The Torry Ecomuseum Project (TEP) is a
virtual arts project in the Covid era.
It highlights the Torry community’s
enduring relationship with its built and
natural environment, specifically waterways
and varied coastal settings.
Using the global framework of “ecomuseum”, a
museum without building or collection originating
in 1970s France, TEP centralises place identity and
heritage through inviting community participation
in making interactive online exhibitions.
While shedding new light on local riverside
and coastal environments, TEP builds an
intergenerational legacy. It also fosters existing
international links including a twinning exchange
with Yubari community in Japan through the
Shimizusawa Project, which inspiringly uses the
ecomuseum framework to engage with their local
community and coal mining heritage.

Funded by Historic Environment Scotland
(Coast and Waters Heritage Fund),
The Stafford Trust and St. James’s Place
Charitable Foundation.
Organised by the Old Torry Community Centre
Association SCIO with support from Naoko Mabon
(curator), Stewart Aitken (theatre director, manager
and actor), Manami Sato (director at Shimizusawa
Project) and Dr Leslie Mabon (The Open University,
and Future Earth Coasts Fellow). Event supported
by Yvette Bathgate, Jake Shepherd, Dr Andrew
Whitehouse (University of Aberdeen), Pauline
Cordiner (The Grampian Association of Storytellers)
and Abby Beatrice Quick.
Website & exhibition development by LFI Creative.
TEP team gratefully acknowledges their professional
advice and support towards this project.
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トリー・エコミュージアム・プロジェクト
（TEP）はCovid時代のバーチャ
ル・アーツ・プロジェクトです。
スコットランド・アバディーン市トリー地区
の人々の、特に水路や沿岸にまつわる建築物や自然環境との永続的な
関係に焦点を当てています。

1970年代にフランスで生まれた建物もコレクションもない博物館「エコ
ミュージアム」の枠組みを用い、
オンライン展示の作成に地域の参加を
招き入れることによってまちのアイデンティティや遺産を中心に据えるこ
とを目指しています。

TEPは地域の川辺や海岸にまつわる環境を新しい光で照らし出しながら
世代を超えた遺産を構築し続けます。
また、
エコミュージアムの枠組みを
使い炭鉱遺産を活用したまちづくりを行ってきた「清水沢プロジェクト」
を通じた日本・夕張地域との交流など、既存の国際的なつながりも促進
していきます。

助成：ヒストリック・エンバイロメント・スコットランド
（海岸と水辺の遺産
基金）、
スタフォード・トラスト、セント・ジェームスズ・プレイス・チャリタブ
ル・ファンデーション

主催：オールド・トリー・コミュニティ・センター・アソシエーション SCIO。
運営協力：メイボン尚子（キュレーター）、
スチュワート・エイトケン
（劇場
ディレクター、
マネージャー、俳優）、佐藤真奈美（一般社団法人 清水沢プ
ロジェクト 代表）、
レズリー・メイボン博士（オープン・ユニバーシティー 、
未来地球海岸研究員）。
イベントサポート：イヴェット・バスゲート、ジェイ
ク・シェパード、
アンドリュー・ホワイトハウス博士（アバディーン大学）、
ポーリーン・コーディナー（グランピアン・アソシエーション・オブ・ストー
リーテラーズ）、
アビー・ベアトリス・クイック。
ウェブサイト・展示制作：LFIクリエイティブ。
TEP運営チームは彼らの専
門的なアドバイスとサポートに感謝しています。

Torry Ecomuseum Project
トリー・エコミュージアム・プロジェクト

oldtorry.org.uk/tep/

Coastal & Waterway Map

Pictorial Timeline

Torry-Yubari Exchange

An interactive online community
map of coastal and waterways legacies
of Torry.

An interactive pictorial timeline
of the changing face of the coastal
and waterway environment around Torry.

This exchange began in 2018 connecting
two cities built around energy: Yubari, Japan
and Aberdeen, Scotland. 24 community
members exchanged perspectives.
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トリーと夕張の交流
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トリーの海岸と水路の遺産を集めたインタラクティブな
オンライン・コミュニティ・マップです。

oldtorry.org.uk/tep-map/

トリー周辺の海岸や水路の環境の変化を可視化する
インタラクティブな年表です。

oldtorry.org.uk/tep-timeline/

本交流は炭鉱の町として栄えた夕張市と石油・ガスの街として発展してき
たアバディーン市をエネルギーにまつわる共通の物語でつなぐ試みとして
2018年に始まりました。
24名の地域に関わる方が視点を交換しました。

Instagram: @torry_yubari

