映像を用いた記録や、その記録活動

Moving Images and Their Making
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宮城県名取市北釜集会所 ／
Kitakama Community Center,
Natori, Miyagi
2011年 4 月 29 日 ／April 29, 2011
宮城県名取市 ／Natori, Miyagi
中村友紀 ／Yuki Nakamura

「タノンテ ィア」とは、ア ーテ ィスト
のタノタイガが中心とな って行うボラ
ンテ ィア活動です。
“TANONTEER” is a series of volunteer
activities organized by an artist
TANOTAIGA.
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housings, even many Tohoku people took part in support
activities, let alone those from outside of Tohoku and outside
of Japan.
Recordings show an activity in which volunteer people
clean photographs and albums that were swept away by
the tsunami one by one. Also in the recordings are; an artist
raised in Sendai conducting support activities, having aspired
to directly support people rather than engaging in support

動の様子や、宗教者らによる傾聴活動、そして、関東

activity of listening to affected people; interview of a musician

いた沿岸部を 3 年ぶりに再訪し、当時を振り返るイン
タビ ューが記録されています。
さらに、
「支援のかたち」では、支援活動とその課題
について語られています。

タノンテ ィアバスツア ー最終日 2/3 ／
TANONTEER Bus Tour on the Final Day 2/3
2011年 6 月 26 日 ／June 26, 2011
宮城県石巻市 ／Ishinomaki, Miyagi
藤井 光 ／Hikaru Fujii
協力：アート NPO エイド ／
Supported by: ARTS NPO AID

affected areas, such as evacuation centers and temporary

困 っている人を直接手助けしようと自ら立ち上げた活
に住むミ ュージシャンがかつてボランティア活動で赴

アーカイブ

As volunteer support was essential at various places in the

through artistic activities; people from religions engaging in
who lives in Kanto revisiting the coastal areas, where she
visited for volunteer activities, after three years, looking back
what it was like back then.
Furthermore, in a program called “Form of Support,” topics
such as support activities and their challenges are discussed.

「Café de Monk」とは、被災者への傾
聴を目的に、宗教者たちが宗派を越え
て行 っている活動です。
“Café de Monk” is an activity to listen
to those who were affected, organized
by monks across different sects.
Café de Monk ／Café de Monk
2011年 10 月— 2012年 1 月 ／October 2011 to January 2012
宮城県石巻市・仙台市青葉区 ／
Ishinomaki and Aoba-ku, Sendai, Miyagi
team Ra+ ／team Ra+

はるのそら ／Spring Sky
2014年 4 月 14日 ／April 14, 2014
宮城県仙台市・亘理町 ／
Sendai and Watari Town, Miyagi
中鉢 優、濱田直樹 ／CHUBACHI YU, Naoki Hamada

支援のかたち 第 0 回 ／The Form of Support Vol.0
2011年 7 月 9日 ／July 9, 2011
せんだいメディアテ ーク ／sendai mediatheque
わすれン！スタ ッフ ／recorder311 staff
協働：仙台市市民活動サポ ートセンタ ー／
In collaboration with:
Sendai City Support Center for Civil Activities
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