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野外美術展
我孫子国際
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いきづく森と水と文化のにおい



　車で常磐高速の柏を降り、利根川沿いの道を我孫子に向かう。何か目的でも

なければまず行くことはないような場所だ。オープニングの 10 月 29 日、「我

孫子国際野外美術展」が開催されている「相島」に、ナビをたよりに迷うこと

なくたどり着く。とたんに何か懐かしい雰囲気に襲われた。初めて足を運んだ

のに、記憶の奥に染みついている原体験のような気分がにじみ出してきたので

ある。大げさに言えば、かつて日本のどこにでも見られた原風景に突如遭遇し

たと言ってもいい。

　出品作家がこの一帯の里山をめぐり、作品の説明をして回る「レクチャーハ

イキング」の時刻にやや遅れた私は、車を置いて急ぎその後を追いかけた。そ

の最初の場所が、記憶の奥の原風景にふさわしい神社（浅間神社）だった。鐘

や太鼓の鳴りものに引かれて神社の境内に誘導されると、熊の毛皮を被った男

の見守る中、獅子舞の真っ最中である。山の神・大山祇神、この地域の氏神・木

花咲耶姫命、それに自身の産土神を加えた神々への絵馬と獅子舞の奉納をモチー

フにした坂巻正美の発表。熊は「獅子神」であり、北方圏の古代からの神話機構

や人と森の共存の思想に通じる。こうした場所は、言い換えれば鎮守の森である。

昔はどの村落にもあって、その地域共同体の儀式、祭事はもとより、ものごと

を決める際の寄り合い、子どもにとってはまさに格好の遊び場で、したがって

聖なる空間であると同時に地域共同体の磁場のようなところでもあった。と言

ってもこの言葉自体が今は絶滅危惧の時代にあるのかも知れない。

　ここを後に、見学者集団は「相島の森」へと向かう。途中の家屋、家並みも

また懐かしい。ルドルフ・シィラギー（ハンガリー）は、半ば朽ちた木を太陽

光で再生させたいというプロジェクトで、根元に丸いソーラーパネルを設置し

てエネルギーを集め、樹上に配した電灯を夜間光らせた。バーバラ・キルシュ（ド

イツ）は、鎮魂と再生を願ったのだろうか、落ち葉を集めて直方体の形にし、

両側の木の幹に白い紙を貼って聖域を感じさせる空間をつくった。また高田芳

樹は一定の高さで、樹木の回りにサルの腰掛のようにロウを巻き、観客の視線

を周囲空間に誘う。その近くの篠竹の林に分け入ると、森妙子の≪精霊の森≫

になる。目の高さで刈った篠竹の先にはガラス玉だろうか、光を反映し、それ

が空間を飛び交うようにイメージされたシャボン玉のパフォーマンスも見られ

た。

　それぞれ、自然を損なわない最小限の関わりで、作者、作品場、観客とを関

係づける。それは作者→作品場→観客という一般的な流れから、いつしか観客

→作品場→作者という逆の流れを感じさせるようにもなるだろう。よき観客は

よき作者でもある。回っていてふと気づいたのは、ここの観客はそれぞれ自身

で作者のつくったものを楽しむ術を心得ている、ということであった。鑑賞に

特に決めごとはなく、体験を含めて楽しむことがむしろ求められているのであ

る。とすれば、これは美術であっても、絵画や彫刻を鑑賞するという近代以降

の美術につきものの作法によるものではない。むしろあの獅子舞を取り巻く観

衆のノリであり、後述する村歌舞伎の、その地の生活人がともに演じ鑑賞者で

もある、あのノリと共通するものであると言えるだろう。近代化の過程で消え

ていった文化が、ここではアートをテコに現代に呼び戻されようとしている。

　ここを後に、採る人もないまま熟れて落ちたアケビやクリが散らばる山道を

次の会場「布佐市民の森」へ向かう。眼下に細長い池を抱いた里山で、ここに

作品が多く集まっている。とっつきのところに屋根も床もない、一ヶ所が開い

た白い壁の家が立っている。門田光雅の作品である。「これで完成だ」という人、

「まだ途中だ」という人。これだけでもユニークなイメージだが、震災後もの

ごとの表裏があべこべになったというコンセプトによる「絵画と壁面の表裏反

転の試み」だとすれば、外側に絵画が描かれるのだろうか。その先の広場には

金色のキューブから蛇腹のダクトのようなものが突き出た前田恭男の作品。≪

苦しみと祈り≫と題されたこの作品は、ダクトの口に耳を当てるとキューブ内

でこだますユニークな音響が楽しめる。６面にそれぞれ取り付けられたダクト

も人の手で自在に動いて音を出し、題名とは裏腹に結構人を楽しませていた。

その隣は金子稜威雄の文字通りの「大万華鏡」。中の形の変化もダイナミックだ。

　広場の柵のところに白い布の端が見えるのは三宅光春の作品。土手を伝って

眼下の池に延び、水上を縫うようにどうやら向こう岸につながっているようだ

が、この場所ではまだそれは分からない。後で触れるとして先を急ぐとＯＺ／

尾頭／山口佳祐の≪原生≫。大きな絵画形式の作品だが、コンセプトは大地を

ベースにした“循環”である。その先の林にはディーター・グラフ（オースト

リア）の、林の木々の間に何本もの竹を挟んだ作品が見える。手前の道の一ヶ

所から見ると、竹でできた正三角形とその逆の正三角形が重なってみえる。作

者はそれを「タントラの図形」としている。そう見える位置を少しでも外れると、

竹のタントラはとたんに錯綜したただの無秩序に還る。題名の「混沌あるいは

調和」とは、両者が危うい一点で立脚しているとでも言いたげだ。その向かい

はモハマド・マンソー・ケペ（セネガル／モーリタニア）の≪自然の一部とし

て生きる≫という作品。白い布を三角形の木組みに張っただけの簡素な家は、

ハイマ（アフリカのモール族）という遊牧民の生活をイメージしている。今回

の震災を意識してか「自然は恵みの源であり、脅威の源でもある」というコン

セプトにもとづいたインスタレーション。自然への畏敬の念が感じられる。と

ころどころに透明な樹脂に描かれた図像が見られる。生活の一端を指し示す意

味あいだろうか、コレステロールが低いと言われるラクダのミルクも描かれて

いる。

　さらに奥に進む。左手にほどよく刈り込まれた竹林があり、それらの幹それ

ぞれに小さな丸い斑点が貼られている。それに光が当たるとささやかな視覚的

連関が生まれ、その一帯がゆるやかな空気のゾーンを築く。ハエシム・キム（韓

国）の作品である。山口としみの≪大地の叫び≫という大地が血を流したよう

な作品を過ぎると、さらに奥まったところには戸祭瑞香子の≪ヤマネコネドコ

≫なる作品。林の中の生け花だ。中に何か光るものがある。どうやらそれがヤ

里山アートハイキング

ごあいさつ

　第 14 回我孫子国際野外美術展の開催、誠におめでとうございます。

2011 年は、東日本大震災により被災地はもちろん、日本中に多くの傷

跡を残す年となりました。我孫子市でも布佐地区を中心に市内全域に渡

り被害を受け、10 ヶ月が過ぎた今も対応に追われています。

　そのような状況の中、特に被害が甚大だった布佐地区で第 14 回我孫

子国際野外美術展が開催される事は、例年になく大きな意味を持つこと
だと実感しております。布佐地区の象徴とも言える竹内神社の祭礼も自

粛され、元気を失いかけていた時に、多くのアーティストの皆様が布佐

市民の森を中心にその周辺で力強い作品、優しさに溢れた作品、時には
可愛い作品の数々で地域の皆様を勇気づけ、明日への希望を与えてくれ
ました。

　また、福島第一原子力発電所事故で国内よりも海外での風評被害が大

きい中、お隣の韓国を始めヨーロッパ、アフリカ、インドから勇気ある
来日を果たして素晴らしい作品で布佐のまちを包み込んでくれたアーテ
ィストの方々に深く感謝の意を表します。

　恒例となった、オープニングでの地元ひょっとこ連合の薪神楽は、夕

闇が迫るなか相島芸術文化村と見事に調和する瞬間を演出します。迫真

の演技と演奏は集まった皆さまの心に深く刻まれたことでしょう。

　最後になりますが、企画から運営まで活躍された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

Congratulations on the 14th Abiko International Open-Air Art Exhibition (AIOE).

2011 was the year of the catastrophic Great East Japan Earthquake and tsunami and 

many scars are still left, not only in the heavily damaged areas, but in various places 

throughout our country.

Abiko City, especially the Fusa area, also suffered, and even after 10 months, we are 

still very busy coping with the damage.

Under such circumstances, I realize that it is very meaningful to hold the 14th Abiko 

International Open-Air Art Exhibition in the badly devastated Fusa area.

At the time when the annual festival of the Takeuchi Shrine, which is considered to 

be the symbol of the Fusa area, was cancelled and the people seemed to be most 

depressed, many artists exhibited their works mainly around the Citizen’s Wood in 

Fusa, including vigorous, kindhearted, and also very lovely displays and encouraged 

people in the area, giving them hope for tomorrow.

I am also deeply grateful to those artists from neighboring Korea, Europe, Africa and 

India who were courageous enough to come to this country in the wake of 

unfounded rumors, particularly prevalent in overseas, induced by the Fukushima 

Daiichi Nuclear Power Plant disaster. They greatly encouraged people in the Fusa area 

by their affectionate works of art.

The annual torchlight performance of Takigi Kagura by Hyottoko-Union of the district 

beautifully harmonized with the dusk surrounded the Aijima Art and Culture Village. 

Their realistic acting and accompanying music must have been deeply etched in the 

minds of the audience.

Finally, I would like to express my deepest gratitude to the executive committee 

members who planned and managed, and also the resident-owners who supported 

privately, this Exhibition. 

 Mayor of Abiko City Junichiro Hoshino

Mayor's Message  for the 14th AIOE
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い き づ く 森 と 水 と 文 化 の に お い

第 1 4 回   我孫子国際野外美術展
10月29日［土］　 　11月13日［日］ 
布佐市民の森・相島芸術文化村とその森・宮の森公園・その他布佐のまち周辺
 ［公開制作］  10月 22日［土］　 　10月28日［金］

  After getting off the Joban Expressway at Kashiwa, I drove along the Tone River to 
the city of Abiko. It is a kind of place that I would never visit unless I had a purpose. 
Thanks to the aid of car navigation, I arrived, without missing my way, at Aijima 
where “Abiko International Open-Air Exhibition” was held, on October 29, the 
opening day of the exhibition. Somehow, I was suddenly seized by a nostalgic 
atmosphere there. Although it was my first visit of the place, I felt something like a 
primal emotion ingrained deep in my memory coming out. This may sound like an 
exaggeration, but I felt that all of a sudden I encountered with an archetypal image of 
Japan that one used to observe everywhere.
  As I was a little late for “lecture hiking” in which participating artists talked about 
exhibited works to visitors going around the whole satoyama area, I left the car 
hurriedly to follow them. The first place we visited was Sengen Shrine that was typical 
nostalgic scenery from my childhood memory. Fascinated by a fanfare of bells and 
drums, we were led into the shrine precincts, and found that a lion dance was at its 
height while a man wearing bearskin was watching. Masami Sakamaki's motif of this 
work is the offering of a lion dance and votive horse tablets presented to different 
gods such as a mountain god (Ooyamazumi no kami), the local guardian deity of this 
district (Konohanachiru-hime princess), and the guardian god of his hometown 

Satoyama art hiking

(Ubusunagami). Bear is “lion god” and implies a world of myth handed down from 
ancient times from far north along with the thought of coexistence of woods and 
people. In other words, this sort of place is called chinju-no-mori (the grove of a 
village shrine). In old days, such a place was found in every village, and not only rituals 
and festivals of the local community but also decision-making meetings were held 
there. It was also suitable for children's playground. It was considered to be a sacred 
space and at the same time, a magnetic field for the local community. I am afraid, 
however, that the term itself seems to be at the point of extinction. 
  After this, the group of visitors proceeded to “Aijima no mori (the grove of Aijima).” 
Houses lining the street looked nostalgic as well. The project of Rudolf Szilagyi 
(Hungary) is to regenerate a partly decayed tree by sunlight. Round solar panels 
placed at the base of the tree convert sunlight into energy to turn on electric lights 
fixed on the tree at night. Barbara Kirsch (Germany), probably wishing for the repose 
of soul and restoration, makes a rectangular parallelepiped with collected fallen leaves 
to create a space, which reminds us of a sanctuary, by pasting white paper on the 
trunk of a tree on either side. Yoshiki Takata tries to draw visitors' attention to the 
surrounding space by forming “bracket fungi” shapes using wax at a certain level of 
height around trees. Penetrating into a nearby grove of shinotake (Pseudosasa 
japonica), I come across Taeko Mori's “Seirei no mori (the grove of spirits.” There is a 
performance of soap bubbles which gives us an impression that light-reflecting 
objects (seemingly glass beads) fixed on shinotake pruned at the eye level are 
sparkling as they float in the air.
  Minimizing the risk of spoiling nature, each piece tries to establish relationships 
between artists, sites and visitors. I feel that the universal flow of artist->site->visitor 
will be reversed somehow in the flow of visitor->site->artist before we realize it. A 
good audience could be a good artist. Going around the exhibition, I noticed that 
each visitor here understands how to enjoy these artists' works. Since there is no rule 
to appreciate artworks, what is expected of them is to enjoy themselves including 
experiencing the works. If so, these pieces, while being regarded as fine art, are not 
evaluated by the manners having been practiced for appreciating paintings and 
sculptures since the modern era. Their enjoyment seems to correspond closely to their 
pleasure of getting into the rhythms of the aforementioned lion dance and the under-
mentioned rural Kabuki performed and appreciated by local residents of the 
community. The culture destroyed in the process of modernization is now revived here 
through art as a lever. 
  Leaving this place, we go to the next display site “Fusa shimin no mori (the grove of 
Fusa residents),” following a mountain path where fallen ripe fruits of akebi and 
chestnuts were left scattered before no one harvested them. In the satoyama area 
with a long, narrow pond viewed just below our eyes, many works cluster together. 
At the approach to the display is a house with white walls and an opening but 
without either roof or floor. It is Mitsumasa Kadota's work. Some people think “it is 
finished,” while others say “it is still in progress.” Although its image is unique even as 
it is, it makes me wonder if he might depict a picture outside the house because the 
theme is “a trial to reverse painting and wall surface.” The concept comes from the 
3/11 disaster due to which everything is completely in the wrong order. Next comes 
Yasuo Maeda's work in an open space. An object which looks like a duct of bellows 
sticks out of a golden cube. This work is entitled “Pain and Prayer,” and if you put 
your ear to the mouth of the duct, you can enjoy hearing echoes of unique sounds 
inside the cube. Each of six surfaces of the cube is equipped with a duct, and visitors 
can easily move these ducts to enjoy the sounds. It is enjoyable contrary to what the 
title means. A literally great “kaleidoscope” by Itsuwo Kaneko comes next. The 
change of forms inside is most dynamic.      
  An end of white cloth is seen at the fence of the open space and it is Mitsuharu 
Miyake's work. Though invisible from here, the work seems to extend along the river 
bank to go over the pond underneath until it reaches the opposite bank. As I would 
talk about this later, let me go ahead. “Primeval” is by OZ/Keisuke Yamaguchi. It takes 
a form of a large painting with the concept of “circulation” based on the earth. In the 
woods beyond this piece is Dieter Graf's (Austria) work in which many bamboo pieces 
are stuck into trees in the woods. Viewed from a certain spot on this side of the road, 
a regular triangle-shaped piece of bamboo appears overlapped with an inverted 
regular triangle. The artist calls it “Tantra Pattern.” Should the viewing position be off 
the point even slightly, the bamboo tantra will turn into merely complicated disorder. 
The title “Chaos or Harmony” seems to suggest that the two share the same unstable 
position. On the opposite side is “Life as a part of nature,” a work by Mohamado 
Mansor Kebe (Mauritania / Senegal). A plain house with a triangle wooden frame on 
which white cloth is simply stretched represents a nomadic life of haima (the Moorish 
tribe in Africa). This installation is based on the concept “nature is the source of threat 
as well as blessing,” which reminds us of 3/11 disaster. There is a feeling of veneration 
for nature. Here and there are icons depicted on transparent resin. Probably they are 
intended to give us glimpses of their life. Camel's milk that is said to have low 
cholesterol is also depicted. 
  Going further into the woods, I find a moderately pruned bamboo grove on the left. 
Each stem of them has a small round mark pasted. When light hits them, a subtly 
connected image emerges and a gentle atmosphere fills the entire zone. It is a 
creation of Haesim Kim (Korea). Walking past Toshimi Yamaguchi's “The Cry of the 
Earth,” in which the earth appears to be shedding blood, I find, in an inner part, 
Mikako Tomatsuri's “Yamaneko-nedoko (Wildcat's Bed).” It is a flower arrangement in 
the woods. 
Something is gleaming inside. Probably they are meant to give an impression of cat's 
eyes. The satoyama area has its own mysterious and peaceful atmosphere. When I 
went to Okinawa in the past, I visited several utaki (holy places where local people 
hold religious festivals) located in all parts of Okinawa. I suddenly remembered how I 

2 3
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「ある」　（here is） 

中沢悠華子（日本）Yukako NAKAZAWA （Japan）
素材：竹、縄、布、椅子　場所：布佐市民の森

南祈り　Pray To The South 

ゆうかり絵画工房
（岩井小夜子・佐野節子・鈴木幸子・西野てる・乗松剛治・橋本雅子・
塙洋子・山口キイ） Yuukari Studio of Painting （Japan） 

素材：エンビ板、アクリル、アルミ板、他　場所：布佐図書館脇

5

今、あなたがここにいるということ  そしてそこにいないということ
（To stay in here,and not to stay over there.）

felt then and there. 
  Slightly turning back towards the opposite side of the pond, I find myself standing at 
the opposite end of the aforementioned Mitsuharu Miyake's work. With a new 
housing site to the rear, this area has no longer an image of a traditional village. 
However, you can enjoy the view from there. The cloth coming from the opposite side 
is finally tied to the fence. According to the artist's description, he wishes to show 
that the two ends of this and that side are tied, you and I are connected, and there is 
a link between this world and the other world. Although the structure of the image is 
not powerful enough, this work seems to symbolize the entire project of this 
exhibition held after the 3/11 disaster. 
  Going around the pond, I come across “ganbappe kappa (don't give up, kappa2)” 
made by youth counselors and children in Fusa to aid the stricken area. In this 
installation, revival firewood brought from Kiri-kiri, Otsuchi-cho in Iwate Prefecture hit 
by the tsunami is used. Next comes Yasuko Ueda's “RONDO 3.11.” Comparing 
recurring disasters to a rondo, she tries to warn us that disasters will be repeated. 
Atsuo Suzumura displays a bamboo thicket titled “taikou-kyo (counter-bridge).” 
Probably it is a pun on the word “taiko (drum).” Without using the shape of a drum, 
bamboo can be strong enough. When I visited the Philippines once after an 
earthquake, I actually saw rows of concrete houses collapsed while bamboo houses 
withstood the quake. I realized once again that bamboo is very strong. Haruka 
Yoshino takes up a theme of development that takes place beside bamboos in her 

“Kaitaku (development).” I regret to say that it is hard for me to cover all pieces, but I 
would say that many pieces in this area including those of Mitsuki Ohtani and 
Kazunori Koyama are using bamboo and/or bamboo thicket. 
  A little apart from here is a multipurpose open space, and there Tadayuki Shimada 
displays his work. At the end of the square are wooden posts driven into the ground 
side by side, and six forged aluminum dogs run on them. The title is “Chasing Plinius, 
Running Plinius.” Somehow, a chasing dog turns into a dog running away and a 
running dog turns to a chasing dog. This endless act of chasing questions fiercely 
today's unstable world-view in which victory and defeat, good and evil, and the inside 
and outside are reversed in an instant. Plinius is a military commander and author of 
an encyclopedic “Naturalis Historia” in the Roman Empire, and died in the eruption of 
Mt. Vesuvius. Like Plinius, those dogs have only the outer layer of the skin with the 
empty inside like a person who was buried in volcanic ashes and died. Through pieces 
such as “Vanishing Plinius”(2004), “I am Parasite” (2004) and “War Garden” (2009), 
Shimada has found the way of expression in art taking his position with regard to 
issues such as confrontational structure of people and society as well as the boundary 
domain between existence and non-existence. Again in this exhibition, he indicates 
his consistent thought using a motif different from those in the past. 
  There is a great symbolic tree slightly to the right of the square. Someone told me 
that it is a Japanese hackberry. Many colorful straight stick-like objects are fixed onto 
its branches. Mihoko Ishikawa is the artist who made this piece. In the title, GIVE AND 
GIVE AND GIVE, repeated three times and finally comes TAKE. The motif is mother's 
infinite love to her child, and it is superimposed onto a hope for the reconstruction 
after the disaster. There is this hackberry's mother tree in the forest to the rear, which 
the artist pointed to. This is exactly a site-specific installation. 
  As dusk was approaching, we went to Miya-no-mori Park, and in the center of the 
open space, we saw a great monument made of transparent plastic containers, which 
was worked out by students of Professor Masaki Endoh's laboratory at Chiba Institute 
of Technology. Lastly, we come to the house of the Inoues that is included in Japan's 
registered tangible cultural properties. A fantastic “stone stage” (the site where a 
warehouse stood in the late Edo Period and there is a stone wall that was once the 
site of a warehouse serving as a washing place as well.) stands side by side with a 
large warehouse, and local residents are already performing sato-kagura (sacred 
music and dancing of village). The Inoues' house has a 300-year history since the mid-
Edo Period, and they played a leading role for reclamation works of Teganuma 
swamp. I did not expect that I could see sato-kagura  performed in this residence. The 
warehouse standing next to the stone stage seems to have a long history as well. 
Using this site, Rikiya Iwakuma presents “Chin-sui (Pacifying Water).” Tracing a long 
history of this district, which suffered from flood many times, he also depicts the 
liquefaction caused by the 3/11 earthquake. With the motif of pacifying the power of 
water, he presents his painting that he produced on the spot, and also shows the film 
that records its production process. Paints are not on the cloth but washed down by a 
lot of water, and their subtle remains are floating inside the cloth. It looks as if they 
were people swept away by a muddy current bobbing up and down. There is not only 
deep grief over their death but also, as Iwakuma states, a valuable lesson he learned 
that we were punished by Heaven because we neglected the dead, and a service for 
the repose of dead people's souls. 
  This is my first visit to the exhibition, and I have found out that many artists present 
their expressions in which the great disaster is involved, partly because the exhibition 
was held after the disaster. I would say, however, that a good point about their works 
is that their expressions, be it supportive or mournful, are not too serious. Here, I have 
realized the role of art as an activator to inspire us to take a stroll round a nearby 
satoyama area. They are not vocal about art, but we become strongly aware of the 
existence of satoyama, Chinju-no-mori, and close relationships in the local 
community. I should say that the disasters, besides giving us a warning, have helped 
us recall comfortable daily lives of people in the past who were nurtured by satoyama 
as well as memories of their culture. 

By Arata Tani, art critic

マネコの目をイメージしたもののようだ。里山にもちょっと神秘的なしっとり

とした空間というものはある。昔、沖縄に行った時、同島各地にある「御
う た き

嶽」

のいくつかを訪れたことがある。その時の感じがふっと蘇ってきた。

　そこから戻るようにして途中から池の反対側に向かうと、先に書いた三宅の

作品の池を渡った反対側にでる。このエリアはすでに、背後には新しい宅地が

迫り、昔ながらの村落のイメージはない。それはともかく、ここからの眺望も

優れる。反対側からの布は、ここでようやく柵に結ばれる。作者の解説では向

こうとこっち、あなたとわたし、この世とあの世が結びあわされている、とい

うことを表現したかったのだという。構築性は弱いものの、震災後の今回の企

画全体をシンボライズする仕事になっていよう。

　池をぐるりと回るように進むと、青少年相談員と布佐の子どもたちによる被災

地応援の≪がんばっペかっぱ≫。被災地・岩手県大槌町吉里吉里の復活の薪を使

ったインスタレーション。次は上田靖子の≪ RONDO 3.11 ≫。震災は繰り返す、

ことをロンド（円舞曲）に見立てて警鐘を鳴らした。鈴村敦夫は竹でつくった≪

対抗橋≫を竹藪に展示。「太鼓」に引っ掛けたのだろうか。太鼓型でなくても竹は

強い。昔、震災後フィリピンに行った際、コンクリートの家は軒並み崩れていたが、

竹でつくった家屋はびくともしなかった光景を目の当たりにして、改めて竹の強

さを知った。吉野はるかの≪開拓≫という作品では、竹に寄り添う開拓をテーマ

にしている。そのほかすべては取り上げきれないが、大谷皇月、小山和則ら、竹

林や竹を用いた作品がこのエリアでは多く見られた。

　ここから少し離れた場所に多目的広場があり、そこでは島田忠幸が展示して

いた。広場の奥のほうに横一列に木の杭が打たれ、その上をアルミの鍛造によ

る犬が６頭走っている。≪追うプリニウス・逃げるプリニウス≫というタイト

ルからして、追う犬がいつしか逃げる犬に変わり、逃げる犬が追う犬に変わる。

この終わることのない追いかけっこは、勝敗、善悪、表裏などがあっという間

に反転する今日の危うい世界観を鋭く突いている。プリニウスはローマ時代の

武人、文人であり『博物誌』を著した人だが、ベスビオ火山の噴火で非業の死

を遂げる。プリニウスに見立てられた犬は、火山灰に埋もれて焼けることで消

失した人のように、表皮だけで中身は空虚である。これまで島田は≪消えゆく

プリニウス≫（04 年）、≪僕はパラサイト≫（同）、≪戦いの庭≫（09 年）な

どの作品を通じ、人や社会の対立構造、存在と非在（虚）のボーダー（境界領域）

に視座を据え、表現してきた。それは今回もこれまでと違うモチーフで継続さ

れている。

　同じ広場のやや右手に立派なシンボルツリーがある。聞けば榎だという。そ

の枝からカラフルな直線的な棒のようなものがたくさん取り付けられている。

作者は石川美穂子。題名は、GIVE AND GIVE AND GIVE と３回繰り返しようや

く TAKE となる。母の子に送る限りない愛情をモチーフに震災復興への思いを

重ねた表現というべきか。作者の指し示す背後の森には、この榎の母なる木が

生えている。まさに場所に即したインスタレーションである。

　たそがれ迫る夕刻、「宮の森公園」に行き、広場中央に設置された千葉工業大

学遠藤政樹研究室の学生たちの、透明ポリ容器でつくった労作のモニュメント

を見る。最後は、国の登録有形文化財の井上家である。大きな蔵に並んで立派な

石舞台（江戸時代後期の蔵があったところで、水屋の役目を兼ねる蔵跡の石垣）

があり、そこですでに住民による里神楽が始まっていた。井上家は江戸中期か

らすでに 300 年を経た家で、手賀沼干拓に主導的役割を果たしてきたのだとい

う。まさか屋敷の中で里神楽が見られるとは思ってもみなかった。その石舞台

に隣接する蔵もまた長い歴史を感じさせるが、ここを用いて岩熊力也が≪鎮水

≫という作品を発表していた。水害に見舞われたこの地の長い歴史をたどり、

今回の震災による液状化現象をそれに重ねる。すなわち水を鎮めることをモチ

ーフに、現地制作した絵画を展示、その制作過程を記録した映像を放映した。絵

具は布の上に描かれるのではなく、むしろ大量の水によって流され、わずかに

痕跡をとどめて布の内部に漂う。それはあたかも濁流に押し流されて浮き沈み

する人のようでもある。そこには死者に対する悼みのみならず、むしろ岩熊が

言うように死者をおろそかにした結果天災に見舞われたという自らへの戒めと

供養の姿勢も感じられそうである。

　初めて見たが、今年は震災後ということもあり、震災がらみの表現が多く見

られた。しかし、その応援歌も悼みを分かち合う心も、あまり深刻に重く感じ

ないのがいい。どこにでもありそうな近くの里山散策の気持ちを引き出す活性

剤としてのアートの役割をここに見た。それはアートを声高にうたう以上に、

里山、鎮守の森、地域共同体のつながりを強く意識させる。震災は戒めととも

に里山に育まれた豊穣な過去の人々の生活の営みと文化の記憶を呼び醒まして

くれた、と言うべきなのかも知れない。

谷　新　美術評論家
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メモリーコレクター　Memory Collector

バーバラ・キルシュ（ドイツ）Barbara Kirsch（Germany）
素材：落ち葉、写真シール　場所：相島の森

混沌あるいは調和　Chaos or Harmony

ディーター・グラフ（オーストリア）Dieter Graf（Austria）
素材：竹、紐　場所：布佐市民の森

7

陰の中で 光を捕らえる　Catch the Sunlight in the Shade

ヘーシム・キム（韓国）Haesim Kim（South Korea）
素材：水玉シール　場所：布佐市民の森

サークル　Squaring the circle

ローチャン・ウパディアイ（インド）Lochan Upadhyay（India）
素材：ペットボトル、ビニールチューブ　場所：宮の森公園

MEMORY COLLECTOR
落ち葉をとおして見る、再生の時の記録。
This work is connected to the idea of 
collecting （and thereby making more 
visible）, some ‘carriers’, which show 
transformations in nature as an aspect of 
transit ion. Leaves carr y the traces of 
passing time in themselves by completing 
the year by falling. They are leaving empty 
trees, until they will grow again in spring, 
starting a new circle, whatever happens. 
Photos are documentations. On one hand, 
they can be in themselves traces of time 
passed. On the other hand, they illustrate 
life circles, caught moments, which have 
been very precious in the present, but lost 
their importance over the time, just as the 
co lour s of photos are fading. What 
happens in between, when we see signs, 
which brings this change to consciousness 
and the time, which we remember, but has 
already passed?

竹やぶに差し込む、微かな光をつかまえた。
I caught a dim light which infiltrated into the bamboo forest.

自然とバランスをとるための、
終わりのない試み。そして、水
に抱かれたペットボトルは美し
いものへと変化する。
The work here refers to one 
o f  t h e  t h r e e  f a m o u s 
construction problems of 
ant iquit y and also talks 
a b o u t a n e v e r e n d i n g 
at tempt to balance the 
nature's account s . The 
material used here （used 
plastic bottles） organized on 
a natural water body, talks 
about the conflict of survival. 
Though the idea of this 
c o n t r a d i c t i o n  w a s 
intentional, taking reference 
from the surrounding but 
t h e  m a t e r i a l s  h a v e 
d o m i n a t e d t h e v i s u a l 
a e s t he t i c , chang ing i t 
accordingly, making it new 
every second.

混沌の中のある一点から、タントラの図形が浮かび上がる。
There a question of “point of view” harmony and 
chaos in this case. This time I used a tantra symbol as 
an idea of unit. My residence here is also a part of my 
emphasis to the local situation. 
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コンタクト　Contact

ルドルフ・スィラギー（ハンガリー）　Rudolf Szilagyi（Hungary）
素材：枯れ木、ソーラーライト、コード、豆電球、ハトロン紙　場所：相島の森

双（レクイエム）　Requiem

三宅光春（日本） Mitsuharu MIYAKE （Japan）

素材：不織布、ワイヤー　場所：布佐市民の森

9

けはいをきくこと…北方圏における森の思想（うぶすな詣で）
To Sense an Indication…Idea of Forest in the North （A Pilgrimage to Sacred Places）

坂巻正美（日本） Masami SAKAMAKI （Japan）
素材：写真パネル、紅白幕、他　場所：浅間神社

テントに住むアフリカの遊牧民ハイマ（アフリカのモール族）にとっては、
自然は恵みの源であり、脅威の源でもある。我々の守るべきものとは…？？？
Abiko open a rt exhibition a accueilli pour cette édition l'artiste Mansour 
kébé qui nous est venu de la Mauritanie. Le seul Africain ayant participé, il 
s'est fait un point d'honneur de proposer au public d'Abiko –shi  les cultures 
qui sont les siennes, saharienne et sahélienne.
La case et la khaima comme habitation dans un décors soucieux de protéger 
l'environnement et la nature telle est l'installation de Kébé , tout en prenant 
soin de l’intégré dans le thème de l'exhibition en plein air et milieu d'une 
foret splendide.
Rn utilisant les matériaux locaux pour une telle installation, Kebe crée un lien 
subtil  de dialogue des cultures entres les peuples japonais, mauritanien et 
sénégalais. 

本作品は、本宮の御神、大山祇神、木花咲耶姫命、
父母なる我が産土神への絵馬・獅子舞の奉納。作
者はこの地で生まれ育ち、アイヌモシリ（北海道）
へと再定住し、熊（獅子神）信仰など、北方圏にお
ける古の生態系文化をモチーフに表現を展開する。

あの世とこの世、現実と虚構、過去と未来、あなたとわたし。
すべてがつながり、すべてがひとつであることを、実感していただければうれしいです。

血を流して倒れた木を、私は再生させた
い。木の魂は、太陽のエネルギーで昇華
する。
I will reconnect a fallen tree to it's 
remains rooted in the ground. The 
final work will resemble a blooming 
tree. The work symbolizes a new 
beginning that is very important to 
me, through the help of another 
person. Of course it has a global 
meaning, too. The resurrected tree 
symbolizes the respect and protection 
of nature and the possibility of a new 
beginning, after an inner challenge 
for the soul. The two parts of the tree 
are connected by light, which for me 
is the symbol of the soul, In my work I 
use solar batteries, which I think is 
important as an alternative, nature 
and human friendly energy source.

自然の一部として生きる。　Be with the nature.

素材：不織布、エンビ板、アクリル、竹、ランプ　場所：布佐市民の森

モハマド・マンソー・ケベ（セネガル／モーリタニア）
Mohamadou Mansor Kebe（Senegal ／ Mauritania）
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アウト　Out

門田光雅（日本） Mitsumasa KADOTA （Japan）
素材：パネル、アクリル　場所：布佐市民の森

鎮水　Relaxing Water

岩熊力也（日本） Rikiya IWAKUMA （Japan）
素材：ミクストメディア　場所：相島芸術文化村

11

今は ここにいる（ゑいもせす ん 樹）　I'm here now

高田芳樹（日本） Yoshiki TAKATA （Japan）
素材：蝋　場所：相島の森

東京の吉祥寺にあった Gallery HALCA を我孫子へ移動するプロジェクト。
室内から野外へ。都内から郊外へ。
絵描きである私にとって野外展への参加自体も、
かなりアウトな事かもしれません。
ただ震災以降、今まで内側と外側だったものはアベコベに入れ替わり、
まるでどこか別の世界にいるような感じがするのは何故でしょうか。
絵画と壁面の表裏反転の試みですが我孫子の広い空の下、
今日のいろいろな出来事を考える機会になればと思います。

制作補助・協力：
中央美術学園、SATOSHI KOYAMA GALLERY、
岩熊力也、安田豊、田近麻子、兼　田詩乃、関根革

ほんの少しの時間、あなたと共にいたいのです。

この土地のそこかしこから湧き上がる、
水の記憶、女たちの悲哀。鎮魂を込めて
現地制作した絵画、絵画の生成過程を
記録した映像、古事記にある兄弟に殺さ
れたオオクニヌシを母神がすりつぶした
貝殻で蘇生させるエピソードからインス
ピレーションを得たインスタレーションの
三点で空間を構成する。

（１）精霊の森　Forest of Spirit

森　妙子（日本）Taeko MORI （Japan）
素材：ビー玉、キャップ、テープ　場所：相島の森

（２）Re-thinking of peace Project

素材：和紙ネット、紙　場所：布佐図書館

相島の美しい篠竹の森に
精霊達が集うシーンが浮かびました。

福島の原発事故を再考するプロジェクト。
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対抗橋（Taiko-bridge）　a rival bridge （arched bridge）

鈴村敦夫（日本） Atsuwo SUZUMURA （Japan）
素材：竹、板　場所：布佐市民の森

ようこそ仮面舞踏会　Welcome to the masket ball

４Women's Art ground　木村利加子、澤崎静江、清水京子、関谷俊江 （日本） 
素材：？？、アクリル、陶、　場所：布佐市民の森

13

星に願いを　When you wish upon a star

布佐宝保育園（日本） Fusa Takara nursery school （Japan）
素材：竹、エンビ板、アクリル　場所：宮の森公園

木と玉と  Woods and Balls

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

素材：木杭、ひょうたん、紐　場所：布佐市民の森

隣に横切る橋に対抗して造られた橋。人
の流れを変え、渡る事によって普段とは
違う感覚を味わって欲しい。異界への路。
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開拓　Open up

吉野はるか（日本）Haruka YOSHINO （Japan）
素材：畳、鉄パイプ　場所：布佐市民の森

（1）曲水の宴　Kyokusui no En

五十嵐グループ
（五十嵐輝雄、五十嵐光子、丸岡計、吉澤紀子、吉藤敏男）（日本）
IGARASI GROUP （Japan）

素材：パネル、水、ポンプ、ホース、陶、他　場所：布佐市民の森

（2）有明海―Ⅱ　Ariake Sea―Ⅱ
素材：陶、土、水、パネル、他　場所：布佐市民の森

15

大万華鏡　Big kaleidoscope

金子稜威雄（日本） Itsuwo KANEKO （Japan）
素材：ドラム缶、鏡、水槽、色付エンビ板、他　場所：布佐市民の森

漆喰壁画構想～『菊』　Image of fresco ～“chrysanthemum”

小野原加都希（日本） Kazuki ONOHARA （Japan）
素材：キャンバス、アクリル　場所：相島芸術文化村

竹によりそう開拓、自然の中に違和感を置き、それを自然にみせる。

住める環境を訴えてムツゴロウが今年も登場！！
（汚れなき水を求めて…）
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Rice Field

小山和則（日本） Kazunori KOYAMA （Japan）
素材：竹、ワイヤー　場所：布佐市民の森

17

GIVE＆ GIVE＆ GIVE＆ TAKE 

石川美穂子（日本） Mihoko ISHIKAWA （Japan）
素材：篠竹、アクリル、テグス　場所：布佐下多目的広場

ヤマネコネドコ　Wildcat's Bed

戸祭瑞香子（日本） Mikako TOMATSURI （Japan）
素材：プラスティック、ソーラー電池、豆電球、他
場所：布佐市民の森

　2011 年は日本の農業にとって大変な年でした。東北
大震災による被害、その後の放射能汚染、また、国際
的対応をせまられているＴ PP 問題等々・・・。
　私たちが美しいと感じ、未来に残したいと思う「日本
の景観」の多くは、稲作という農業によるところが多
いのです。「田園」は、四季の移り変わりと共に、表情
を変えていきます。この作品は、この地から俯瞰でき
る手賀沼の「農」の景観を大切にしたいという想いを
込めて、春の水を満々とたたえた田植え前の「棚田」、
および秋の収穫後の稲穂の「はさ掛け」の光景を「青竹」
と「枯竹」を用いて表現しました。

　震災の後、思うこと。私達は普段何気
なく毎日を、自らの力だけで生きている様
な気で過ごしているが、考えてみれば沢山
の人や沢山の物、そして自然界のあらゆる
ちからに支えられて生きている。人間達は
思い上がり、自然の力を見くびり、大切な
事を見過ごしていたのではないだろうか。
今、私達が出来る事は、その大切なもの
へ の 感 謝 を 込 め、GIVE ＆ GIVE ＆
GIVE＆TAKE が丁度いいのではと。
＊このエノキの木は、背後にやせ細った
母の木が有り、こぼれ種からこんなに立
派に成長しました。いつ如何なるときも母
に見守られ、支えられて生きています。

ARCHIPET　アーキペット

素材：ペットボトル、キャップ、ビニール　場所：宮の森公園

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）
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墓　Grave　

大谷皇月（日本） Mitsuki OHTANI （Japan）
素材：竹、しゅろ縄、土、アクリル板、ビニール、絵具、電球
場所：布佐市民の森

カバーⅡ 直から曲へ　Cover Ⅱ from Straight to Curve

門倉光正（日本）Mitsumasa KADOKURA （Japan）
素材：竹　場所：布佐市民の森

19

原生　Ci, I begin to swim into the earth.

OZ ／尾頭／山口佳祐（日本）OZU/Keisuke YAMAGUCHI （Japan）
素材：合板、角材、アクリル　場所：布佐市民の森

被災地応援「がんばっぺカッパ」　Cheering for sufferers “Never give up KAPPA”

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：瓦、薪、他　場所：布佐市民の森

優しい光。木漏れ日。落ちて、さよなら。
Mild lite. Sifting down through the bamboos. 
Say goodbye to them.

循環し　わたしは　大地を泳ぎはじめる

震災を忘れないために。
被災地岩手県大槌町の
復活の薪を使用したカッパ。
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追うプリニウス・逃げるプリニウス　Plinius Dog

島田忠幸（日本）Tadayuki SHIMADA （Japan）
素材：アルミ、木杭　場所：布佐下多目的広場

21

RONDO 3.11 on My Mind　ロンド（円舞曲）3.11を受けて

上田靖子（日本）Yasuko UEDA （Japan）
素材：パネル、アクリル、鏡面エンビ板　場所：布佐市民の森

苦しみと祈り　Pains and Prayer

前田恭男（日本）Yasuwo MAEDA （Japan）
素材：合板、合金チューブ、アクリル、鉄パイプ　場所：布佐市民の森

追う者がいつのまにか、追われる立場になっていたり、
善と悪が表裏一体だったり、輪廻転生、永久に迷いの世界だ。
ヘビが自分の尾を追いかけ食べ始めたら、最後はどうなる…？

大地の叫び　The cry of Earth

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

この大地も人間のように病んでいる。
それは、どうすることもできない。

６大陸をキュービックに見立て、
世界の苦しみや祈りを表現します。
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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
青木　章
秋田　清美
秋田　竜樹
芦崎　敬己
安島　綾子

東　　富子
阿部　尊美
荒木　恒夫
飯塚　新一
飯塚　豊
五十嵐輝雄

五十嵐　誠
五十嵐光子
石井　祐子
石田　直美
石山　珠会
井関　路子
磯辺　久男
今井　正直

岩井　友和
岩瀬　雅史
内田　恭輔
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
加藤マリ子
香取　孝俊
金子稜威雄

神尾　和寿
神尾　博子
神子富士雄
加茂　進
河上　尚義
河津　征司
川俣　清
川村　信夫

川村　豊
木南　勉

倉部　俊治
黒川　友幸
小池　麻子
小池　博幸

小池　良子
洪野　友誠
腰川　幸夫
小島　茂明
小林　信治
小山　和則
齋藤　君子
齊藤さだむ

斉藤  澄子
斉藤　誠治
齊藤多賀子
齊藤　恒久
齊藤登茂子
坂本　由美
桜井　実
櫻井　洋子

桜庭富美子
佐藤　弘行
椎名　康雄
四家　秀隆
嶋田　繁
清水　澄夫
清水　美穂
十文字栄一

杉山　敦彦
鈴木　茂夫
鈴木　重紀
鈴木　利子
鈴木　肇
鈴木　房子
鈴木　正巳
関谷　現

ギャラリー・イ
ン・ザ・ブルー

2011 市民オーナー

Document 2011

関谷　俊江
関谷　義平
瀬戸井信之
芹澤　一夫
染谷　明宏
高瀬紫奈子
高田みどり
高橋　俊明

田口　盛邦
武正　功一
立澤　幸雄
田村　広文
徳本　博文
戸澤　公男
富田佐太郎
永井　登

中島　保則
長塚九二夫
中根　勝彦
中根ケイ子
中根太喜也
中野　洋
中村　準
成嶋　文夫

新居田　亨
西村　陽男
根本きく江
野村　昇治
羽二生隆宏
日暮　等
平野　達男
船山香代子

星野　芳江
堀　智江子
堀山えい子
前田　圭子
増田　恒雄
増田　建男
丸山　忠勝
三浦　努

峯岸　幹男
宮田　幸雄
深山まさ江
村上　和子
村越　隆

森　妙子
安武　真弓
矢内　初枝
山口　久子
山﨑　勉
山仲久美子
山中　千代
山根　雄二

湯下　廣一
吉澤　紀子
吉田　愛子
吉田和賀子
吉成　正明
吉原コーポ
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・
祐香・俊也
吉村　康史
吉村志津子
リベール我孫子

渡壁　麻里
渡辺　唯男
渡辺　昌則

◇むくの木の演奏会
11 月 5 日（土）  
布佐市民の森
出演：
JON 犬（足踏みオルガン）、
OHPIA（映像）、
asuka itagaki（踊り）、
saeko-Galang Galang crew（踊り）

◇坂巻正美のパフォーマンス
10 月 29 日（土）  
浅間神社
出演：坂巻正美
共演：ひょっとこ連合

◇オカリナ デュオ
10 月 30 日（日）  
花の広場
出演：デュオ パラム（風）

◇ケイショウ　ノオト
11 月 5 日（土）  
布佐市民の森
出演：
music
楠 知智（Majestic Circus）
幸＋福（さちとふく）
佐藤 鉄也
ディジュリチロウ
ドドイッツ
長島 秋行（ナム）
ファンキー関根
松本 優（WAWAWA）
根津 亮
painting
河田蒼
Hayato Hori（a.ka.
HOLHY）
food
田中慶一（Italian 
Restaurant "sereno"）
森山学（まなび屋）

◇かしわアートラインとの
ジョイントライブパフォーマンス
（あびこアートライン）

11 月 12 日（土）  
あびしるべ、イトーヨーカ堂

①アフリカン太鼓
出演：メタルギニー

②ストリートダンス
出演：DANCE STUDIO AZ

③感覚を揺さぶる
ライブパフォーマンス　出演：メーラ

（株）メディア・
アンド・コミュニ
ケーションズ

◇薪神楽
10 月 29 日（土）  
相島芸術文化村（倉脇特設ステージ）
出演：ひょっとこ連合

◇アメノ鱗人 舞踏
10 月 29 日（土）  
相島芸術文化村
出演：ささらほうさら（舞踏）
 主宰 / 安田理英、滝田高之、小倉良博、
 笹野茂之、田村元、塚田次実、加藤知子
 大福（音楽）
 バッキー、熊坂義人、スパン子、
 小沢あき　ユッキー

④ライブダンス
パフォーマンス
出演：JON 犬

（足踏みオルガン）、
OHPIA（映像）、
asuka itagaki（踊り）、
saeko-Galang Galang 
crew（踊り）

⑤ライブペイント
パフォーマンス
出演：OZ、駒場拓也

◇アフリカン太鼓
10 月 29 日（土）  
相島芸術文化村
出演：メタルギニー




