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　私たちは美術館というものに慣れ親しんでしまっているので、日常的

な生活空間とは切り離された場所で作品を鑑賞することに何の違和感も
覚えない。ホワイトキューブという言葉に象徴される、作品以外のもの
を一切排除した無機的なギャラリーこそが、展覧会の場所にふさわしい
と思い込んでしまっているのだ。しかしすべての作品が均一の環境で展

示されるというのは、考えてみればずいぶん特殊な鑑賞の形式であって、

私たちの暮らす空間がさまざまであるように、展覧会の場所もさまざま
であっていいはずである。むしろ多様な展示環境が用意されることで、

自ずと作品の多様性が誘発されるのではないだろうか。ホワイトキュー
ブもギャラリーのあり方の一つに過ぎないというくらいに考えておい
た方がいいのだ。

　我孫子国際美術展の特質は、まさに多様な表現を誘発する環境の魅力

にある。駅前や街中から広場、公園、野原、神社の森、小高い丘の中など、

異なった雰囲気をもつ会場に４０点ほどの作品が散在しているのだが、

興味深いのはどのアーティストもそれぞれの場所の条件を積極的に生か

し、そこでしか成立しないような造作に挑戦していることである。単に
街中に作品を設置するということなら、あるいは自然の中での展示とい
うことなら、他にも例がないわけではない。我孫子展ならではの面白さ
は、そればかりではなく、自然と集落との接点に位置する里山をも会場

に取り込んでいることだ。東京からほど近いところにこれほど豊かな環

境があるとは、都会暮らしの身には少なからぬ驚きであった。場所との
直接的なかかわりを有した作品群は、美術館の中に隔離された絵画や彫

刻にはない生き生きとした様相を帯びて見えたといってもよい。

　もう一つ注目されるのは、国内外からやってきたアーティストのほと
んどが、一定期間、我孫子に滞在し現地での制作に取り組んだというこ
とである。最近はアーティスト・イン・レジデンスなる施設が各地に設

けられるようになっているが、本展ではそんな言葉が流行る前からまさ
に手作り的、草の根運動的に滞在制作を実現していたのである。

　さて現地の会場はそれぞれに興味深いが、我孫子ならではのロケーシ
ョンという点では布佐市民の森がもっともユニークな雰囲気をたたえて
いる。市民の森とは、人工的に整備された公園でもなければ手付かずの
原生林でもない、いかにも里山的な場所なのだ。たとえば小宮伸二の「椋

の木サッカー場」は、木立の中の緩やかな斜面の広場をそのまま小さな
サッカー場に仕立てたもので、ところどころにベンチがあったり木が
立っていたりとなんとも変則的なグラウンドである。公式ルールには

「カタツムリをいたわりましょう」だの「モグラの穴に注意しましょう」

などとあり、まさに里山ならではの牧歌的なルールである。初日にはイ
ギリスとメキシコからきたアーティストに少年サッカークラブが加わ
って、イングランド vs メキシコ戦なるものも開催された。

　そのメキシコのアーティスト、アルマンド・ゴメスは市民の森に近い
浅間神社の境内の地面に切抜きの型紙を用いて石灰の粉を撒いた作品を
制作した。「八つの島の庭」と題されているように日本の古事記とマヤ
文明のイメージを融合させたもので、大きな花のような白い紋様が点在

する不思議な異空間が巨木に囲まれた境内に出現していた。イギリスの
リチャード・アネリーの「オムレツ作り」は、市民の森の花の広場の煉

瓦積みの花壇を利用して鶏小屋を建て、その脇で実際にオムレツを作っ
て観客にふるまい、また食べた人のドローイングをさせてもらうという
もので、これもいかにもほのぼのとした牧歌的なプロジェクトである。

　本展の実行委員会の中心でもある島田忠幸の「御輿」も市民の森の一

角に設置されたユーモラスな作品であった。角材を組んだ何本もの脚の
上に黒いネットの烏帽子のごときものが被さっているのだが、その珍妙

な造作に今にも動き出しそうな生き物のイメージが宿っているのがなん
ともチャーミングで、微笑みを誘わずにはおかない。

　もう一つのメーン会場である宮の森公園は布佐市民の森とは対照的に
広々とした開放的な環境だが、藤井龍徳はその見晴らしのよい草地の中

央に麻縄を矩形に張り巡らし 5000 枚の白い綿布を吊り下げるという
「我孫子気象台　フリソソグモノニツイテ」を制作している。この 5000

という数字は我孫子市の三歳以下の子供の数らしいが、さまざまな願い
を込めた布片が微風に揺れる光景が、どこか宗教的な雰囲気につながっ
ているように見えたのも興味深い。

　ホワイトキューブ型の美術館の一方では大量の観客を動員する壮大な
規模のトリエンナーレやビエンナーレが大きなニュースになり、現在美

術の動向を主導しているかに思われがちな時代でもある。私は長年、そ
の双方に関わってきた立場だから、第三者的なことをいう資格はないの
だが、正直なところ、我孫子に出向いて会場を巡り歩いた半日の経験は
アーティストたちやボランティアたちの手で作り上げていくという親

密な感覚に魅せられた時間であり、行政主導型のプロジェクトに巻き込

まれるなかで、なにか美術において大事にしなければならないものを
等閑視してきたのではないかと思わせられる時間でもあった。その意味

では我孫子の展覧会の方が美術の原点をきちんと踏まえているというべ
きかもしれない。憧れにも似た気持ちを抱かせる企画を継続されてきた
関係者の方々に敬意を捧げる次第である。

建畠　晢

我孫子へのオマージュ

ごあいさつ

　2011 年 3 月 11 日は日本人にとって忘れえぬ日となりました。もち
ろん、我孫子市も例外ではありませんでした。特に布佐地区では予想も
しなかった甚大な被害を受け、今でも以前のような生活に戻れない皆さ
んが日々苦労を強いられております。

　その布佐のまちで、今年も国内外のアーティストの皆さんが布佐市民

の森、宮ノ森公園、相島の森等をキャンバスに見たて、自然に溶け込む
作品を製作、展示していただきました。中でも、はじめてメキシコから
のアーティストも来日し情熱的な作品が登場したことは、新たな息吹を
吹き込んでくれたのではないでしょうか。地元の人はもちろん、訪れた
みなさんにも元気をあたえてくださったことにお礼を申し上げます。

　また、この美術展の魅力の一つに未来を担う子どもたちの参加が必ず
あることです。自然に触れ合うことはもとよりプロの皆さんの作品に刺

激されながら自然な形でアートの心を育まれる楽しい学校になっている
はずです。

　最後に、実行委員の皆様や陰からこの美術展を支援してくださる市民

オーナーの皆様に改めて感謝申し上げ、挨拶とさせていただきます。

我孫子市長　星野　順一郎

March 11, 2011 is now the unforgettable day for the all people in Japan.

Our Abiko City was not an exception. The Fusa region, the east part of the city, in 

particular, was suffered from an unforeseen tremendous disaster leaving many 

people still unable to regain a life as stable as before.

In this town of Fusa, this year again home and overseas artists got together to 

create and display masterpieces harmonizing in nature, likening to a canvas the 

Fusa shimin-no-mori, Miyano-mori-park, Aijima-no-mori, and more neighboring 

sites. 

A work with passionate touch by a first Mexican artist breathed fresh life into the 

exhibition, which definitely gave liveliness not only to the local people but to the 

viewers at the exhibition sites. I sincerely thank him and 

those all who had participated in the work of creation.

The constant participation of promising children is another attractiveness.    

Not to mention the close access to nature, the exhibition must be a sort of school 

that through the stimulation of the professional artists' works, naturally nurture 

the young generation's interest in art. 

Finally, I want to extend my sincere thanks to the committee members and to the 

citizen owners who support the event as always. 

 Mayor of Abiko City Junichiro Hoshino
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第 1 5 回   我孫子国際野外美術展
10月27日［土］　 　11月11日［日］ 
布佐市民の森・相島芸術文化村とその森・宮の森公園・布佐のまち周辺
  ［公開制作］  10月20日［土］　 　10月26日［金］

  As we are so familiar with art museums that it is by no means out of the 

ordinary to appreciate artworks at a place that is separated from our day-to-

day living space. As symbolized by the word “white cube,” we assume that an 

inorganic gallery where all things other than artworks are eliminated is exactly 

the right place for exhibitions. Come to think of it, however, it is only a special 

style of appreciation to see all exhibited works in standardized surroundings. 

Exhibition sites should be varied as our living space varies. Or rather, a variety 

of exhibition space will probably lead to the diversity of artworks to be born. 

Therefore, it would be better if we considered a white cube to be just one of 

the options of gallery.

  No doubt the feature of Abiko International Open-Air Exhibition is the 

attractive environment to induce the diversity of expression. About forty 

pieces are dispersed throughout the area, each of which has its own 

atmosphere ─ in front of the station, in the streets, plaza, park, field, woods 

around a shrine, and on a small hill. What is most interesting is that each 

artist makes the best use of the conditions of each location, tackling the 

Homage to Abiko

challenge of producing a work that would not be realized anywhere else. 

When it comes to simply setting up artworks in the streets or displaying them 

in nature, we know some precedents before. The interesting aspect only 

found in Abiko exhibition is not limited to the above. The satoyama area 

where nature and communities come in contact is included as one of the 

venues. I was not a little surprised, as a city-dweller, to know that there is 

such a rich environment not far from Tokyo. Those groups of works directly 

related to their respective places appear to be livelier than paintings and 

sculptures isolated in museums.

  Another point of interest is that most of the participating artists from Japan 

and abroad stayed in Abiko for a certain period of time to produce their 

works locally. In recent years, facilities for the artist-in-residence program have 

been provided in various parts of Japan. As for Abiko exhibition, however, it 

had achieved a self-produced artist-in-residence project at the grassroots level 

even before those words became trendy. 

  Each local venue is very interesting. The venue of Fusa Shimin-no-mori (Civic 

Forest of Fusa) shows the most unique atmosphere in terms of location in 

Abiko. It is neither an artificially maintained park nor untouched primeval 

forest, but it is a place exactly like satoyama.  In the work “Football Field in 

Forest” by Komiya Shinji, an open space on a gentle slope in the grove is 

made into a football field as it is, with benches and trees here and there. It is 

certainly a ground with irregularities. Its official rules include “Let’s take 

good care of snails” and “Watch out for mole holes.” They are really idyllic 

rules only found in satoyama. On the first day, the boys’ football club 

members joined artists from U.K. and Mexico in an England vs. Mexico game.

  On the ground in the precincts of Sengen Shrine near the Shimin-no-mori 

forest, Mexican artist Armando Gomez put lime powder through a stencil to 

leave patterns on the ground. As it is titled “The garden of the 8 islands,” the 

Kojiki (8th century Japanese book of myths) and the image of Mayan 

Civilization are fused. Unusual, strange space dotted with white patterns like 

big flowers appeared around the shrine surrounded by large trees. For 

“Making Omelette,” Richard Annely from U.K. built a henhouse using a brick 

flowerbed in the open space in Shimin-no-mori forest, and actually made 

omelettes beside it to treat visitors. What is more, he drew portraits of those 

who ate his omelettes. It was truly a heart-warming idyllic project.

  “Portable shrine” by Shimada Tadayuki, who is leading the executive 

committee of this exhibition, was a humorous piece set up in a corner of 

Shimin-no-mori forest. The top of several pieces of rectangular timber put 

together as a base was covered with a black-net head resembling an ancient 

courthouse noble's headgear. It looked so funny and charming with an image 

of a creature that was about to move at any minute that it made visitors 

smile.

  In contrast to Fusa Shimin-no-mori forest, Miyanomori Park, one of the two 

main venues, is open and spacious. In the center of this grassy area with a 

fine view, Fujii Tatsunori stretched hemp ropes forming rectangles, and hung 

5,000 pieces of white cotton ribbon on them in his work “Abiko Weather 

Station 2012.” I was told that the number 5,000 referred to the number of 

children under the age of three in the city of Abiko. Interestingly, looking at 

those pieces of cloth with various wishes on them swaying in the breeze, I felt 

there was some religious atmosphere. 

  Besides white-cube museums, triennial and biennial large-scale exhibitions, 

which attract a large audience, make headlines, and they seem to lead the 

trend of contemporary art. Since I have been involved for many years in both 

types of exhibitions, I don't think I'm qualified to talk as a third party. Frankly 

speaking, however, while spending half of the day visiting different venues in 

Abiko, I was fascinated by the close relationship between artists and 

volunteers involved in achieving the project. I also asked myself if, while 

getting involved in administration-led projects, I had thought lightly of what is 

essential in art. In this respect, one might say that Abiko exhibition exactly has 

its sources in the starting point of art. I would like to pay tribute to all 

concerned for continuing their efforts to accomplish this inspiring project. 

Tatehata Akira
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一期一会 ／ WABI-SABI  － Life comes and goes－
シュテファン・ザキック（ドイツ／オーストリア）　Stefan Sakic（Germany / Austria）
■ 素材：サラダ油、竹　■ 場所：布佐市民の森

家：記憶 , 希望 ／ Home：Memory, Hope
パドゥンサク・コッソムロン（タイ）　Padungsak Kochsommrong（Thai）
■ 素材：米粉 ､ 紙、紐、他　■ 場所：相島の森

８つの島の庭 ／ The Garden of the 8 islands
アルマンド・ゴメス（メキシコ）　Armando Gomez（Mexico）
■ 素材：石灰、紙、爪楊枝　■ 場所：浅間神社

対峙 ／ Confrontation
エミル・ドブリバン（ルーマニア）　Emil Dobriban（Romania）　
■ 素材：石、蔓　■ 場所：布佐市民の森

In my work I want to express 
the struggle between life and 
non-life, healthy and sick, 
natural and artificial. I hope 
that there are chances for 
victory of ecology.

この作品を通して、命あるものと
無機質なもの、健康と病気、自然
さと人工的なものの間の葛藤を表
現したいと思います。エコロジー
に勝利が訪れるのを願っています。

In the present work I want to 
mix two myths, one from 
Japan and another f rom 
México, trough the female 
and male concepts in the 
creation of our countries.

この作品で、国造りにおける女性
と男性の関わりを伝える、日本と
メキシコ両国それぞれの神話を融
合させたいと考えています。
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開けた空 ／ Open Up Point
ベニ・アルトムゥラー（オーストリア）　Beni Altmüller（Austria）
■ 素材：竹　■ 場所：布佐市民の森

オムレツ作り ／ Making Omelette
リチャード・アネリー（イギリス）　Richard Annely（UK）  
■ 素材：ミクストメディア　■ 場所：布佐市民の森

異なる視点 ／ Different viewpoints 
ディーター・クンツ（ドイツ／アイスランド）　
Dieter Kunz（Germany/Iceland）
■ 素材：竹、レーザーライト　■ 場所：布佐市民の森

永遠でない音 ／ The Sound of Impermenance
デボラ・チャールズ（アメリカ）　Deborah Charles（USA）
■ 素材：スプーン、フォーク、テグス、竹　■ 場所：布佐市民の森
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here I come from bamboo does not grow 
in forest s. I t can only be bought in 
specielist shops and it is very expensive.
This is why I wanted to work with such a 
precious material. I could not beleeve that 
it is possible to walk into a wood and 
simply cut down and take away bamboo. 
In the beginning I was very worried that 
this was not a l lowed. Bamboo is a 
wonderfull plant and it is possible to 
make large things very quickly.
The object which I have built is like a 
house with no roof. In it I can lie down 
and look at the sky or stars whilst the 
walls are moving in the wind.

私は竹のない国からやってきました。竹はごく
限られた店でしか見られずしかも大変高価です。
今回貴重な竹を素材にすることが私の願いでし
た。竹林に分け入って自由に竹を切って持ち出
せることが信じられませんでした。最初は竹を
切り出すことが許されるだろうかと心配でした。
竹は素晴らしい植物です。短時間で大きな作品
を作ることができます。私の作品は「屋根のな
い家」に似ています。竹の輪の中に入って寝そ
べると風のそよぎで揺れ動く竹の間から空や星
を見上げることができます。

dangerous for the nature. Dif ferent 
viewpoints are possible.
In terms of the space that is chosen for 
this installation the border line is very 
clear. It is the fence that protects us but it 
is also the fence that makes our prison.
I t is my intention to make clear the 
potential influence we might have in the 
space.

布佐の池近くの「見晴らし台」は前方に突き出
していてここから様々な眺めができるようになっ
ています。二重フェンスで仕切られたスペース
は市民が自由に立ち入り、思い思いに景色を楽
しむことができるように整えられています。他
方、人が池に落ちないようにとの意図も表現さ
れています。自然は時に人に危険であると同時
に人も自然に対して危険な存在でもあります。
全く異なった視点が可能です。
今回私が竹の造形のために選んだ場所は、双
方の境界線がきわめて明瞭です。フェンスは人
間を守ると同時に、人間を閉じ込める役割も果
たしています。空間に対して人間が持っている
潜在的な影響力を明らかにするのがこの作品
の狙いです。

An existing viewpoint near the pond in 
Fusa-City becomes extended in such a 
way that different views onto the same 
location are possible. The area secured by 
a double fence becomes changed into a 
public place to be used and understood 
differently. On one hand the location 
shows expresses the wish of protecting us 
from falling down into a pond. Nature 
can be dangerous but a l so we are 

This work is in direct connection with impermanence and things 
that do not stay with us in physical form. This is a work dedicated 
to my father who was killed last year by a senseless crime, and to 
demonstrate that we are more than the physicality which is 
impermanence but we are made of spirit like wind and can call 
and travel anywhere.

この作品は、永遠でないものと、われわれの周りで目に見える形では存在
しないものとの直接的な関係を表しています。この作品を、昨年無分別な
殺人事件の犠牲になった私の父親に捧げると同時に、人間は永遠の存在
ではないが風のように魂があり、自由に電話や旅行ができるなどの現実の
姿に優る存在であることを示すことを目的としています。
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Too much order
松枝美奈子（日本）　Minako MATSUEDA（Japan）
■ 素材：椅子、アクリルロープ、荷札　■ 場所：布佐市民の森

我孫子気象台 2012 -フリソソグモノニツイテ -
Abiko Weather Station 2012 - Creeping things -
藤井龍徳（日本）　Tatsunori FUJII（Japan）　
■ 素材：白綿布、丸太、麻縄、サーベメーター （放射線測定器）　■ 場所：宮の森公園

積み重なった時の中で ／ In the accumulation time
本郷芳哉（日本）　 Yoshiya HONGO（Japan）
■ 素材：鉄板、枝　■ 場所：宮の森公園

地球のかけら ／ A part of the EARTH
嶋津晴美（日本）　Harumi SHIMAZU（Japan）　
■ 素材：蝋、アクリル　■ 場所：宮の森公園

9

いまいちど、対話についての再考
が私達に必要な事なのかもしれ
ない。じっくり腰を据え、向き合
いながら・・・。

眼には見えないそれ等のモノ達は、いったい何故、
何処からやって来るのだろうか、
制作位置……N - 35°  51′20″
測定位置……E - 140°07′49″
我孫子市、平成 24 年度、
0 歳～ 3 歳児、人口数、4204 人
白綿布は、ホテルから廃棄されたシーツの小片
5000 枚
足場丸太（檜、杉）12 本
サーベメーター  PDR-111

降り積もった落ち葉、落ちた枝、
踏み込む足元から時間と森の鼓
動が伝わってくる。小さなこと、
何気ない事が積み重なっていく。
それはいつしか大きな、静かな力
をもっていくように思う。

鉱物や地層の成り立ちを蝋を用い
て再現し、自然が生み出す美やエ
ネルギーを写し取ろうとしています。
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見えないけれど、確かにそこにあるもの。
I do not see, what is there to be sure.
松原容子（日本）　Yoko MATSUBARA（Japan）
■ 素材：木片、アクリル絵の具、テグス、ニス、
 サインペン、色鉛筆など　
■ 場所：相島芸術文化村、宮の森公園

椋の木サッカー場 ／ Football Field in Forest
 小宮伸二（日本）　Shinji KOMIYA（Japan）　
■ 素材：石灰、サッカーボール、他　■ 場所：布佐市民の森　

11

御
み こ し

輿 ／ Portable shrine
島田忠幸（日本）　Tadayuki SHIMADA（Japan）　
■ 素材：木材、日除けネット、鉄棒　■ 場所：布佐市民の森

空間トリム - Site Specific Trim Ⅱ
渋谷武浩（日本）　Takehiro SHIBUYA（Japan）
■ 素材：ゴム紐、木材　■ 場所：布佐市民の森

『自分定規』とは、長さ約 30cm の三角柱の木片に目盛
や文字や絵を描いて、それぞれの内面を表す定規です。
野外に展示された『自分定規』の数から子供の少子化、
描かれている内容から子供たちの可能性を、形態から子
供の体躯の弱さと自然に近い存在であることを感じとっ
て頂けたら幸いです。

参加型アートです。「公式ルール」を参考にして、自由に
アートサッカーを楽しんでください。
 《 アートサッカー・公式ルール 》
・各チーム５～６人くらいで試合します。　
・前半／後半、各１５分くらいまでにしましょう。
・ 障害物に故意に当ててはいけません。
 ( 自然をいたわりましょう） 
  木や枝に当った場合は、失点「１」とします。
 （キノコはオッケーです）
・モグラやセミの幼虫、カタツムリなどをいたわりましょう。
・ フィールド内ベンチでは迫力ある観戦が楽しめますが、

エキサイティングしすぎて試合に参加してはいけません。 
  また、ボールが当たっても怒ってはいけません。
 （障害物としての自覚を持ちましょう）
・ フェンスを越えるようなボールを蹴ってはいけません。　 

特に下の池に落とさないよう注意しましょう。
・ 地面がデコボコしています。モグラの穴や、木の根には

十分注意し、ケガをしてはいけません。
・ 楽しくプレイしなければいけません。つまらなそうにプ

レイしていた場合は「ブルーカード」が与えられ、
  １分間、声を出して笑いながらプレイしなければなりま

せん。また「ブルーカード」２枚で退場とします。
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カバーⅢ　完結編 ／ Cover Ⅲ　Last story
門倉光正（日本）　Mitsumasa KADOKURA（Japan）
■ 素材：竹、簡易トイレ、紐　■ 場所：布佐市民の森

Reverse and Negative
金子稜威雄（日本）　Itsuwo KANEKO（Japan）
■ 素材：アルミ板、ワイヤー、鉄パイプ　■ 場所：布佐市民の森
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手賀の秋
小山和則（日本） 　Kazunori KOYAMA（Japan）
■ 素材：木材、竹、水　■ 場所：布佐市民の森

純化性 ／ Sublimation
OZ ／尾頭／山口佳祐（日本）　OZ/Keisuke/YAMAGUCHI（Japan）
■ 素材：キャンバス、アクリル、合板、角材　■ 場所：布佐市民の森

四角、円ときて今回の三角で全て
のかたちを・・・

森の木で椅子をつくりました。
散策の途中でひと休み。

『手賀の秋』を満喫してください。
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我孫子の子供たちと 元気フェスタにて
With the children ＠ GENKI festival
駒場拓也（日本）　Takuya KOMABA（Japan）　
■ 素材：壁紙、アクリル　■ 場所：野外美術協会事務所前

2012金環日食－植物が語ること
2012 Annular eclipse - The plants talks us
石川美穂子（日本）　Mihoko ISHIKAWA（Japan）
■ 素材：枯れミモザアカシア、ソーラーライト　■ 場所：布佐市民の森
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かおかおかお　～ようこそ個性の森へ～
戸祭瑞香子とキッズアーティスト（日本）　Mikako TOMATSURI and Kids Artists（Japan）
■ 素材：缶、ボード、その他　■ 場所：布佐市民の森

　まず始めに、我が家のシンボルツリーが枯れてし
まった事から始まります。一年中緑を与えてくれて、
クリスマスにはモミの木の様に着飾り、一月には新
春からレモン色になり、沢山のエネルギーを町の多
くの人に与えてくれました。鳥たちが遊びに来て、朝
からいつも賑やかでした。お陰で怪我をした鳥が家
に訪れたり、雀やツバメが家に入る事もありました。
　でもある時、剪定の失敗か寿命なのか、無惨に
も枯れてしまったのです。
　この木はこのまま捨てないでと言っている様で、
私はもう一度花を咲かせてあげようと思いました。
作品作りは、お料理と似ています。私は大根を見、
サツマイモを見、輪切りにしながら、どんな料理な
のか、どんな味なのか想像しながら作ります。
　そして、その食材を使いきりたいという思いも似
ています。
　2012 年は、私が初めて観た金環日食が有りまし
た。多分、人生で最初で最後かも知れません。
そんなロマン溢れるその時、私は無心になって空を
眺め、近所の人達と鑑賞し、普段話をしたことも無
い方とも、一緒になって日食メガネで観察しました。
　そのハッピーな出来事は、facebook の中でも、
お隣の中国や韓国でも同じ様に、宇宙のロマンを楽
しんでいました。
　最近特に外交問題も気になるところですが、同じ
地球人として、一緒に同じ思いで感動したその時の
事を、多くの人々の心のメモリーに残ること、お祈
り申し上げます。

ここは、70人近くの子供達の個
性を表現した顔が木々に着けられ
ています。ここに足を踏み入れる
と、まるで、木達が一斉にこちら
を見ているような錯覚に陥ります。
顔には、それぞれの好きな色のボ
ードにアルミ缶の目を付け、そこ
に自分の大好きなものを散りばめ
て自分を表現してもらいました。
下は３歳から小学６年生までのキ
ッズアーティスト達。そして、倒
木に大きな顔を付けたのは、私の
制作した大人の顔。いろいろと煌
びやかに飾り立てているその顔は
一見華やかに見えるが、よく見れ
ば、縦横無尽にはりめぐらされた
蜘蛛の糸に雁字搦めにされ、自
由の効かない部分や闇の部分を
抱えた顔になっています。子供の
純真無垢で元気いっぱいな顔と
は対照的に表現いたしました。

午前だけ現れる光による竹のスクリーン
青木理紗（日本）　Risa AOKI（Japan） 
■ 素材：板、竹　■ 場所：布佐市民の森
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未完の建築 ／ Unfinished construction
千葉工業大学遠藤政樹研究室（日本） 
Masaki ENDOH laboratory of Chiba Institute Technology Department of Architecture（Japan）
■ 素材：角材、紐　■ 場所：布佐図書館脇
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たからほいくえんのトトロ
 Totoro of Takara nursery school
布佐宝保育園（日本）　Fusa Takara nursery school（Japan）
■ 素材：竹、紙、松ぼっくり、傘　■ 場所：宮の森公園

真
しん

山口としみ（日本）　Toshimi YAMAGUCHI（Japan）
■ 素材：竹、アクリル　■ 場所：布佐市民の森

BON-No108
A G（日本） 　
■ 素材：紙粘土、石　■ 場所：相島の森

子どもの頃だけに出会えると言われているトトロやまっくろくろすけ。本当
は宮の森にもいるのかもしれませんね・・・。そんなことを思いながら、松
ぼっくりやすすき、どんぐり、栗のイガイガ等を使って、子どもたちと一緒
に作ってみました。どんぐりコマは、トトロからのお土産です。トトロに会
いに来てくれた人、お土産にどうぞ！ただし、ひとりひとつですよ。

どんな状況でも心はまっすぐ輝いている
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竹とんぼ ／ Bamboo dragonfly
トンボ（日本）　TONBO（Japan） 　五十嵐光子、中村廉子、丸岡 計、吉藤敏男
■ 素材：竹、ゴルフボール、ライト　■ 場所：布佐市民の森

漆喰壁画構想Ⅱ ／ Image of frescoⅡ
小野原加都希（日本） 　Kazuki ONOHARA（Japan）
■ 素材：板、アクリル　■ 場所：布佐図書館
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包む ／ Wrapped by hand.
中沢悠華子（日本）　Yukako NAKAZAWA（Japan）
■ 素材：麻布、竹、水　■ 場所：布佐市民の森

牛
波多野キッズプロダクション（日本）　Hatano Kids Production（Japan）
■ 素材：竹、新聞紙、ペンキ　■ 場所：布佐市民の森

天高く子供の夢は大空へ
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コンテンポラリー・ダンサー ／ Contemporary Dancer
ソメヤケンジ（日本）　Kenji SOMEYA（Japan）
■ 素材：金網、ガラス繊維　■ 場所：布佐市民の森

ふさだだしお ／ FUSADA DASHIO
青少年相談員と布佐の子どもたち（日本）　Seishonen Sodanin and Children of Fusa（Japan）
■ 素材：合板、布、写真　■ 場所：布佐市民の森
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穴のあいた絵 ／ Picture with a hole
谷口 洸（日本） 　Akira TANIGUCHI（Japan）
■ 素材：合板、垂木、アクリル　■ 場所：布佐下多目的広場

雨にゆれる森 ／ The forest of the rain
４Women's Art ground（日本）（Japan）　木村利加子　澤崎静江　清水京子　関谷俊江
■ 素材：傘、アクリル、水、ラップ　■ 場所：布佐市民の森

終演時間は誰にもわからない。
蜘蛛の糸に巻き込まれながらも彼女の舞は続く。

観光地には顔出し看板がつき物、
のはずです。記念写真を撮ってい
ただけたらうれしいです。

布佐の復興支援
キャラクターが参上。

『がんばっぺ我孫子』

ふかふかの森・雨粒は
大地をうるおし、
やがて命の水に・・・
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クリスタル ジャズ シリーズ #1 我孫子アートラインにて
CRYSTAL JAZZ series#1　@ABIKO ARTLINE
駒場拓也　Takuya KOMABA　OZ ／尾頭／山口佳祐　OZ / Keisuke YAMAGUCHI（日本）（Japan）
■ 素材：キャンバス、アクリル　■ 場所：布佐駅構内

芸術と文化のまちづくりにご協力ありがとうございました

相澤　哲二
秋田　清美
秋田　竜樹
芦崎　敬己
東　　富子
荒木　恒夫
飯塚　新一
石山　珠会
井関　之雅
磯辺　久男
一ノ瀬正人
伊藤　正順
井上久仁子
井上　玲子

今井　正直
江上　花子
江上　　弘
江上由美子
江上　祐一
枝村　　潤
海老原美宣
大谷　　正
大畑　　章
大畑　照幸
岡　　　嵩
小川　清人
加藤マリ子
香取　孝俊

金子稜威雄
神尾　和寿
神尾　博子
かみこふじお
河上　尚義
河津　征司
川俣　　清
川村　信夫
川村　　豊
木村利加子

栗原　裕子
倉部　俊治
黒川　友幸
小池　良子

腰川　幸夫
小島　茂明
小林　信治
小山　和則
齊藤さだむ
斉藤　澄子
斉藤　誠治
齊藤多賀子
斉藤三枝子
桜井　栄子
桜庭富美子
澤崎　静江
四家　秀隆
嶋津　晴美
清水　京子
清水　澄夫

杉山　敦彦
鈴木　茂夫
鈴木　　肇
鈴木　房子
関谷　俊江
関谷　義平
芹澤　一夫
染谷　明宏
染谷　健司
染谷　和博
高倉　幸一
高田みどり
高橋　俊明
高橋眞紀子
滝沢みつえ
武正　功一

田村　広文
徳本　博文
戸澤　公男
永井　　登
中島　伸二
中島　保則
長塚九二夫
中根　勝彦
中根ケイ子
中根太喜也
中村　　準
成嶋　文夫
新居田　亨
根本きく江
野村　昇治
長谷川陽子

羽二生隆宏
日暮　　等
平野　達男
藤井　克之
細川　裕子
堀　智江子
前田　圭子
増田　恒雄
増田　建男
増田　輝夫
松枝美奈子
松島　英乃
三浦　　努
水野　哲郎
峯岸　幹男
宮田　幸雄

森　　妙子
山口としみ
山口　久子
山中　千代
箭本　佳人
湯下　廣一
吉田　愛子
吉田　幸夫
吉田和賀子
吉成　正明
吉原　哲也
吉藤志津子
吉藤　敏男

吉藤　宣男
吉藤　典子
吉村　明乃
吉村　祐香
吉村　俊也
吉村　康史
吉村志津子
渡壁　麻里
渡辺　昌則

ギャラリー・イ
ン・ザ・ブルー

2012市民オーナー

Performance

Richard Annely（リチャード・アネリー）
Making Omelette - オムレツづくり
１１月２７日（土）布佐市民の森（花の広場）

小宮伸二（Shinji Komiya）／ アートサッカー
イングランド VS メキシコ戦！！！ 布佐 SC の精鋭たちと外国人アーティスト混成チームの対戦
１１月２７日（土）11:00  布佐市民の森（むくの木広場）

松原容子
「自分定規」ワークショップ
9 月 24 日（月）

自分定規は自分だけの目盛りを刻むオリジナル定規です。
正確な目盛りでも、あやふやなものでも、はかる対象も自由です。
毎日の生活、自分の一生、将来の夢、好きなものや嫌いなもの
普段はのぞかない自分自身を計ってみます。

布佐南小６年生のワークショップ 布佐小５年生のワークショップ

プレイベント
コンサート
10 月 26 日（金）19:00
湖北地区公民館ホール
出演：
大川由美子（ピアノ）
平石桜子（チェロ）

オープニング
セレモニー 
10 月 27 日（土）13:00
相島芸術文化村

レクチャー
ハイキング
10 月 27 日（土）13:30
11月　4 日（土）13:30

オカリナデュオ 
10 月 28 日（日）
13:00,15:00
布佐市民の森

（花の広場）
出演：デュオ パラム（風）

22

（株）メディア・
アンド・コミュニ
ケーションズ




