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新潟大学地域映像アーカイブセンターでは、「村の肖像 I」 (2013)、 「村の肖像 IoⅡ」

(2014)に 引き続き、新潟県と福島県の県境、奥会津に生まれ育った角田勝之助

(1928-)の 写真展「村の肖像展 I・ Ⅱ・Ⅲ」を開催いたします。角田は、新潟県と

福島県の県境、奥会津 (奥 只見)の 只見川上流の村に生まれ育ち、1952年以降

現在まで、60年以 _Lに わたって村とそこに住む人々を写真や動画で写し続けてき

ましたc今 回の「本寸
・の肖像」では、昨年にひきつづき新潟市の2会場を用い、昨年

までに公開した写真を再編集した「本すの肖像 IoⅡ」、今年新しくデジタル化された

映像による「lN寸

｀
の肖像Ⅲ」を開催いたしますしさらに、地元金山‖1‐ で、角田の母校

であり、のちに写真撮影の重要な舞台のひとつとなった旧玉梨小学校 (金 山町

自然教育村会館)ほ かを会場として、大日方欣一氏 (フ ォトアーキビスト写真史IりF究 )

キュレーションの展示を開催いたしますι

村の肖像展 I・ Ⅱ・Ⅲ
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角||1勝 之助ならびに地元の方を交え、

写 メ〔について言千1る 会を開イllし ます

イベント「角田写真を語る会」

8月 15日 (111)13:00よ り

場所〉金||1町 自然教育村会館

大倉 宏

「村のはてしない広さ」ょり

(角 田勝之助の)昭和 20年代の写真について

改めて強く印象づけられたのは、人々の表情に

にじみ出た〈晴れがましさ〉だった。晴れがまし

さは、幸福感のひとつの形だ。自分が自分であ

ることに、自分でないものの視線という光が充

てられて生じる、一種のハレーションだろう。同

じ村人が持ち込んだ、カメラという新しい物体

の前に立ち、「撮られる」晴れがましさ。そのハ

レーションの強さがただならない。角田の写真

の中で人々は晴れがましくありながら、実にど

こかくつろいでいて、そのことが、被写体となっ

た人々が身を置く場所一 人々とともにカメラに

誘い込まれた山の空間を息づかせ、やわらか

く、奥深いものにしている。牛腸茂雄の「SELF

AND OTHERS」 の人々と見つめる牛腸との、

偶然の避近 ともいうべ き視線の一瞬の接触

で、周囲の世界が
`自
、を吹き返していたのを思い

出丸 角田の写真では撮 り、撮られる者の視線

は、牛腸の場合よりもっと深く、互いに入りこみ、

人間が生 きる空間の広が りや奥行 きという

現象が、何によって生み出されるのかを示唆

している。

入場無料 お問い合わせは各会場へ

新潟大学地域映像アーカイブセンター
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