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Ab iko  

I n t e r na t i ona l  

Open-A i r  A r t  

E xh ib i t i on

我孫子国際野外美術展第 17 回

2 0 1 4

いきづく　森と水と　文化のにおい

我孫 子野外 美 術展 実 行委員会

〒 270-1105  我孫 子市三河屋 新田８

http://abikoe.com

aioe@l ive.jp

齋 藤さだむ、他

西沢 三 紀、菅野 哲哉

及 川真咲デザイン事 務所

株 式会社エーヴィスシステムズ

発　　行

写真撮影

翻　　訳

デザイン

印　　刷

実行委員会

実行委員長
　駒場拓也

事務局長
　江上　弘

会計
　酒井翔馬　内田恭輔

委員
石川美穂子、おいかわみちよし
岡　規子、OZ（山口佳祐）　　　　　　　　
門倉光正、小山和則
島田忠幸、鈴木　雅
鈴木奈津子、戸祭瑞香子
富山英典、峯岸幹男
吉藤敏男

顧問
　足立俊領、井上　基
　土井紀弘、羽二生隆宏

会計監査
　永澤普、石井康之

主催
　我孫子野外美術展実行委員会

共催
　我孫子野外美術協会

後援
　我孫子市・我孫子市教育委員会・千葉県
　ブリティッシュ・カウンシル

助成
　芸術文化振興基金

協力
　及川真咲デザイン事務所
　我孫子市国際交流協会
　作庭舎

広告協賛 2014

（社福法）特養　アコモード
（株）いしど画材
株式会社 板垣工業

（株）板橋建設
（有） 今井観光
岩見印刷　株式会社
(㈱エーヴィスシステムズ

（有）及川真咲デザイン事務所
（株）大木商店
（株）春日や
（株）京北スーパー
香栄堂印房
後藤歯科
レストラン喫茶コ・ビアン
コンビエンスさいとうギャラリー
作庭舎
studio.WUU

渋谷産業株式会社
ふとんのシノザキ
すずきこどもクリニック
割烹　鈴木屋本店
 (有 ) スペース景
住吉整形外科クリニック
創造会メディカルプラザ
染谷正弘 (DSA住環境研究室）

田中工業　株式会社
千葉美術予備校　柏校
㈱ティホーム
カラオケ・スナック ドン (DON)

有限会社匠
たちばな接骨院
たちばな治療院
根本米店
ピアピット
ビジネス旅館　布佐

（有） 布佐自動車鈑金工業
布佐台幼稚園
布佐宝保育園
進学塾　フロンティア
ペットハウス　プルート
平和ヘルスケア株式会社
平和台歯科
ポニークリーニング布佐店
松島　薬局

（株） 宮内建材
（株） 宮田工務店
メヌエット

（有） 山新豆腐店
ゆうかり絵画工房
吉原コーポ
レモン画翠
わだ幼稚園

ボランティア

熱田　叔彦
石川　幸世
伊藤いちこ
内山　めい
海老沢海渡
大内　三枝
大畑　照幸
加藤　弘恵
木村　利加子
倉持　充
黒川　友幸
洪野　友誠
小関　清子
斉藤　誠治
櫻井　実
佐々木友理
佐藤　満
澤崎　静江
篠崎　清次
清水　京子
菅野　哲哉
鈴木　肇
関谷　俊江
竹中　知子
橘　昌子
戸野倉あゆみ
中山　慶子
濱　理恵
福永　京香
　　康彦
星　建一
本内　南
堀越　紀子
増田　信也
松田　雅子
三村由美子
宮田　幸雄
山口　久子
吉田　恵美
吉田　武晴
公益社団法人
　(福島原発行動隊のモニタリングチーム )

 　塩谷亘弘、木下かずえ、山田次郎、熊谷訓行
baal

Special Thanks

大森千紗登
岡部俊雪
コータロー
玉造下座保存会
デュオ　パラム
BUTOH-ha Zero →
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野外展を日常的な季節の風景として楽しむ人々

　10月末の好く晴れた日に、私は我孫子の野外展を しっかり観
てきました。その帰路の電車のなかで、私はこんなことを考え
ていました。

「我孫子の野外美術展は、どうして17年間1回も中断することな
く継続開催してこられたのか…」
　時代背景も運営形態も何もかも、同じ物差しで測れないこと
を承知で単純に活動期間の長短を考えてみたのですが、海外に
もよく知られている あの『GUTAI』が、1954年夏の結成から
1972年3月の解散まで18年、実働17年半だったわけです。

・
　我孫子の野外展を始める1998年、第1回展実行委員長の江上
弘は「何としても10年は続けよう !」との思いを胸に刻んだそう
です。 “流行り物”のように派手な扮飾をすると、間もなく人々
の気持ちが冷め始め、いつの間にか雲散霧消してしまうイベン
トは少なくありません。
　20代から30代半ばまでの期間、芸術表現者として芽を出し始
めていた江上が強く刺激を受けたアーティストたちは、クリスト
(Christo Vladimirov Javašev)、ボイス (Joseph Beuys)など 日
常の社会生活、目の前の広い風景を舞台にした造形活動を大規
模に展開する、社会運動のようなスケールの作品をつぎつぎに

発表していた人たちでした。
　そんな大きな目標から自分の作家活動を客観視すると、東京
の画廊で雲をつかむような反応を当てにした作品発表の仕方に、
ムクムクと疑問が脹らんできたのです。我孫子に戻ったのは
1993年ですが、彼はその前年92年にドイツのキール、フース
ムなど北部の諸都市と東部のロッシェンベルクなどを舞台に開
催されたアート・シンポジウムや野外展に4連続で参加していま
す。この体験は、重要な転機になったようです。
　彼はその後も、ドイツ、バルト諸国のほか、オーストリア、韓国、
インド、チリ、フランス、タンザニアなどでのアート・キャンプ、
シンポジウムなどに頻繁に参加し、そのスタイルを現在まで続
けています。
　そして、その参加行為で積み上げられてきたアーティスト同
士の国籍を超えた交流、友人としての信頼関係、互いの作品に
対する評価、敬意が、この我孫子野外展のエネルギー源として
一つの重要な要素となっている…、私はそう考えました。
　今回展では、海外から6人を招待しています。作品8のアン
ジェイ・ヴィスニェフスキ (ポーランド生れ・スペイン在住 )は、
2014年1月アイスランドでのアート・キャンプで知り合い我孫
子への参加を呼びかけ、作品9+10のアランチャ・エツァルテ、
ビビアナ・クレスポ (スペイン )と作品5のマルコ・デザルド (イ
タリア生れ・フランス在住 )、作品3のアレハンドロ・ヴィーヤ
ルバッソ (メキシコ )、この4人は他のアーティストからの紹介で
す。そしてカン・ヒジュン (韓国 )は、ハンブルクに近いピンネ
ベルクとアムメルスベックでのアート・シンポジウムで当時35
歳の江上が出会った、最も早くからの信頼できる友人です。

・
　10月29日に今回の展示を観て廻った時も、後日の追加取材の
際も、江上さんに加えて、第1回から野外展を支えてきた島田忠
幸さんに同行していただきました。さらに、今回の出品者の中
で作品14の小山和則、作品15の門倉光正を加えた4人が最初
から継続して関わり、前回展からは駒場拓也 (作品12に参加 )が
実行委員長として、核になっています。
　彼らを軸とする野外展実行委員会の共通認識として、出品者
が固定化することを避け、出来るだけ新しい人の参加、出品に
意を尽くすという姿勢が持続されています。これも、同展に停
滞やマンネリを生じ難くしている大事な点だと思います。
　国内からの招待出品者を選ぶ時も、実行委員の間で互いの情
報交換のうえで紹介し、推薦、提案して決めるといいます。今
回の国内招待作家は5人。作品7の玉田多紀、作品2の志村陽子、
作品4の荒木美由は実行委員の提案。作品6の杉本尚隆は江上が
リトアニアで出会い、作品11の藤沢 恵は作家からの紹介、とい
う経緯だそうです。

・
　これだけの内容を17年継続してきた実行委員たちが、注ぎ込
んできたエネルギーの累積量は、膨大なものです。 しかし、作
品を観て歩きながら、私は別の大きなエネルギー供給源を垣間
見たように思います。
　私が同展を訪ねたのはウィークデーだったので、父親も一緒
の家族連れは見られなかったものの、柏から自転車で来たとい
う女性や、作品の一部に使われている球面鏡を覗かせようと孫
を抱き上げる爺と婆、野田から車で来たご婦人、近所から犬の
散歩を兼ねて普段の恰好で散策に来た人、こんな人たちが気軽
に作品巡りを楽しんでいたのです。
　実行委員たちが考案し、第1回展から採用してきた“市民オー
ナー”システムは、この野外展を支える重要な要素の一つです
が、その周囲に野外展を日常的な季節の風景として楽しむ人々
が、裾野のように広がっていることを、私の見た幾つもの光景
が教えてくれたのです。
　江上さんたちが思い描いていた夢とは、こういう日常を実現
することだったのではないでしょうか。

美術評論家　 萬木康博
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Mayor’s message

The 17th Abiko International Open-Air Ar t Exhibition (AIOE) 2014 
was successfully concluded at the Fusa Citizen’s Forest Park, the 
Miyanomori Park and other locations in the Fusa area same as before. 
Various people, from Japanese artists to the nearby nursery school 
children, as well as overseas artists from Poland, UK, South Korea and 
several other nations, came together to the area and participated in 
creating artworks, which were nicely harmonized with nature. 
I am pleased to know that international exchange activities have been 
generated through the exhibition featuring fusion with nature of the Fusa 
area, despite the cultural and language differences. I am also proud of 
the citizens’ continuing efforts to foster and perpetuate the event.
Furthermore, I expect that AIOE would serve as a medium of creating and 
developing a new type of network comprising of the artistic, cultural and 
international communication activities among citizens .
Closing my address, I would like to express my sincere respect and 
thanks to the executive commit tee members for the ef for ts and 
cooperation in planning and operating the exhibition, citizen ownership 
members for financial support, and many other people concerned.

Junichiro Hoshino
                                                   Mayor of Abiko City

People enjoy outdoor art exhibition as a regular seasonal 
landscape 

   On a sunny day at the end of October, I went to carefully observe 
the open-air exhibition in Abiko. I thought on my way back in the train 

“how they could continue to hold this art exhibition for seventeen 
years consecutively.” I know that I should not compare it simply with 
other serial exhibitions, which are in totally different timeframe and 
administrative structure, but GUTAI, which is well known even overseas, 
started in summer 1954 and was disbanded in March 1972. It continued 
for almost 18 years, but to be precise, the actual operation time was 
seventeen and a half years. 

   In 1998 when Hiroshi Egami started this Abiko open-air art exhibition, 
he was determined to continue it for at least ten years at any cost. There 
are not a few events that are showy as something trendy, but sooner or 
later people lose their interest and disappear. In his twenties through 
mid-thirties, then upcoming artist Egami was strongly influenced by 
artists such as Christo Vladimirov Javasev and Joseph Beuys, who 
ceaselessly produced artworks and projects unfolding ordinary social 
life and vast landscape in front of us in such a large scale as a social 
movement. Looking at his activities objectively comparing them with 

those of the above-mentioned artists, Egami had some doubts about 
his way of presenting works at any gallery in Tokyo expecting vague 
reactions from visitors. He went back to Abiko in 1993. In the previous 
year, he participated in art symposiums and outdoor art exhibitions in 
Germany, four events in a row in Kiel and Hüsum, cities in the north, and 
Rothschönberg in the east. This experience became an important turning 
point for him.
   Since then, he has been maintaining his style to actively participate 
in art camps and symposiums outside Japan such as Germany, Baltic 
states , Austr ia , South Korea, India , Chi le , France, Rumania and 
Tanzania. I believe that what he has been building up in those overseas 
experiences ー exchange with artists from other countries, trusting 
them as friends, appreciation and respect for one another’s work have 
become one of the energy sources for the Abiko International Open-Air 
Exhibition.
   Six ar tists were invited from abroad to this 17th AIOE. Andrzej 
Wisniewski (work number #8) from Poland and based in Spain met Egami 
at an art camp in Iceland in January 2014 and was invited. Arantxa 
Echarte and Bibiana Crespo (#9, 10) from Spain, Marco Dessardo (#5) 
from Italy and based in France, and Alejandro Vil lalbazo (#3) from 
Mexico were introduced through Egami’s artist friends. And Kang Hee-
Joon from South Korea has been his reliable friend since Egami who 
was 35 years old then met him at art symposiums in Pinneberg and 
Ammersbek near Hamburg. 

   When I visited Abiko on October 29 and went to see Mr. Egami for the 
second interview, Tadayuki Shimada, artist who has been participating 
in and supporting AIOE since its first exhibition, accompanied us. Other 
two artists, Kazunori Koyama (#14) and Mitsumasa Kadokura (#15), 
are among the four artists who have been involved from the beginning. 
Takuya Komaba (#12) participated since last year and has become a core 
member as an administrative director. The concept shared by the AIOE 
administration committee around the above four artists is to encourage 
newcomers to join so as not to restrict the development of this outdoor 
exhibition and not to fall into stagnation and mere repetition. 
   When deciding on Japanese artists to invite, committee members 
exchange information about, introduce or recommend candidates. 
There are five Japanese artists invited this time. Taki Tamada (#7), Yoko 
Shimura (#2), and Miyu Araki (#4) were recommended by committee 
members while Naotaka Sugimoto (#6) met Egami in Lithuania and was 
invited, and Megumi Fujisawa (#11) was introduced by another artist.

   The accumulated amount of energy put into exhibitions for seventeen 
years by the administration committee members is enormous. I have, 
however, had a glimpse of another great energy source while I was 
walking through the artworks. I visited Abiko on a weekday, so I did not 
see a family group with father, but I met with a woman who came all 
the way from Kashiwa city by bicycle, an old couple who were holding 
up their grandchild to let him look into a spherical mirror, a woman who 
came from Noda city by car, a casually dressed neighbor who was taking 
his dog for a walk. They were all enjoying the exhibition tour. 
   The citizen ownership system that the administrative committee 
members have adopted since the first exhibition is one of the most 
important elements supporting this outdoor exhibition, and around such 
owners are an increasing number of people enjoying this exhibition as a 
regular seasonal landscape. Many scenes I saw at AIOE have told me that 
what Mr. Egami and other participants dreamt of at the beginning was to 
realize an environment like this.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yasuhiro Yurugi
art criticBy Yasuhiro Yurugi, art critic 

ご挨拶

　17回目の我孫子国際野外美術展が、今年も、布佐市民の森や
宮の森公園などで開催されました。ポーランド、イギリス、韓
国などの海外アーティストの皆さんのほか、国内アーティスト
の皆さん、地元の子どもたちなど、多くの人が布佐のまちに集い、
自然と一体となったアートを創りあげました。
　布佐のまちで自然と芸術が融合し、言葉と文化の違いを超え、
芸術を通じた国際交流が生まれていることを、心から嬉しく思
います。また、このような活動が、市民の皆さんの手で育てられ、
続けられていることを、とても誇らしく思います。
　これからも、我孫子国際野外美術展を通じて、芸術・文化・
国際交流の新しいネットワーク像が生まれ、育まれていくこと
を期待しています。
　結びに、企画から運営まで携わられた実行委員の皆様をはじ
め、美術展を応援してくださる市民オーナーや布佐の皆様、関
係者の皆様方のご尽力に敬意を表し、ご挨拶とさせていただき
ます。

我孫子市長　星野順一郎

第 1 7回　我孫子国際野外美術展

いきづく森と水と文化のにおい

布佐市民の森
宮の森公園
布佐のまち周辺
相島の森

10月 25日［土］　  11月 9日［日］

公開制作：10月 18日［土］　  10月 24日［金］
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息を吸うために呼吸する ― 疲れた ／ Ihiyotia Ihiyotiamiki siaui (breathe for breathe… tired)

アレハンドロ ・ヴィーヤルバッソ　Alejandro Villalbazo （メキシコ）

陽炎 ／ Shimmering

カン・ヒジュン　Kang Hee-Joon（韓国）

I love the nature and color endowed in bamboo.Therefore I occasionally 
make works composed of bamboos.The recent typhoon seems to be 
remembered for long time by this year’ s exhibition.Strong wind ! 
Regular storm ! Weak wind !
I wished to create a work utilizing this sort of wind.So at this exhibition, 
I made a work that moves by wind, expressing a shimmer appearing in a 
warm spring day.

私は自然が好きです。そして、竹が持つ質感と色にも興味があります。だから
私は度々、竹を用いた作品を造ります。今年の台風は今回の展示で長く記憶に
のこるだろう。強い風！通常の風！弱い風！

私はこのような風を利用した作品を造りたいと思った。そこで、今回の展覧会
では、風によって動くよう にして まるで暖かい春の日に立ち上る陽炎を表現
した。

素材：竹、木、針金　場所：布佐市民の森

Site installation project that integrates 
three procedural ways that complement 
each other : the f irst refers to the 
process of intervention as ritual space 
w i th in the s t ructure of the p iece. 
The second reflects on the symbolic 
implications between matter and space, 
f rom a cosmological setting that is 
part of the universal balance. The third 
refers to the time as a poetic form in the 
integration process between the artist, 
the artwork and the viewer apprehends 
the process.

この作品は互いに補完し合う以下の３つの手
順からなるインスタレーションです。 

１．儀式的空間としての作品内に入る。

２．物質と空間の間の象徴的な意味、宇宙バ
ランスを感じる。

３．芸術家、作品、鑑賞者が融和する時間を
体験する。

素材：石、和紙、紐　場所：相島の森

森で生まれたよ ／ Born in the forest

志村陽子　YOKO Shimura（日本）

大雨の日、宮の森公園に大きな池が出現した。その池で、沢山の何
かがバシャバシャと水しぶきを立てて 泳いでいた。私は、水により
沢山の生命が息を吹き返し、森の中に満ちていくのを感じた……

素材：合成樹脂、針金　場所：宮の森公園

虫のように穴をあける ／drumming 2 - like a insect

荒木美由　Miyu Araki（日本）

台風で倒れた木に穴をあける。穴をあけると、むしが逃げ惑う。腐った部分は崩れてい
く。穴をあけると、 木のいい香りが立ち込める。時間の経過と共に、また虫が住み始めて、

木は、徐々に土に還っていく。また巡っ て、生き還る。生きるために、穴をあける。

素材：倒木　場所：相島の森

01

02

03

04
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我孫子の森、布佐の森 ／ Forest of Abiko, forest of Fusa

芽吹く ／ germinate

義肢 ／ Prosthesis

マルコ・デザルド　
Marco Dessardo（イタリア／フランス）

杉本尚隆　Naotaka  Sugimoto （日本）

玉田多紀　Taki Tamada （日本）

It is a copy of the way bamboos are falling in the forest, forming oblique lines trough a vertical pattern. 
The bamboos join together as elbows, knees, ankles, fingers, in order to form a looping broken line. The 
bamboo ‘s interlocked slots are rubber reinforced.The prosthesis becomes an autonomous structure.

竹林の中で竹が倒れる様子から、垂直のパターンに対して斜めの線を表現した。竹は腕やひざ、くるぶし、 指な
どの様に結合し、折れたループを作る。竹の接ぎ合わせ部分は強化ゴムひもで結びあわせた。これらの義肢は自
律性のある構造となる。

素材：竹、ゴムひも　場所：布佐市民の森

In-spiration. Expiration.

アンジェイ ・ ヴィスニェフスキ　
Andrzej  Wisniewski（ポーランド／スペイン）

I'm working at the Nature inspiration and expiration. I'm 
concentrate on the symbolism of the number 5. So five elements, 
five trees that they form a pentagon. I'm inspired by the ancients 
interpretation of the Nature.

私は自然の中でインスピレーションを
受け、またそれを外部へ発しながら作
品造りに取り組んでいる。５という神
秘的な数字に強く関心を寄せている。

自然の５つの要素、五角形を構成する
５本の樹木。私は太古からの自然に対
する解釈に触発されている。

素材：竹、紐、カン　場所：布佐市民の森

美術展の会場である我孫子・布佐に
は豊かな森があります。春夏秋冬を
通して接すると、同じ場所でも実に
様々な表情を見せてくれます。草や
木々の芽吹き、開花、葉の緑、結実、

そして枯野の装い。時には美しく、 

力強。大きな恵みですが、儚いもの
かもしれません。今回は美術展の会
場の公園の森の一年の姿を撮影し、

写真で森を構成してみました。撮影
地：宮の森公園、布佐市民の森、浅
間神社、多目的広場。

素材：写真、パネル　場所：宮の森公園

昨年、同じ場所に樹木を象った作品「朽ちゆく / decaying」を展示し
ていた。野外には適さないとされているダンボール作品だったが倒れず
風雨や荒々しい気候に耐え、しっかりとこの地に根付く様だったその樹
木が、地上の水分を吸い上げ今年はこの地に生命を宿した。

素材：ダンボール　場所：布佐市民の森
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Made in Abiko: Encounters with time and place is a collaborative space/project developed by artists Arantxa Echarte and Bibiana Crespo.The two 
main installations consider concepts and materials connected to pastimes (Heian period). These are then translated through more contemporary 
perspectives and assumptions. In parallel the artists reflect upon their environment in the city of Abiko by using local materials and elements that can 
be seen within this environment.
All material from Clean Center.

時間と場所の遭遇 － 灯籠 （Toro） ／ Encounters with time and place - Toro

時間と場所の遭遇 － 掛け軸  （Kakejiku）／ Encounters with time and place - Kakejiku

ビビアナ ・ クレスポ　Bibiana Crespo （スペイン）

アランチャ ・ エツァルテ　Arantxa Echarte （スペイン／イギリス）

この作品はアランチャ・エツァルテとビビアナ・クレスポの共同プロジェクトです。いずれも、平安時代 に遡るコンセプトと材料について考え制作しました。より
現代的な視点と想定を加えてに解釈を試みました。 この地で手に入る材料を利用して制作することで我孫子の環境を作品に反映させるよう心掛けた。全ての材料は
クリーンセンターから調達しました。

Toro (by Arantxa Echarte) is an installation made with recycled material.Recycling is a very 
important activity in Abiko and through this work the artist wants to highlight that an object, 
even if recycled,
transforms ? instead of disappearing - and objects that have been rejected for their initial 
purpose can be used for other purposes and even evoke beautiful objects/structures. It is the 
resurrection of the rejected object.

灯籠（Toro）は廃品を利用した作品です。

リサイクルは我孫子市の重要な活動の一
つ。私はこの作品を通じて、 物はたとえ
廃品でも、消されることなく変形しうる
こと、更に、当初の目的からは外れた物
でも他の目的のために活用され、さらに
美しい造形をひきだすことが可能なのだ
ということに光を当てたいと願っている。

まさに捨てられた「もの」の再生に他な
らない。

素材：ミクストメディア　場所：布佐市民の森

通りゃんせ ／ Pass along

藤沢  恵　Megumi Fujisawa （日本）

門や額縁、切り取られ区切られるだけで、境界の内側が
特別な空間に見える。鳥居をくぐる、空気が張り詰める。

誰かに視られている、悪事は暴かれる、そんな後ろめた
い気すらする。進む先に、切り取られた空間があったら、

あなたは何を感じますか？ ( 数カ所に額縁が設置されて
います。足元に注意してお進み下さい )

素材：角材、塗料　場所：浅間神社

ゆらぎ／fluctuation

駒場拓也
Takuya Komaba  （日本）

アウスタ ・ グズムンズドッティル
Asta Gudmundsdottir  （アイスランド）

Wind in the forest―touching leaves branches―
music fluctuation ―sometimes strong sometimes 
calm―connecting people

森に風が吹く― 草木がゆらぎ触れ合う ― 奏でる葉音 ― 

時に烈しくおおらかに ― 繋がりが生まれる ― それは、

まるで皆が輪になり会話しているようだ
素材：竹糸、竹、麻ひも、針金、塗料　場所：布佐市民の森

K a ke g i k u  ( b y  B i b i a n a  C r e s p o)  i s  a n 
installation formed by six pieces hanged 
in the forest on six different trees forming 
a circle. Each of them takes the form and 
structure of the traditional Kakegiku (hanging 
scroll), however the original materials and 
patterns are swapped with kitsch and manga 
elements.

「かけじく」は６本の木に掛けられた六幅の掛け
軸から成る作品です。

それぞれが伝統的な 掛け軸の形態をしているが、

材料とパターンは現代のポップなカルチャーと漫
画の題材を借りて表現している。

素材：ミクストメディア　場所：布佐市民の森

Other interventions in this space are Colour in 

nature and Vertical view.

この空間のその他の介在要素は自然物への彩色と
垂直の眺めです。
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握手プロジェクト／Handshake project

島田忠幸　Tadayuki Shimada （日本）

観客は自分の信じる宗教マ－クが付いているグロ－ブをはめ、他の人と握手やハグなど
を交わすイベント アルミニウム金属で出来上がっているグロ－ブは、まるで戦いに着用
する鎧の籠手のようであり、装着すると 一瞬自分が強くなったような、また、今まで感
じたこともない妄想が湧くかもしれない。宗教を乗り越え人々が離れ難い結びつきを作
るキッカケとして、ア－ト が重要な役割を果たすに違いない。

素材：アルミ、布　場所：布佐市民の森
同じ巣の仲間 ／ NEST-MATE

門倉光正　Mitsumasa Kadokura （日本）

地球の生物は皆同じ
素材：竹、ひも　場所：宮の森公園

余韻 － reverberation－

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

余韻  それは、消えることのない極小空間
素材：キャンパス、アクリル、合板、角材　場所：布佐市民の森

ゆく川の … Tonegawa  /  Flow of the river … Tonegawa

小山和則　Kazunori Koyama （日本）

「ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」とは「方丈記」の巻頭文です。この世のすべ
てのものは、生じ、滅し、永遠に変わらないものなどないという仏教的無常感を説いています。私は、

だからこそ、 流れゆく川面の一瞬の輝きを表現したいと思いました。一期一会です。この作品は、京都
で今秋オープンの「木津川アート 2014」に出展する『ゆく川の…』Kizugawa との連作となります。

素材：竹、石、ワイヤー　場所：布佐市民の森
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風に吹かれ ― 山頭火 
／ blowing in the wind santouka

野村正義　Masayoshi Nomura  （日本）

歩む道 ／ Way to walk

石川美穂子　Mihoko Ishikawa  （日本）

貴方の歩む道はどんな道であろうか？

今この瞬間、選んだ道はたったひとつ。貴方はこの道を歩いているんだ。

だから精一杯、決して振り向かず、前へ前へと進んで行こう。

素敵な未来を信じて。

素材：竹　場所：布佐市民の森

布佐の森のコロポックル
／ Korppkur  in the woods of Fusa

戸祭瑞香子とキッズアーティスト
Mikako Tomatsuri and Kids Artists （日本）

コロポックルは、アイヌの伝承に登場する小人のことです。ア
イヌ語で「蕗の葉の下の人」という意味ですが、 布佐の森のコ
ロポックルは「八つ手の葉の下の人」ということにしました。

園児から小学生までの子供達と共にそれぞれのイメージするコ
ロポックルを表現 制作しました。

素材：ミクストメディア　場所：布佐市民の森

山頭火は明治 15年に山口県で生まれ松山一草庵にて昭和 15年
没す。一生を放浪、行乞の俳人として過ごした。社会や家庭か
ら束縛されず自由な旅の中で読んだ句はのんびりとした句と思
えるが、彼に通底しているのは " 淋しい " " 悲しい " そして " 

死 " ということではないか。しぐれの中、炎天の中、人混みの
中を泣きながら歩いた旅とも思われる。山頭火の句に木版画で
絵を付けた。暖かな部屋で見るより、風雨にさらされ 少しずつ
痛んでゆく野外での鑑賞がふさわしいと思う。

素材 :和紙、墨、版木　場所 :宮の森公園

青空もみほぐし 
／ OPEN AIR RELAXATION

鈴木 雅　Masashi Suzuki  （日本）

世界初 !? もみほぐし ( を ) アート！ ( と言い
張る男 ) 僕の好きな場所で、好きなことをする。 

その幸せを皆さんにおすそわけしたいのです。

素材：ミクストメディア　場所：布佐市民の森
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息を紡ぐ ／ Cocoon of breathing

ArisA （日本）

「息」の「イ」は「命」の「イ」であり「祈り」の「イ」

そして、私たち日本人の食文化を支える「稲」の「イ」 

纏う衣の「糸」の「イ」そこに「居」ること「生きる」

こと  「紡ぐ、ツムグ」はやがて、「繋ぐ、ツナグ」と、

なるように織りなす息を紡ぎ、見えない心を包む
繭のように 私はうたう。

素材 :プロジェクター、小枝　場所 :作品展示会場内　

映像編集・撮影／ 駒場 拓也 . toshiyuki okabe  

見えないけれど、確かにそこにあるもの　Part 3 ／ 
I do not see,what is there to be sure Part 3.

松原容子　Yoko Matsubara（日本）

約 30 センチの木片に、それぞれの価値観や気分を刻むオリジナルなワーク
ショップ「自分定規」は、布佐 の小学校での開催が３年目となり、子供たちの
心にやっと少し近づいた気がします。それぞれの夢や現実、様々な問題が透け
て見えそうな 60 本の自分定規がここにあります。

素材 :木片、アクリル絵の具、サインペン、色鉛筆など　場所 :宮の森公園

ハーモニー ／ Harmony

４Women’s Art ground
木村利加子、澤崎静江、清水京子、関谷俊江（日本）

まっすぐ立ちあがる木々、この場所そのものを作品にしたい
と考えた。結果はなんと「和」のテイストに。 遥か遠く先祖
の稲作 DNA と、そこに不可思議な神聖さを感じた私たちで
ある。樹幹から望む空の高さも心に受け止めてほしい。

素材 :わら縄、アクリル　場所 :布佐市民の森

にんげんじゃらし ／ wind-induced toys

千葉工業大学遠藤政樹研究室 　Chiba Institute of Technology （日本）

素材 :布、アルミ角材、合板、塗料　場所 :宮の森公園
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THE GOOD PEOPLE

及川真咲デザイン事務所 ［林慎一郎＋おいかわみちよし］　
Oikawa Masaki Design Office [Hayashi Shinichiro ＋ Oikawa Michiyoshi] （日本）

間と節目 ／ interval and turning point

白石雪妃　Setsuhi Shiraishi （日本）

グラフィックデザインにおいて、図表やトイレマークに使用されるアイコ
ン ― これそのものは無機質で、匿名性なものではあるが、このアイコンを
沢山ならべることによって、何か表情のあるものに転化できないかと考え
た。踊る人、すれ違う人、並ぶ人、飛ぶ人、善良なる人々が人生を謳歌する。

素材 :アクリル板、アクリル　場所 :宮の森公園

Four cubes for myself

竹田陽市　Yoichi Takeda  （日本）

４つの立方体は幸福を表す四つ葉のクローバーの配列を
しています。 ４つの立方体は表面の表情が違いま す。

４つの立方体は高さが違います。４つの立法体のひとつ
をあなたに置き換えてみてください。

素材 :漆喰、合板　場所 :布佐市民の森 循環 ／ circulation

加藤弘恵　Hiroe Kato （日本）

さまざまなものは循環することでその世界を保ち、そし
て続いていきます。人も同じで、感情を手渡し、 その相
手から感情を受け取り、またそれを返していくことでそ
の関係性を作り続ける。その大切さを最近改めて感じ、

そしてその感覚を取り戻したく、作品を作りました。

素材 :蔓、木の枝　場所 :布佐市民の森

縦軸は間を、横軸は節目を表す。時間という意味の間、空間という意
味の間、関係性という意味の間は見る位 置や角度によって （見方によっ
て）今見えているものが異なるものになるかもしれないし、異なるも
のだった のかもしれない。

素材 :和紙、墨　場所 :布佐市民の森
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足跡 ／ footprint

長谷山顕子　Akiko Haseyama （日本）

毎日を生きる中で、私たちはこの地上にたくさんの足跡をつけている。あなたはどんな足跡をつけているだろうか。

あなたの最後の一歩、そのあと、あなたがいなくなったそこにはどんなものが残るだろうか。

私やあなたが通る道＝足跡に、たくさんの小さな花、悦びが咲きますように。生きている間に、たくさんの種を蒔い
ていく。そんな風に生きていくこと、命を輝かせることができますように。そんな祈りをこめて…

素材 :植木鉢の花、プラスチック　場所 :宮の森公園

ユートピアへ行く鶴と亀 / Crane and turtle to utopia

トンボ ［丸岡計 五十嵐光子 吉藤敏男］　
Tonbo（Hakaru Maruoka,Mitsuko Igarashi,Toshio Yoshifuji（日本）

浦島太郎の鶴と乙姫様の亀が仲良くユートピアへ飛び立ちます。

二人はユートピアで永遠に暮らしました。

素材 :竹　場所 :布佐市民の森

漆喰壁画構想Ⅳ ／ image of fresco

小野原加都希　Kazuki Onohara  （日本）

漆喰で塗り込められた倉の大きな白い壁に絵
を描きたいという思いから描きました。最終
的には倉の周りの自然と調和した作品を目指
しています。

素材 :漆喰、額　場所 :布佐図書館

過去、 現在、 未来 ／ Past, Present, Future

竹中知子　Tomoko Takenaka  （日本）

温故知新…故きを訪ね、新しきをしる
素材 :紙、額　場所 :布佐図書館
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息を紡ぐ／ Cocoon of breathing

10 月25 日（土）布佐市民の森
11 月3 日（月）布佐市民の森

「沼の一歩」

コラボレーションとして、かつしか動物公園が音楽で参加

11 月3 日（月）布佐市民の森

BUTOH － ha Zero →  （筆宝フミエ、楠田健 人）

握手プロジェクト／ Handshake project

10 月25 日（土）布佐市民の森
11 月3 日（月）布佐市民の森

島田忠幸

ArisA、大島菜央、おがたなおこ

波多野キッズプロダクション
Hatano Kidz Production  （日本）

日曜大工 ／ Do it yourself

玉造下座保存会の協力を得て、建築、音楽、子供、

布佐下、そして祭礼の要素を取り込み、雨雲を切り
開いて、11月 11日にやっと完成しました。それが

「下座パニック」です。

素材 :木材、ボルト、ナット、鉄棒、ダンベル、麻紐

オーガナニイズム ／organaniism

全身で表現すれば、全霊はおのずとついてくる。

素材 :ミクストメディア

かつしか動物公園　Katsushika Dobutsu-Koen （日本）

ひだ　まなぶ (園長／ Ba)、流山クラッシー (唄・Per)
鉄観音 (Gt)、カズ透明 (Tp)、テナー万太郎 (Sax)、ナム (Drum)
衣装：カワタアオ (Love-it)
撮影：山本智晶 (spearheae works ／ HWC web design)
美術協力：内山慶祐
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相沢　哲二
河津　征司
清水　京子
青木　章
河辺　敦
清水　澄夫
秋田　清美
川村　信夫
清水　美穂
秋田　竜樹
川村　豊
白石　雪妃
芦崎　敬己
神原　泰典
菅谷　幸子
東　富子
岸本　康憲
杉山　敦彦
荒木　恒夫
木村　利加子
鈴木　恭行
ArisA
ギャラリー・イン
　・ザ・ブルー
鈴木　綾乃
石井　幸子
楠田　健人
鈴木　海琉
石井　英朗
倉部　俊治
鈴木　肇
石松　将
倉持　充
鈴木　雅
石山　珠会
黒川　友幸
鈴木　正己
磯辺　久男
小池　良子
鈴木　龍太郎
伊藤　正順
洪野　織華
須田　康二
井上　久仁子
洪野　文慈
関谷　俊江
今井　正直
国分　和子
関谷　義平
岩井　礼子
腰川　幸夫
染谷　明宏
上田　義一
小島　茂明
染谷　和博
鵜沢　明洋
後藤　秀和
醍醐　文雄
内田　恭輔
小林　信治
高倉　幸一
江上　篤彦
小山　和則
高瀬　紫奈子
江上　弘
斉藤　君子
髙田　みどり
江上さくら
齊藤　さだむ
高橋　操
江上祐一
斉藤  澄子
滝沢　みつえ
江上由美子
斉藤　誠治
竹田　陽市
榎本　君子
齊藤　多賀子
竹中　知子
及川真咲デザイン事務所
齊藤　登茂子
武正　功一
大内　三枝
斉藤　三枝子
橘　昌子
大谷　正
斉藤　玲子
橘　享平
大畑　照幸
酒井　翔馬
立澤　幸雄

2014 市民オーナー

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

岡田　一男
坂口　順造
田村　広文
岡　  嵩
坂本　由美
徳本　博文
岡本　明美
桜井　栄子
戸澤　公男
押尾　陽
桜井　実
殿村　勝亮
小野瀬　和枝
櫻井　洋子
永井　登
小野原　和紀
桜庭　富美子
永澤　達夫
加藤　弘恵
指原　一登
かつしか動物公園
香取　孝俊
澤崎　静江
中島　保則
神尾　和寿・博子
椎名　康雄
長塚　九二夫
かみこ　ふじお
滋賀　秀實
唐沢　光江
河合　美穂
河上　尚義
永妻　孝友
山根　雄二
中根　勝彦
湯下　廣一
中根　ケイ子
吉澤　扶志子
中根　太喜也
吉竹　正実
新居田　亨
吉田　和賀子
野村　昇治
吉原　哲也
野村　正義
吉藤　志津子
乗松　剛冶
吉藤　敏男
長谷川　陽子
吉藤　宣男
長谷山　顕子
吉村　康史
羽二生　隆宏
RYUGALL.ERY
林　澄子
渡壁　麻里
日暮　等
渡辺　和夫
日野　早紀子
渡辺　毅四朗
平井　和子
渡辺　唯男
藤井　克之
渡辺　昌則
船山　香代子
星野　幸夫
以上   180
星野　芳江
堀　智江子
前田　圭子
マエノマサキ
増田　建男
増田　恒雄
増田　輝夫
増田　信也
松原　容子
丸岡　計
丸山　忠勝
三浦　努
水野　哲郎
峯岸　幹男
宮田　幸雄
宮部　俊行
村上　和子
メディア・アンド
　・コミュニケーションズ
門馬　章
矢吹　捷一
山口　久子
山田　智彦

レクチャーハイキング

10 月25 日（土）pm1:30
11 月 3 日（月）am11:00

カホンリズムセッション

カホンってどんな楽器か 体感してみません
か？大 空を見 上げて風や 大 地を感じなが
ら、円陣を組んで簡単なリズムセッション。

11 月3 日（月）　布佐市民の森

コータロー・Mihoko

ファイヤーパフォーマンス

10 月25 日（土）  
野外美術展事務所脇

雪、Yuki Shimada、Yasu 

オカリナ 演奏 

10 月26 日（日）pm1:00、pm3:00
布佐市民の森（花の広場）

デュオ　パラム
（高橋英子、 石坂 芳子、野中英士）

江戸里神楽

10 月25 日（日）pm4:30
旧井上家住宅

10 月21日 ( 火 ) 
野外美術協会事務所

ひょっとこ連合

Lupe ∝

ArisA (ukule le)
佐 藤公哉 (v io la)
蔡  怜雄 (tonbak duf f )
dance：大島  菜央、おがたなおこ

天使になろうよ
〜巨大キャンバスから飛
び出した天使たち

石川美穂子

「自分定規」ワークショップ Part 3

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。

10月8日（水）布佐小５年生のワークショップ

松原容子

ケーキ作りワークショップ

誰にでも“表現をする”楽しさを感じてほしい、
そんな想いからカップケーキという小さなキャ
ンパスを、みんなの日常にある様々な 食 材を
用いて鮮やかに彩るワークショップをこころみ
ました。

10 月18 日（土）　野外美術展事務所
11 月3 日（月）　 布佐市民の森

大 森千 紗 登

生け花ワークショップ

海 外招待アーティストに日本の文化を体験して
もらうこころみ。

10 月23 日（木）　野外美術展事務所

戸祭瑞香 子

Looking back on the 
17th Abiko International Open-Air Art Exhibition

Thanks to the support through the citizen ownership and cooperation 
of local residents, the 17th Abiko International Open-Air Art Exhibition 
was a success, and I had a great time with many people involved.
  Enjoying sunlight coming through leaves in the woods, a wide blue sky, 
and natural environment of Fusa town in Abiko, artists created whatever 
kind of work they wished to. Holding international cultural exchange as 
the theme of the exhibition, they must have enjoyed meeting with many 
people and learning different things through experience or observation. 
Students as well as our staff who gave their full support to the project 
also could gain unforgettable, invaluable experience.
  What can we do through art? When we try to get to know each other 
and work together to achieve the same goal, we become increasingly 
aware of what we can do. This residence program in which participants 
l ive together seems to provide an opportunity to f ind something 
universal beyond a border.
  To date we have had cultural exchange with 30 countries and the 
number of overseas ar tists we invited goes up to more than 80. 
Everyone, adult or child, can participate in this art project. So many 
people have participated so far, and I hope more and more people will 
join us in the future and send out messages to the world. Your kind 
support and cooperation would be appreciated.

Takuya Komaba
Chairman

Executive Committee, Abiko International Open-Air Art Exhibition

第１７回展を終えて

　第17回 我孫子国際野外美術展は、多くの市民オーナーの方々のご支援を戴き、
地元の方々のご協力の元、今年も素晴らしい時間を皆さんと共有することが出来
ました。
　森の木漏れ日、広大な空、我孫子 布佐のまちの自然に囲まれて。作家たちは
思い思いに作品を創りました。国際交流をテーマに、その過程で出逢った人々や
事柄は、彼らにとって大切な宝になったことでしょう。また、それらを支えた学
生やスタッフ達も、心に残るまたとない経験をしました。
アートを通じて出来ること。人は深く関わり交わるほどに互いを知り、ひとつの
目標に一緒になって向かう時、多くの気づきを得れるのではないでしょうか。寝
食、生活を共にする、レジデンス制度によるこの取り組みは、国境を超え、何か
普遍的なものを見いだす力を内包しているように思えます。
　数えれば、私達の美術展はこれまでに30カ国との文化交流を行い、海外から
招聘した芸術家は80名以上となりました。子供から大人まで、誰もが参加でき
る美術展。これまでに、たくさんの方々がご参加下さいました。今後も、より多
くの様々な人たちに足を運んで頂き、共に歩み想いを発信していきたいと願って
います。どうぞよろしくお願い致します。 

我孫子野外美術展 実行委員長　駒場 拓也

Event


