリートピアノすみだ川 

灯りのフェスティバル／金魚ねぷたづくりWS 

すみだ川ラジオ倶楽部 ファンタジア！ファンタジア！ 
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■主催企画 

すみゆめ踊月夜 

 

集い 巡り 語らう 踊りとうらないの夕べ 

隅田川沿い、隅田公園から牛嶋神社の周りを舞台に、踊りとうらないの場を開く「すみゆめ踊月夜」。多彩な歌い

手や踊り手を迎え、耳馴染みある音頭から昭和歌謡やオリジナル楽曲の数々を生演奏。懐かしの曲に耳を傾けて

歌うもよし、鎮魂の舞を心静かに見つめてもよし、もちろん踊りの輪に加わってもよし。そして夕闇迫る頃には、

公園のあちらこちらに、独自のうらないを供するアーティストたちが現れます。うらないを通じ共に遊ぶ時間の

中に、過去・現在・未来の自分を映し、明日の振る舞いを決める手掛かりが見出せるかも――。さまざまな人が

混ざり、思い思いに時を過ごしながら、他者と接続していく2 日間です。 
 

日時 2022 年 10 月 8 日（土）14:00～20:00／9 日（日）14:00～19:00  

会場 隅田公園（そよ風ひろば～牛嶋神社周辺） ※雨天延期：11 月 5 日・6 日 
 

●すみゆめ踊行列 

【プロデュース】岸野雄一（スタディスト） 

【出演者第一弾発表!!!】ジンタらムータwith 久下惠生 

ジンタらムータ（こぐれみわぞう、大熊ワタル、橋本“KIDS”剛秀、関島種彦、服部夏樹、木村仁哉、イトケン） 

さとうじゅんこ、モノガタリ宇宙の会、柳原陽一郎、山田参助 ほか 【MC】山口屋左七 
 

●うらないうら道 

【企画・構成】居間 theater（パフォーマンスプロジェクト） 

【参加アーティスト】 

居間 theater＋荒木知佳、今和泉隆行（地理人）、遠藤麻衣、しば田ゆき、たくみちゃん、福田毅 
 

 

岸野雄一 東京藝術大学大学院映像研究科、美学校等で教鞭をとる。「ヒゲの未亡人」
「ワッツタワーズ」などの音楽ユニットをはじめとした多岐に渡る活動を包括する名称
としてスタディスト（勉強家）を名乗る。銭湯やコンビニ、盆踊り会場で DJ イベント
を行うなど常に革新的な場を創出している。2015 年、『正しい数の数え方』で第19 回
文化庁メディア芸術際エンターテインメント部門の大賞を受賞。2017 年、さっぽろ雪
まつり×札幌国際芸術祭2017「トット商店街」に芸術監督として参加。 

 

居間 theater 東彩織・稲継美保・宮武亜季・山崎朋の4 名からなるパフォーマンス
プロジェクト。音楽家や美術家、建築家、空想地図作家、研究者など分野の異なる専門
家との共同制作のほか、カフェ、ホテル、区役所、待合室など既存の"場"とそこにある
"ふるまい"をもとに作品創作を行う。現実にある状況とパフォーマンスやフィクション
を掛け合わせることで、現実を異化させるような独特の体験型作品をつくり上げる。 
imatheater.com 

撮影：加藤 甫 
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KOSUGE1-16「どんどこ！巨大紙相撲～北斎すみゆめ場所」 
 

    

  

力士制作チームを迎えて開催した本場所（2021.10.24） 
 

身長 180 センチ！みんなでつくるユニークな力士たち、どんどこ！技を競います！ 
 

美術家ユニットKOSUGE1-16 が全国各地で展開する「どんどこ！巨大紙相撲」を「北斎すみゆめ場所」と題

して、相撲に縁あるすみだの地で開催します。 

身長180 ㎝、ダンボール製の巨大力士を制作するワークショップを「巡業」と称し、区内4 つの部屋（キラキ

ラ橘・東駒形・東向島・亀沢）で実施。子どもたちを中心にチームでアイデアを出し合い、個性豊かな力士たち

が誕生します。最強力士を決める「本場所」には総勢 30 体ほどが集い、どんどこ！どんどこ！土俵を叩きなが

ら、それぞれに自慢の技を競い合います。WEB 上には「力士名鑑」を公開し、人気投票や優勝力士予想を事前に

受け付けるほか、本場所の様子はYouTube ライブで配信していきます。 

親方による解説や相撲甚句、元・呼出しや力士による太鼓の披露や弓取式の実演も交え、すみだに息づく相撲

文化を紹介するとともに、各力士には地元タニマチから提供された懸賞品を贈呈して奮闘を称えます。 

            

●巡業（力士制作ワークショップ） 

① キラキラ橘部屋 

11 月12 日（土）／きらきら会館 

② 東駒形部屋 

11 月13 日（日）／東駒形コミュニティ会館体育室  
③ 東向島部屋 

11 月19 日（土）／北條工務店となり 
 

④ 亀沢部屋 

11 月20 日（日）／すみだ北斎美術館 

MARUGEN100（講座室） 

※いずれも午後、各2 回（1 回目＝13:00〜14:20／2 回目＝15:00〜16:20）開催予定。 

※ワークショップ参加者は、10 月初旬から募集します。 

 

●本場所 

日時 2022 年 12 月 18 日（日）13:30～17:00／会場 すみだリバーサイドホール・イベントホール 

 

 

KOSUGE1-16 土谷 享 
ある土地や人々の関係に内在されているハビトゥス（共通の年輪のような存在）の形骸
化に注目し、生き生きとしたかたちで再機能させる試みを行っている。巨大な遊具やス
ポーツ器具を主に木製で、人力で動くよう制作し、プロジェクトを通じて参加者同士あ
るいは作品と参加者の間に「もちつもたれつ」という関係をつくりだす。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＊内容・日時は、当日の天候や新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予告なく変更となる場合があります。 

＊プログラムの詳細や最新情報は、すみゆめWEB にてご確認ください。http://sumiyume.jp/ 

 

 

すみゆめ2022 キービジュアル 

 

主催：「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会、墨田区 

協賛：株式会社東京鋲兼、東武鉄道株式会社 

助成：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 

     （KOSUGE1-16「どんどこ！巨大紙相撲〜北斎すみゆめ場所」） 

メディア・パートナー：J-WAVE 81.3FM  

 

 

                  
 

 

【本事業に関するお問合せ先】 

 

「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会 事務局 

TEL：03-5608-5446  FAX：03-5608-1289 

E-mail：sumiyume@sumida-bunka.jp 

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-3（公益財団法人墨田区文化振興財団内） 

＊ ＊ ＊ 

http://sumiyume.jp/    Twitter：@SumiYume2016 

Facebook：https://www.facebook.com/sumiyume.sumida/ 

 


