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我孫子国際野外美術展

11 月 1日［日］

テーマ

11月 15 日［日］

元 気！

布佐市民の森・相島の森・宮の森公園・布佐の町周辺
［公開制作］10 月 25 日［日］

Confidence, Pride and Modesty

我孫子国際野外美術展の目的は、毎日の忙しい時間の中での生活に対

し、ちょっと休憩をとり野外での美術展に足を運んでいただき、楽しん
でもらうこと。そして、表現することの喜びや、森の中に身を置くこと
の気持ちの良さを感じてもらうことです。
また、本美術展は、表現することの素晴らしさを実際に体験してもら

10月 31日［土］

JR常
磐線

いたいと思っています。そのため、誰でも自由に作品制作ができる枠を
設けています。表現することとは、何か言いたいことが心の中にあり、
宮の森公園

自分 の 一番得意 とする 方法 で 人々 に 伝 えようとすることだと 思 うので

す。そして、自分の作品が誰かの心に響いたら何と嬉しいことでしょう。
佐

田線
JR成

布

我孫子

湖北

←上野

それから、森の中で制作していて感じることがあります。夢中になっ
て制作し、森の中に長い時間いると、いつの間にか良い気持ちになって

布佐市民の森
相島の森

いる自分に気が付くのです。「何て良い気持ちなんだろう」と。作品を
完成させるには、一日中、森の中で制作しなくてはなりません。制作に

手賀沼

没頭し、長い時間、森の中にいることも忘れているのです。作品を鑑賞

するためや、散歩する目的で森に入るのとは全く違った時間なのです。

ごあいさつ

Mayor's Message

第 12 回我孫子国際野外美術展のオープニングでは、尺八とさまざま

な楽器によるダンスパフォーマンスが、相島の井上邸の庭にある舞台上
で展開され、東洋と西洋が見事に融合し、舞台そのものが音で彩られた
ひとつの作品のように感じられました。
夕暮れから始まった薪神楽（神道の神々に捧げる歌と踊り）は、揺ら

めく炎が演技を一層幽玄に演出していました。演技をしている高校生も、
野外美術展が初めて開催された頃は小学生での出演でしたから、野外美
術展の 12 年の歩みをあらためて実感できると思います。
会場の森に入ると、子どもの頃に思い描いた夢が形になったような作
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品たちが、訪れる人々を出迎えてくれます。いつもだったら通り過ぎて

しまうような森の小道も、幾度となく足を止めて作品を鑑賞し、時間が
ゆっくりと 過 ぎていきます。慌 しい 日常 をひとときでも 忘 れさせてく
れる、野外美術展が毎年楽しみでなりません。
野外美術展は、多くのボランティアの皆さんの協力で運営されていま

す。作家の日常生活のお手伝いをしたり、のぼりを立てたり、増えすぎ
た森の竹を伐採して粉砕機でチップにするなど、目に見えないところで
協力 をいただいていると 伺 っています。 このような 協力 があるからこ

そ、10 年以上も継続しているものと実感いたしました。
森を離れると、図書館布佐分館や布佐下多目的広場、宮の森公園など

で、布佐のまちを包み込むように創られたさまざまな作品が、通りかか
った人さえも温かい気持ちにさせてくれます。知らない間に素敵なまち
づくりをしてくれているこのイベントは、我孫子市の財産です。
我孫子市長

星野

順一郎

The Twelfth Abiko International Open-Air Art Exhibition was celebrated by an
opening event of dance performances accompanied by Shakuhachi and other
instruments on the stage of the garden in Aijima, the Inoue Residence.
I felt it formed an exquisite cultural fusion of the East and the West and that
the stage itself turned to an artwork colored with sounds.
In the evening, Takigi-kagura (song and dance dedicated to Shinto gods) was
performed by local people including high school students in the wavering
firelight, leading the performance into solemn and profound atmosphere.
Some students had joined the event in their primary school days for the first
time, so they would be able to realize once again the 12-year-long history of
the exhibition.
At the exhibition site in the woods, visitors were welcomed by the works of art
that looked like the forms in the dreams in their childhood were embodied into
real figures.
On the paths in the woods, where people usually pass through, visitors often
stopped walking and appreciated the works, feeling the time going on slowly.
I can hardly wait to see this event every year, as it makes me forget my busy
daily life for a moment.
The operation of the exhibition has been supported by many volunteers who
play great roles in the background such as helping artists with their dormitory
life, setting up banners, cutting and shredding overgrown bamboos into chips,
and so on. I realize that these cooperative activities have been supporting the
event for more than ten years.
Outside the woods, at Fusa Library, Fusa-shita Multipurpose Plaza, Miyanomori
Park, etc., many sorts of works were also displayed just like they were covering
the town of Fusa.
Even the passersby looking at those artworks felt their heart growing warmer.
I believe that this event is making our town more attractive without our
awareness and is surely one of treasures of Abiko City.
Junichiro Hoshino, Mayor of Abiko

森の中で制作するアーティストたちは、きっと気持ちの良い自分を感じ

て制作していると思います。そんな気持ち良さを、みなさんと共有した
いとの思いで公開制作期間をオープンする前に設け、アーティストたち
が気持ち良く作品づくりしているところを見て感じていただきたいと思
っています。
森の中の制作でもう一つ感じることがあります。それは、把握しきれ

ない自然の大きさです。必死になって作品を造ろうとするのだが、自然
の大きさに圧倒され呆然と立ちすくむ自分がそこにいることに気付かさ
れるのです。そして、「自分が表現することの何とちっぽけなことなの
か」と。そこで、もう一度、自分に問いかけるのです。「いったい何が
できるのだろうか」と。そして、自分に対し謙虚な気持ちになって制作
を再開するのです。「自然をお借りして作品を造るのだ」と。
これまで人間の歴史は、輝かしい技術と経験と智恵を培ってきました。
その結果、自然までも支配できると思い込みやすいのではないでしょう
か。しかし、私たちは自然の中の小さな存在でしかないと思うのです。
先の見えにくい現在において、私たち日本人は、一人ひとりが生きる道

を考える上で大切な素晴らしい感性を持っていると思います。四季の移
り変わりの中で、微妙な変化を感じ取り、愛で、楽しみ培われてきた感
性です。でも、私たちは、せっかくのその感性を活かしきれていないの

ではないでしょうか。眠っている感性を目覚めさせ、フルに活用し、こ
れからの生き方を見つけ出すことで、自信と誇りを持つべきだと思うの
です。
今をどう生きたら良いのかを一人ひとり考えることの重要性を、本美
術展を通して少しでも気付いていただければと願っています。

そして、自信と誇りを持ち、謙虚に生きることを自覚し、できることか
ら少しずつ行動していきましょう。
本美術展が、１２回展と続いているのは、市民オーナー、ボランティ

アの方々をはじめみなさまの強い意志と行動に支えられてきたからにほ
かなりません。この紙面をお借りしてその意思と行動に敬意を表します。
江上

弘

アーティスト

我孫子野外美術協会会長

The primary aim of Abiko International Open-Air Art Exhibition is to
provide people who are busy working every day with an opportunity to
have a break visiting an open-air exhibition to enjoy art. In addition, we
hope that visitors could find joy in different expressions and feel
refreshed strolling in the woods.
In this art exhibition, visitors can actually experience the pleasure of
expressing themselves. There is a place provided for every visitor to
produce their own works as they like. I believe that to express means to
show an idea or feeling that one wants to convey in a particular way
that one is very good at. It would be wonderful if viewers would
empathize with your work.
While producing works in the woods, I am aware of some feelings.
Absorbed in creation staying long in the woods, I find myself feeling
relaxed and comfortable before I know it. What a good feeling! In
order to complete a piece of work, I have to stay in the woods working
all day. Being absorbed in the production, I forget that I am in the
woods for a long time. Those hours are totally different from the hours
you spend in the woods strolling or appreciating artworks. Artists who
are making their works in the woods must be feeling good about
themselves working there. As we would really like to share this good
feeling with you all, we have set up a period of time open to the
public, prior to the opening of the exhibition, when you can come and
see how comfortably artists are working.
There is another feeling that I have working in the woods. That is the
incalculable greatness of nature. Despite desperate efforts for the
creation of a piece of work, I find myself stupefied on the spot
overwhelmed by the greatness of nature. Then I become aware how
insignificant what I am going to express is. I ask myself a question
again. What is it that I can do? After that, I resume the work in a
humble attitude. Thanks to nature, I am producing this work.
Up to date, human beings have adorned their history with splendid
technologies, experiences and wisdom. As a result, we apt to believe
that we are able to bring even nature under control. I believe, however,
we are no more than small existence in nature.
At the present time, though it is difficult for us to have a perspective
on the future, each of us Japanese has a valuable and wonderful
aesthetic sense when thinking about living his or her own life;
sensitivity to feel, appreciate and enjoy subtle changes of four seasons.
It seems to me, however, that we are not using that sensitivity to the
full. We should have confidence and pride by awakening this sensitivity,
making the best use of it and finding out how to live in the future.
I sincerely hope that this open-air art exhibition will help you realize
how important it is for each of us to think of our own way of life.
Let's begin to work doing little by little whatever we can do with
confidence, pride and consciousness of living a modest life.
The exhibition celebrates its 12th anniversary this year. Here, let me
extend my heartfelt thanks to those concerned including owner citizens
and volunteers for their lasting will power and active cooperation.
Hiroshi Egami, Artist
Director, Abiko International Open-air Art Association

3

ハコ ̶ BOX

Water-fall ― 滝
ヘルガ・ツメルカ
（オーストリア）
Helga Cmelka
（ Austria）

Rezzy（日本 - Japan）

素材：ビニール 紐、竹

素材：合板、折り紙、リヤカー 場所：布佐市内を移動

場所：宮の森公園

I heard about the pollution of Teganuma and
remembered a region in Austria where I have spent the
last summer. This region is famous for many wonderful
lakes, rivers and waterfalls. Some of which rise up to
300 meters. There falls offer very pure waters, so pure
you can drink from the lakes and rivers. I wanted to
offer a waterfall to the people of this area, In order to
inspire them to purify the Teganuma .
手賀沼の汚染の話を聞き、昨年の夏すごしたオーストリア

でのことを思い出しました。その地域には、美しい湖や川、
滝 があり、 もっとも 落差 の 高 い 滝 は 300m もあります。

その水は飲むことができるほどに澄んでいます。
この 地 の人々に手賀沼浄化への 関心をさらに 高めてほし
いと願い、私は『滝』を制作しました。

ハコを積んだリヤカーで布佐の町を歩き、布佐の町と出会うプロジェクト

In this project, the artist walks around Fusa town pulling a hand cart
with a box on in search of encounters with the town.
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この 作品は、花 の 広場 の 北側 に位置 する小高
い丘に設置いたしました。ここからは手賀沼から

八百万の想い ̶ Yaoyorozu no omoi

連なる農の 景観を一望することができます。花 の

一ノ瀬弘子・越智清篁
（日本）
Hiroko Ichinose, Seikou Ochi
（ Japan）

広場から階段を上り、丘の頂きにある古びた 木の

素材：金属性の椅子、和紙、電飾

場所：布佐市民の森

切り株の脇の「竹製の椅子」に腰掛け、西の空を
振り返ると、小枝にうがたれた 空間から『相島芸
術文化村』を象徴する大きな屋根と、今では数少

この椅子に座れば 八百万の想い が湧きでる

なくなってしまった『火の見櫓』を垣間見ることが

You can meditate on myriads of things sitting on this chair.

できます。 その『 ふぉーかす』
（focus) された 光
景が今年の私の 作品です。

I set up this work on a small hill on the north
side of the flower plaza. From there we can
get the panoramic view of a farm-scape
extending from Teganuma. We go up the
stairs from the flower plaza and sit on the
bamboo bench by the old stump on the top
of the hill. Looking back toward the west
sky, we catch the glimpse of the large roof
symbolizing Aijima Art Center and a firelookout tower that is a rare scene now,
through an opening among twigs. I offered
the scene that I focused into my work this
year.

ふぉーかす ― focus
小山和則
（日本）
Kazunori Koyama
（ Japan）
素材：木の枝、竹

場所：布佐市民の森

朧輪 ― Rolling

Existence – Nonexistence

戸野倉あゆみ（日本）Ayumi Tonokura（ Japan）

ウダイ・ヴァー・スィン（インド）Udeya Vir Singh（India）

素材：針金、レース糸、石膏、布

デイヴィット・マクレィシュ（アメリカ）David Mcleish（USA）

場所：布佐市民の森

存在 ― 無存在

素材：竹、竹のチップ、杉の葉、栗、ドングリ、森の植物、空気、音 場所：布佐市民の森
『朧輪』というタイトルは英語の『Rolling』を
漢字に変換した造語で、 おぼろげに転がって

いる という意味です。
この作品は、3 種類の要素で構成されています。
第一の要素は、石膏で作られた手のひらサイ

ズのハート型オブジェです。これは人の思念が
凝縮して結晶となった状態を表現しています。
第二の要素は、針金とレース糸でできた、１メー

トルほどの頭型オブジェです。これは人の思念
が膨張し拡散していく様子を表しています。
第三の要素は、垂直に張られている糸です。こ

れは空中に拡散した人の思念が雨となって地面
に還っていく状態を表しています。
作品を設置させて頂いた栗の林を初めて訪れ

た時、私は人の思念が 固体、気体、液体の 3
種類の状態で存在している様を表現してみよう

The first element is palm-sized, heart-shaped
objects made of plaster. They show the
crystallization of condensed human thoughts.
The second is head-shaped objects about one
meter long made of wire and lace yarn. They
express how human thoughts expand and
spread.
The third is threads stretched perpendicularly.
They show how human thoughts scattered in
midair return to the ground like raindrops.
When I first visited an area where chestnut
trees were grown, I thought of expressing
human thoughts in three forms; solid, liquid
and gas. I hoped that human thoughts were
secretly rolling on the ground as well as drifting
in midair like chestnuts rolling over the ground,
branches swaying in the air and raindrops
soaking the earth for the roots' sake.

と思い立ちました。栗林で栗の実が地面に転
がっているように、中空に伸びる木の枝が風に
揺れるように、雨が地面にしみ込み木の根を
潤すように、目には見えないけれども人の思念

もまた、密かに、大地や空中に転がり、漂って
いることを願いながら。

The Japanese title is a word of my coinage
composed of two kanji characters that reads
rou-rin.
This work is composed of three elements.
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さがしもの ― Search
布佐台幼稚園の園児たちと雪葉
（日本）
Fusadai youchien（Kindergarten）no ennjitachi to Yukiyou
（Japan）
素材：紙

場所：宮の森公園

自然の中での多角的な理解、経験、表現のコラボレーション。
普段の視覚、嗅覚、聴覚、触覚を超えることができる。
自然の中で見えたことを提示する試み。

さがしてください。さがしているなら。

Please search if you are looking for it.

A collaboration of multidisciplinary understandings.
experiencing and expressing within Nature. One can
go beyond what one sees, what one smells, what one
hears and what one feels. This is an attempt to
manifest what we experience within the Nature.

［RYOKUROKU］like annual tree ring
「朸録 ̶りょくろく̶」

風をうけて ― In the Wind
門倉光正
（日本）
Mitsumasa Kadokura
（Japan）
素材：竹

ＯＺ／尾頭／山口佳祐（日本）ＯＺ／ Keisuke Yamaguchi（ Japan）

場所：布佐市民の森

素材：合板、角材、アクリル

循環し

場所：布佐市民の森

わたしは 大地へ 溶け込んでゆく

Through circulation, I'm integrated into the earth.
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空間トリム ― Site Specific Trim
渋谷武浩（日本）Takehiro Shibuya（ Japan）
素材：ゴム紐、角材、合板

場所：布佐市民の森

この空間に留まるか、
外に飛び出すかはあなた次第です。

平面作家４人の女の挑戦は、まず、５０本の 竹の 切り出しから始まった。

その気になれば、

１０日余りの制作時間は、結果としてキャンバスからの解放と、野外で

壁を通り抜けることもできるのです。

格闘する心地よさを認識する行為ともなった。コンセプトは、自然 に

そんな瞬間が 訪れたら、

負けないスケール感と自在な変容性をもつ形態…ということで必然とし

きっと自由になれると思うのです。

て雲からイメージを膨らませていった。６個のオブジェは、巨大生物の

Whether to stay in this space
or get out of it is up to you.
If you put your mind to it,
you can go through the wall.
Should such a moment occur,
you could be a free person.

さなぎのようでもあり、銀色に輝く宇宙船 のようでもあり、恐竜のたま
ごのようでもあり…もくもくと移り変わる雲のように変幻自在に人の心
に入り込んでくれたと思う。森の 癒しと女４人のパワーをもって、ちょっ
ぴり原始的な、そして、暖かさも感じていただける作品になったようだ。
新鮮な体験にたくさんの感動、ハッピーそして感謝です。

もくもくも ― MOKUMOKUMO
４ Women's Art Ground 木村利加子・澤崎静江・清水京子・関谷俊江（日本）
Rikako Kimura, Shizue Sawasaki, Kyoko Shimizu, Toshie Sekiya（ Japan）
素材：竹、アルミホイール

場所：布佐市民の森

We are four women artists and our challenge began with cutting down
50 bamboos. During about ten-day production period, we realized that
we were free from the canvas and the work to wrestle with difficult tasks
in the open air was pleasant. Our concept was the creation of a form with
a scale as great as nature and very variable. We inflated our image from
clouds. Those six objects look like either chrysalises of gigantic creatures,
silvery spaceships or dinosaur's eggs….with their changing forms like
variant shapes of clouds, they must have crept into viewers' hearts. With
healing power of the woods and our enthusiasm of four women, the
finished piece looked slightly primitive with warmth. We are grateful for
having had such new, happy experiences.

変わって欲しいのに、変わらない／

チェンジ、オア ノット ― Change, or Not

変わらずにあって欲しいのに、変わってしまう／

Dream ― 夢

おいかわみちよし（日本）Michiyoshi Oikawa（ Japan）

変わりたいのに、変われない／

ミレヤ・サンパー（アイスランド）Mireya Sampar（Iceland）

素材：カラーベニヤ、カットシート文字、針金 場所：布佐市民の森

変わろうと強く欲すれば、変われる／・・・・

ヴィディ・アーナソン
（アイスランド）
Vidir Arnason
（Iceland）

「カワル」という言葉を連用してみると

その行間には、雑雑とした思念が湧いてくる。

I want it to change, but it doesn't change,
I want it not to change, but it changes,
I want to change, but can't change,
If I truly wish to change, I'll be able to change.

素材：竹、ヤツデの葉、塗料

場所：布佐市民の森

The work is based on happy tears made with bamboo and 8
finger plant.
It will also be colored = painted, then installed on the lake,
meant to float. The idea was my dream to come back to
Japan, it happened and now I have for that reason happy
tears. There is also an inspiration from very old song –
from a film connected to the work.
Happy, happy people, happy people. Talk about things
they like to do. If you don't have a dream then how you
have a dream come true.

Using the word change repeatedly, I see the space
between the lines brimming with all sorts of ideas.
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環でできた野外スタジオ
― Open-Air Studio of Loops
前田恭男
（日本）
Yasuo Maeda
（ Japan）
素材：蔦、発泡スチロール、ペンキ、丸鋼
場所：布佐市民の森

竹とヤツデで 作られたうれし涙。色を塗って、池 に 浮かべます。
日本にまた行きたいという夢が 実現してうれし涙を流しました。こ

の 作品はまた、古い 映画の 歌からも、インスピレーションを受け
ています。
「しあわせ！しあわせ！人々はしあわせ！人々はしてみたいことを話

す。 もしあなたが 夢を持たなかったら、 どうして、 その 夢がかな
うのでしょうか？」

私の考える元気とは、
「環」から始まる。
今回の 作品構想は、展示場所を散策していて竹林の
「縦柄」のバックヤードが気に入り、その前で「環」

を活かして何か見えて来ないかを考えた。
連続した白い大小のリング！
何と世界中で 愛されているキャラクターが 浮かびあ

がってきた。
一緒に写真に納まったら楽しいだろうな！
「みんな！こっちにお出でよ」

In my opinion, a lively spirit begins with loops.
This time, I got an idea for my work while strolling
around the exhibition site. I liked the vertical pattern of
the bamboo backyard.
It might be a good idea to use loops in front of this
bamboo grove!
Connected white rings small and large!
Then all characters loved in the world have emerged.
If we all had our photos taken together, it would be
wonderful!
Everybody, come here!

森の小さな水たまり ― A Small Pool in the Woods

バルーンパビリオン ― Balloom Pavilion

井上久仁子（日本）Kuniko Inoue（ Japan）

甃井 貴宏（日本）Takahiro Ishii（ Japan）

素材：水、芝、花びら、ビニール 場所：布佐市民の森

素材：風船、ヘリウムガス、他
場所：布佐下稲荷神社境内、宮の森公園

布佐の森を器として水溜りを作ります。森の木々・空・雲、子供たちの心までも映したい。

I want to make a pool in Fusa-no-mori as the container.
I wish that it would reflect the trees in the woods, the sky, clouds,
and even children's hearts.

風船でできた浮いた 屋台。この風船は来場者に無料でプレゼ

ントします。風船 のひもについている小袋にはクレヨンとスク
ラッチカードがはいっています。同じ数字 がそろったらもう 1
個風船をプレゼントします。

This stall is made of balloons, and those balloons are given to
visitors for free. A small bag attached to the string of each
balloon contains a crayon and a scratch card. When the
numbers are complete, another balloon will be presented.
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Piety ― 孝

真実の口（ボッカ・デラ・ベリタ）― Bocca della Verità

テイ・コバヤシ（日本）Tei Kobayashi（ Japan）

青少年相談員と布佐の子どもたち（日本）

素材：つる、枝、竹、泥、蜜蝋、数珠、ガラス、ビーズ、絹糸、お香
場所：相島の森

Seisyonen Soudanin and Children of Fusa

A place for quiet reverence
May it be filled with love and devotion
A prayer for my mother
Prayer beads suspended from the heavens
A nest to comfort and protect
Nurturing of the fragile heart
Prayers to the sheltering sky
Prayer Beads: Chanting to the Fragilities
of the Human Soul
A Nest to Nurture
静かな場。
愛情と献身で満たされますように。
母への 祈り。
天から降りてきている数珠。
心地よく守られた巣。
壊れやすい心をやさしくなでる。
遥か遠くの空への 祈り。
数珠、ガラスのような魂の 響き。
命 ( いのち ) を慈しむ巣。

素材：合板、ビニール、センサー、音声装置

場所：布佐市民の森

白い杖に青い風 ― White Walking Sticks and Blue Wind
乗松剛治（日本）Yoshiharu Norimatsu（ Japan）
素材：布、染料

場所：布佐図書館脇

Photographs used at the workshop
and those photographed at the workshop are used.
写真によるワークショップによるものと、その際撮影した写真を使用。

メモリーズネスト〜わだ幼稚園との小さな写真展
Memory's Nest – a small photo exhibition with Wada Yochien

山崎宏之・深瀨暢季＋わだ幼稚園（日本）
Hiroyuki Yamazaki, Nobuki Fukase ＋ Wada youchien（ Japan）
素材：写真プリント、テグス 場所：宮の森公園
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空間分光 ― Place Spectral

へなそうるのかくれんぼ ― Hena-soul Hide-and-Seek

島田

布佐宝保育園（日本）Fusa takarahoikuen（ Japan）

忠幸（日本）Tadayuki Shimada（ Japan）

素材：合板、プリズム（アクリル板、水） 場所：布佐市民の森

光をプリズムによって分光し、スペクタルを楽しむ作品です。

In this work, light passes through a glass prism
so as to produce spectral hues and spectacles to be enjoyed.

素材：ペットボトル、缶、竹、紙、ラップ、塗料

場所：宮の森公園

縄綯い広場― Let's make ropes together
山本あまよかしむ（日本）
Amayokasim Yamamoto（ Japan）
素材：縄を綯う人々、縄を綯う場所、縄に綯われる草、
縄を綯いながらするおしゃべり 場所：布佐下多目的広場

漂う ― drift
勝木繁昌（日本）Hanjyo Katsuki
（Japan）
素材：sheet 場所：布佐市民の森

かつては日本人誰でもが日常的に行ってい
た縄綯いという作業を通して、世代間、地
域間（布佐 の人々と外から来 た 人々） の 交
流する場を作る。

Making ropes used to be daily
necessity for the Japanese in old days.
People of different generations and
from different regions contact with
each other by making ropes together.

我孫子に漂う、プランクトン的なものを制作しようとイメージ。

この 作品において、制作過程がとても重要でした。

I had an image like plankton drifting in Abiko for my work.
Its production process was very important to me.
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ライブペインティング― Live painting
福永明子（日本）Akiko Hukunaga（ Japan）

毎週水曜日、上町地区の 老人が集まってカラオケに興じていま

素材：キャンバス、アクリル 場所：布佐下多目的広場

す。しかしここは正式な自治会館ではなく登記上宙に浮いた場
所、すなわち持ち主不明の空家に老人が集う状況なのです。
現代社会におけるエアポケットのような空間で 響く歌声は、現
実でありながらもふと幻影にも思えてきて、切なささえ覚えます。
失われつつある団欒・人と人 がつながること・和・暖かな関係
性・・・・決して郷愁はないのですが、何かに急かされ、そん

な時代の記憶をこの場に留めたいと考えたのです。

Every Wednesday, senior citizens living Kamicho gather and
enjoy singing karaoke. However, this place is not an officially
authorized citizens' hall. As it is an unregistered place left
suspended, senior citizens gather in this vacant house whose
ownership is unclear. The voice of citizens singing in such a
place as an air pocket in today's society is real but sounds
illusory and even sorrowful. Though I don't find nostalgia in
disappearing bonds such as happy family circles, people linked
together, harmony between people, and fraternities, I felt
rushed to give shape to such memory of the times in my work.

（11 月 3 日のみライブペインティング実施）

Am Mittwoch（On Wednesday）…水曜日に
藤井達矢（日本）Tatsuya Fujii（ Japan）
素材：ミクストメディア 場所：布佐市内の空き家

Boiling The Iron ― 鋳鉄（鉄を溶かす）

蜘蛛と蜘蛛の巣 ― Spider and her web

マリリン・キンシコ（エストニア）Mariliin Kindsiko（Estonia）

金子稜威雄（日本）Itsuwo Kaneko（ Japan）

素材：アルミフォイル、紐、ライト

素材：タコ糸、布

場所：布佐市民の森

場所：布佐市民の森

One small thing can change the world
たったひとつのちいさなことでも、世界を変えることができる。

18

19
「ここに秋みィ〜つけた !! オータムパレット

Part ２

−あら？これ？使えるじゃない？アートだってリユース（再利用）
します。」

I've found autumn here!! Autumn Palette, Part 2
─ Why? This one? You can use it, can't you? Art also can be reused.

石川美穂子（日本）Mihoko Ishikawa（ Japan）
素材：ペットボトル、竹箒、水道管 場所：布佐図書館前

Messenger From The Forest
森からのメッセンジャー

ソン・ベ（大韓民国）Sung-Baeg（South Korea）
以前から、布佐駅周辺に紅葉が無いことが 寂しく感じ、人が比較的集まる図書館

素材：木、枝、壊れた木の椅子
場所：布佐下多目的広場

に、紅葉する木を作りました。
黄〜オレンジ〜赤と、一週間ずつ変化するよう、少しずつ増やしていきました。

ペットボトルを再利用して、水性ペイントをした葉を作り、図書館で多くの方々に
エコメッセージを書いていただきました。この 作品は、最後にすべてプラスチック
資源になります。

As the area around Fusa Station has
been deserted for long, I made an
autumnal tree near the library where
relatively many people gather. I
changed the color of the leaves from
yellow, orange to red week by week,
increasing the number of leaves. For
leaves, I reused pet bottles painted
with water-based paint, and asked
many people visiting the library to
write down their eco messages on
the leaves. The work itself will be
plastic resources at the end.

森は多くのことを語りかけてくる。

しかし、私たちはそれを聞こうとしないだろう。

Many things can be heard in the forest.
However we often don't listen.

赤ん坊を背負うおんぶ紐を通して

蝙蝠マイホーム ― My Home of a Bat

母の愛情を表現したインスタレーション

マエノ・マサキ
（日本）
Masaki Maeno
（ Japan）

This installation expresses motherly love with
cloth-made straps for carrying a baby on one's
back.

素材：リヤカー、ストーブ、合板、塗料
場所：木戸公園

蝙蝠の巣箱を通して、私たちの 住まいなどについて
語らう 場

のためのプロジェクト。

未開紅 2009 〜母性美・花・おんぶひも〜

This project provides us with an opportunity
to discuss our home using bats' nest boxes.

Mikaikou2009 〜 Beauty of motherly love, Flower, Piggyback string 〜

戸祭 瑞香子（日本）Mikako Tomatsuri（ Japan）
素材：写真、ファイル、竹、塗料

場所：相島の森
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癒しの里づくりの会（日本）Iyashino satodukurino kai（Japan）
素材：ペットボトル、竹串、傘

場所：宮の森公園

ペットボトルに 水のありがたさ
と、水の冷たさから身を守ってく
れる傘に、家族や友人のぬくも
りを感じながら、水と人とのか
かわりを思い起こしてください。

Being grateful to pet bottles
of water and umbrellas that
protects me from the icy
coldness of water, I feel the
warmth of my family and
friends. I hope that this
work will remind you of the
relationship between
human beings and water.

Work Shop

■ワ ー ク シ ョ ッ プ

水の詩 ― water

山本あまよかしむ＆布佐小学校５年生の
子どもたち、先生、布佐下の皆様

「縄綯い広場」へようこそ！―
Let's make ropes together!
布佐の大地からいただいた草々を使って縄を綯
います。
綯った縄は布佐下多目的広場の大きな木に吊

るします。展覧会の後は各自持って帰って、実
際に使って見ましょう。
「うまくできるかな？」なんて関係ない。
綯うこと自体を楽しむ、今、ここで。
あなたの手に残る感触の記憶、それ自体が作
品です。

■イ ベ ン ト

Peformans

Event

■パ フ ォ ー マ ン ス

森のコンサート

おまつりバンド・ちんどん／
クンクンニコニコ共和国
10 月 18 日（日）、11 月 1 日（日）
、
布佐駅前から相島芸術文化村まで

10 月 24 日（土） 我孫子駅前

Tei Kobayashi
11 月 1 日（日）11：00 相島の森
11 月 3 日（火）16：00 布佐下、田のあぜ道

森のコンサート

薪神楽／ひょっとこ連合
11 月 1 日（日）16：30
相島芸術文化村（倉脇特設ステージ）
森のコンサート

ファイアーパフォーマンス／ Mela（メーラ）

11 月 1 日（日）17：30 相島芸術文化村（倉脇特設ステージ）
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A-young（ South Korea ）

森のコンサート

11 月 3 日（日）12：00 相島の森

森に響く尺八／福田邦智
11 月 3 日（火）14：15
布佐市民の森（むくの木広場）

森のコンサート

Sung-Baeg
11 月 1 日（日）11：30 相島芸術文化村
11 月 3 日（火）12：30 布佐下多目的広場

森のコンサート

デュオ パラム（風）／
石坂芳子、高橋英子

インプロ演奏・
ダンスパフォーマンス／
たきたりさ、ナオトババ、
田村元、サブ

11 月 8 日（日）13：00

11 月 3 日（火）13：30
布佐市民の森（むくの木広場）

布佐市民の森（花の広場）

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
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中根 ケイ子
中根 太喜也
中野
洋
長原 宏子
中村 光宏
中山 義一

南雲 秀博
成嶋 文夫
鳴滝 秀幸
新居田 亨
西村 陽男
根本 きく江
野口 信彦
野村 昇治
春田 恒一良
馬場 和代

番留
日暮

孝一
規雄

日野 早紀子
平野 達男
福永 明子
藤井 克之
藤井 吉彌
藤井 早苗
藤代
勉
古田 浩子

堀 智江子
マエノマサキ
増田 信也
増田 恒雄
松本 正樹
丸岡
計
丸山 忠勝
三浦
努
峯岸 幹男
宮腰 多加雄

宮田 幸雄
深山 まさ江
村居 テイ子
村越
隆
（株）メディア・
アンド・コミュ
ニケーションズ
森
山口
山根

妙子
久子
雄二

箭本
湯下
横田
吉江
吉田
吉竹
吉成
吉原
吉藤
吉藤

佳人
廣一
千恵
正人
照男
正実
正明
哲也
敏男
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
若松 孝義
渡壁 麻里
渡辺 和夫
渡辺
武

渡辺
渡辺

唯男
昌則

