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熱田
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良
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岩澤
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岩見印刷

株式会 社
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岩井

浩

（株）エーヴィスシステムズ

内山

めい

（有）及 川真咲デザイン事務所

海老沢海渡

江上

弘

会計
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鈴木

雅、酒井 翔馬
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岡
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尾形
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加藤

弘恵
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淳
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満
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篠崎
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清水

京子
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菅野
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鈴木

肇
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鈴木

涼太

野島工 業

関谷

俊江

根本米店

竹中

ピアノ専門工房 ピアピット

橘

ビジネス旅 館

布佐

（有）布佐自動車鈑 金工 業

主催
我孫子野外 美 術展 実行委員会
共催

（株）ティホーム

株式会 社

会計監査

実

染 谷正弘 (DSA 住環 境研究室）
株式会 社

足立俊 領、土井紀弘、羽二生隆 宏

富山英 典

誠治

坂井田

委員

我孫子野外 美 術 協会
後援
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助成
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中島

彩
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中山

慶子

布佐宝保育園

根本きく江

我孫子市国際 交 流協会

濱

作庭舎

ペットハウス

プルート

いきづく

実 行 委員会
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協力

理恵
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康彦

平和台歯科

星

ポニークリーニング 布佐 店

堀越

建一
紀子

松島薬 局

増田

信也

らーめん 豆でっぽう

松田

雅子

（株）宮内建 材

松村

宏樹

（株）宮田工務店

三村

正弘

山新豆 腐店

三村由美子

ゆうかり絵 画工房

宮田

幸雄

レモン画翠

吉田

武晴

和田幼稚園

渡澤

朱未
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宮の森公園
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佐

田線

布

JR成

布佐市民の森

野

1 0 月 2 4 日［ 土］

1 1 月 8 日［ 日］

His point that God is“working”caught me off guard. If that were the case, in the world

もしそうなら「はたらき」に満ちたこの世界において、私たちは神が「存

ﬁlled with such workings, we wouldn't need to prove that God“exists.”Humans would be

在」
することを証明する必要はなくなるのだ。科学がいかに発達しようが、

unable to explain all the workings of nature however advanced science might be. If so, God

自然のはたらきの全てを人間が説明することなどは不可能であろう。だ

would remain as a proof of nature's workings despite of modernistic thought.

とすれば、近代的な思想とはうらはらに、神は自然のはたらきを保証す

This way of thinking is also applicable to art. The value of art is not in the existence of
an artwork itself, but it resides in its workings. Needless to say, the volume of an artwork

この考え方は、そのまま芸術に当てはめることができる。芸術の価値は、

such as its size is not related to its value. Feeling an uneasy void at the exhibition of

作品の存在そのものではなく「はたらき」にあるのだ。当然のことだが、

“500 Arhats,”I was afraid if it was evidence that I could not catch up with the times.

作品のサイズなどの物量が芸術の価値に関係する訳ではない。
「五百羅漢

I realized, however, that the work did not“work”on me. The reason was clear when I

展」会場で居心地の悪さと空虚さを感じながら、筆者がもう時代の流れに

studied preliminary sketches up to the completion of Murakami's works and“instructions.”

布佐のまち周辺

追いつけない証拠だろうかと思いを巡らせたのだが、私には「はたらかな

The artist's staff wrote“Mr. Murakami game me such instructions,”and Murakami's

相島の森

かった」のだ。その原因は、会場の一角に展示されていた作品完成までの

instructions included scribbles of some abusive language. I was surprised that such

下絵や「指示書」の類で了解された。スタッフたちは、
「村上様からご指示

communication was displayed in the exhibition as it was. There I saw a relationship

がありました」と表現し、村上からの指示書には殴り書いた罵りのような

between the artist who acts like God and his staff who wait for his oracles.

言葉もあった。それらをそのまま展示していることにも驚いた。神のごと

God's existence used to be expressed visibly so that people could feel it directly. Prior to

く振る舞う芸術家から神託を待つスタッフたちという関係が見えた。

the modern era, the role of an artist was probably a spiritual medium to pass on oracles to

宮の森公園

公 開 制 作 ： 10 月 17 日［土 ］

手賀沼

10 月 23 日［金 ］

かつて神の存在は、芸術を通して人間に見えるように、直接感じられ

us. Contemporary science denies God's existence, but it does not mean that artists have

るように表わされていた。近代以前では、芸術家の役割は神託を私たち

taken the place of God. And yet, art is considered the expression of an individual's talent

に伝える霊媒だったのだと思う。現代では科学が神の存在を否定してい

and the outcome of a genius. Caught up in narcissism, humans stand in the center of art in

るが、だからといって芸術家が「神」に取って代わった訳ではない。そ

place of God and admire artists as their representatives.

ご挨拶

Mayor's Greetings for the 2015 AIOE

第 18 回我孫子国際野外美術展が１０月２４日～１１月８日ま

The 18th Abiko International Open-Air Art Exhibition was held on October

で、布佐市民の森や宮の森公園を中心に、布佐地域で開催され

24th through November 8th, 2015, at Fusa Shimin-no-Mori and Miya-no-

れなのに芸術は個人の才能の表現であり、
「天才」の所産だと考え、人間

Renovations occurring in art since the latter half of the 20th century until today must have

ました。

Mori Park as its main sites in the Fusa district, Abiko City.

が神に代わって芸術の中心に立ち、自らの代表としての芸術家を崇める、

been the time's request to correct such distortion. It is related to the fact that exhibitions

というナルシシズムに陥ったのだと思う。

are shifting from modernistic white cube galleries of a museum to the open air. It is also

今回も、国内のアーティストをはじめ、フランス・アイスラン

A wide variety of artists from across Japan and internationally from France,

ドやメキシコなど海外からもたくさんのアーティストの方々が

Iceland, Mexico, and more countries met together and created fantastic

この布佐のまちに集い、素晴らしい作品を制作されました。

artistic works.

国際野外美術展は、実行委員会・アーティスト・地域の皆様が

By bringing the organizers, artists and local people together, the annual

想いを一つにすることで、多くの交流が生まれ、個々の作品が

20 世紀後半から現在まで続いている芸術の変革は、その歪みを正そう

relevant that the theme of Abiko International Open-Air Art Exhibition is ﬁxed to“Breathing

とする時代の要請だっただろう。近代的なホワイトキューブの展示室の

Forest, Water and Smell of Culture.”I participated in a lecture hiking held on October 24,

美術館から自然の中へと発表の場所が移動したこともそこに関連する。

2015, walked around the venue and once again felt geographical features and geopolitics

event has of fered great oppor tunities for communications among

我孫子国際野外美術展がテーマを「いきづく森と水と文化のにおい」に

of the open-air exhibition. The participating artists must have felt the power of“workings”

この自然豊かな布佐のまちで融合し、素晴らしい文化を育んで

固定した思いにもそれは感じられる。10 月 24 日に開催されたレクチャー

in that area. Abiko is currently a commuter town located on the south bank of the Tone

participants, and the artwork and performances worked well to produce

ハイキングに参加して、会場を巡りながら、改めて野外展の地勢と地政

River. The area began to undergo such a change in the second half of the 1970s, and the

こられました。地域住民の皆様には、地域の自然を活用した芸

exquisite cultural fusion in the backdrop of Fusa's local environment.

を感じることができた。参加作家も同様に、その地で「はたらいている」

population of the area increased three times in forty years. A park, the main venue of this

術活動にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。これか

I thank all the residents of the area for suppor ting this event by

力を感じさせられたことは間違いない。我孫子の現状は利根川南岸のベッ

open-air exhibition, is located on the border of the residential area and farmlands. A park

らも我孫子国際野外美術展を通して、芸術文化の素晴らしい輪

exemplifying the idea of offering a local setting as stage for art.

ドタウンだが、その様相を呈し始めたのは 1970 年代後半からで、地域の

that is conceived as a creation of the present day seems to play the role of maintaining a

が広がることを期待しています。

I expect that a deepening of continuit y bet ween the world of ar t and

人口は 40 年の間に 3 倍近くに増加している。その住宅地と農村の境界地

buffer zone between humans (civilization) and nature. Before modern times, temples and

結びに、我孫子野外美術協会のますますのご発展と、アーティ

different cultures will be ensured through the exhibition.

点に展覧会の主会場となる公園が位置している。近代の産物である公園

shrines must have played such a role.

ストをはじめ関係者の皆様のご活躍をお祈りし、ご挨拶とさせ

Finally, please accept my well wishes for fur ther success of the AIOE

は、人間（文明）と自然の間に緩衝地帯としての空白を保つ役割があり

It was impressive that the ﬁrst work we saw going on a hike was in the middle of a rice

ていただきます。

Committee, and my thanks for the enthusiasm of artists and all people

そうで、近代以前であれば寺社が位置すべき場所だったと思われる。

field and the second one was in the shrine's precincts. Having experienced only these

我孫子市長 星野順一郎

involved in these activities.
Mayor Junichiro Hoshino, Abiko City

芸 術の「はたらき」と野 外 美 術展

The Workings of Art and Open Air Art Exhibitions

ハイキングの最初の作品が水田の中にあり、次の作品が神社の境内に

two works, I felt that the whole picture of this open-air exhibition became clear. In the

あったことは象徴的だった。この 2 点を体験しただけで、今回の野外展

rice ﬁeld, \-shaped parts are installed as if to follow the lines of rice planting, and the

の全体像が明らかになった気がした。水田には田植えをなぞるように￥を

very relationship between nature and people was visible. Agriculture is almost entirely

かたどったパーツが配置され、自然と人間の関係そのものが見えた。農

dependent on nature's workings. As if catching sight of the“workings”repeatedly,

業は自然の「はたらき」にほぼ全面的に頼る。人間は「はたらき」の姿

people structured days in the farm village conducting a chain of religious rituals with a

を反復するかのように、収穫祭を筆頭に、様々な神事を連ねて農村の日々

harvest festival at the top of the list. In between nature's workings and humans' work (the

を構成した。自然のはたらきと人間の労働（経済）—ハレとケ—の境界

economy)—on the border of the extraordinary and the ordinary, there must have been a

我孫子国際野外美術展覧会が 1998 年から 18 年も開催され続けている

I'd like to pay respect to Abiko International Open-Air Art Exhibition as it has been held

に芸術の場所があったはずなのだ。そのまま浅間神社へ向かうと、敷石

place for art. We went on to Sengen Shrine and saw patterns made with sifted lime powder

ことに敬意を表したい。振り返ってみると、
「雨引の里と彫刻」が 1996

for consecutive 18 years since 1998. Looking back, I recall that“Amabiki Village and

の通路を囲むように石灰粉をふるった文様がちりばめてあった。龍・蛇

surrounding the pavement. I heard that the patterns were a mixture of dragons, snakes

年から、取手アートプロジェクトが 1999 年から、越後妻有アートトリエ

Sculpture”exhibition started in 1996, Toride Art Project started in 1999, and Echigo

とメキシコの吉祥模様を組み合わせたものらしい。その日の早朝にまい

and Mexican good-omen patterns. The way in which lime powder sprinkled early in the

ンナーレが 2000 年からスタートしている。2000 年前後に日本各地の地

Tsumari Art Triennale started in 2000. The fact that open-air art exhibitions sprang up in

たという石灰が、黒土の湿気を微妙にはらんでいる様子は、人間の行為

morning that day soaked humidity of the local atmosphere showed me a subtle and deep

方都市で野外美術展が発生したことは、今後 21 世紀を振り返ったときに

suburban and rural areas all over Japan around 2000 shows important characteristics of

と場の「はたらき」のほのかで深い交流を見せてくれる。それは、石段

relationship between humans' conduct and workings of the place. They present people's

この時代の大きな特質として記録されるだろう。

this era when we look back on the 21st century.

の脇に奉られている江戸時代以来の石像がもつ百年単位の時間とは別の、

respect for God's workings, apart from the admiration for a long time of hundred-years

20 世紀後半は、肥大化する国際資本主義がグローバル化を爆発的に膨

In the latter half of the 20th centur y, growing international capitalism explosively

けれども同根の、神のはたらきに対する敬意を感じさせるのだ。神社の

unit given to stone sculptures from Edo Period enshrined on the side of the pavement,

張させた時代だった。それに合わせるようにして美術展も大規模化した。

accelerated its globalization. In accordance with such a trend, art exhibitions developed

背後の森の中に配された精霊の住いや輝き、光の通路を感じさせる作品、

though both are rooted in the same ground. Here I don't have enough space to write about

ワールドツアーと称されるような、巨大なサイズの作品が並ぶ大掛かり

on a large-scale. Some huge exhibitions went on world tours to show ar tworks of

布佐市民の森のまるで編み笠茸やマツタケを思わせるなど、自然（神）

each of the other artworks inspired by natural (God's) workings and revelations, such as

な展覧会も出現した。それは、美術作品の価値は普遍的であり、国境を

extraordinary size. This seems to indicate the last state of“modernistic”values that swept

のはたらきに触発され、啓示を受けた作品群の一つ一つに触れる紙幅は

the spirits' dwelling and glitter in the forest behind the shrine, a work that makes us think

越えても同じだという「近代的」価値観が世界を席巻した最終形態だっ

the whole world based on a belief that the value of artworks is universal and considered

残されていない。

of a passage of light, and morel mushrooms and matsutake mushrooms hidden in Fusa

たように思う。一つの到達点だったかもしれないが、同時にどん詰まり

the same across borders. It might be interpreted as some kind of terminus, but it was at

の終点ということもできる。

the same time the dead end.

の一部として人間自身がはたらくのである。人間が自然から独立して存

Ar tists are not expected only to express God's workings in a passive way. People

それを乗り越えようとする動きが野外美術展だったのではないか。そ

A movement to go beyond such a trend might have been an open-air exhibition. The

在するかのように考えることは驕りである。迷彩模様で自然に紛れて戦

themselves work as a part of nature. To believe that humans exist independently from

んなことを考えたのは、この原稿を書く直前に、高さ 3 ｍ長さ 25 ｍの大

reason for my view is because I saw Takashi Murakami's 500 Arhats exhibition showing

うことは、驕りの裏返しであろう。それを糾そうとした作品が 2 点あった

nature makes us conceit. To get mixed in nature in camouflage is the reverse side of

作が 4 点並ぶ「村上隆の五百羅漢図展」を観覧したからである。超高層

four large works of 3m high by 25m long respectively. The museum itself, located nearly

ことは特筆しておきたい。また宮の森公園では、2011 年に原発事故によ

the same conceit. I would like to point out that I saw two works that tried to correct

ビルのほぼ最上階にある美術館そのものが、私にとっては近代の終点に

on top of a skyscraper, looks like a terminal of modernity to me. It seems as if humans

るホットスポットが除染によって解消された旨の掲示が今でも確認でき

such a situation. Additionally, in Miyanomori Park, we can still see the sign explaining

思える。人間がバベルの塔さながらに神の高みに挑戦し、君臨しようと

were challenging God's eminence just like the Tower of Babel to try to reign over the

る。そこに設置された竹の小さな太陽は、人間の驕りによって出現した

that radiation hotspots contaminated by the 2011 nuclear plant accident have been

しているようだ。仏像的な彫刻が金色に輝いて展示室の中心に鎮座し、

world. Golden shining Buddhist sculptures sit in the center of the gallery, surrounded by

放射線と対照的に、周囲の子どもたちの小さな祈りにも似た作品群へと

decontaminated. There an installation of a small sun made of bamboo seemed to deliver

宇宙論的なテーマの作品が取り巻いているが、そこに自然（神仏）への

works with cosmic themes. Is there veneration of nature (deities and Buddha), however?

穏やかな希望の光を届けようとするかのようであった。

light of peaceful hope to a group of artworks which resemble local children's prayers,

崇敬の念はあるのだろうか。対照的に、2014 ～ 15 年にかけて巡回した

In contrast, I remember one exhibition, which, taking a“counter-modern”or“un-modern”

この展覧会を訪れた人々（作家を含む）は、人間と自然が長年の関係

「反近代」もしくは「非近代」的なスタンスに立った展覧会のことが思い

standpoint, toured in 2014 through 2015. An essay by the exhibition's curator at the

を築き上げてきた固有の場（我孫子）へと誘い込まれ、場の「はたらき」

Visitors to this exhibition (including myself) are invited into this speciﬁc site (Abiko) where

beginning of its catalog is impressive.

によって新たな媒体として作用することになるだろう。筆者もまたその

humans and nature have been building a long-term relationship, and would act as new

媒体の一つになって、こうしてこの文章によってネットワークを拡大し

media through the site's workings. It seems that as one of such media, I am expanding the

ているように。

network through this essay.

浮かぶ。担当学芸員によるエッセイの冒頭の言葉が印象深い。
「神とは、はたらきであり、私たちの祖先は、宇宙や自然の奥に潜む、
人知を超えた何ものかに神としての「名」を与えた。
」
（江尻潔「スサノ

2

Anger and Prayer”exhibition (Tokyo: Yomiuri Shimbun-sha, 2014)

るものとして残り続けることになる。

磐線

←上

子

ー Kiyoshi Ejiri,“The Coming of Susanoo,”catalog of“The Coming of Susanoo---The Life,

聞社、2014 年）
神は「はたらき」であるというこの指摘には、
虚を突かれた思いがした。

布佐市民の森
我孫

ヲの到来」
『スサノヲの到来—いのち、いかり、いのり』展図録、読売新

“God means workings, and our ancestors gave the name of God to what is latent behind
the universe and nature beyond human knowledge.”

作者は、神のはたらきを受け身に表現するだけの存在ではない。自然

小泉 晋弥 茨城大学教育学部教授・美術評論家

citizen's forest.

contrasting with radiation that was emitted by humans' conceit.

Shinya Koizumi

Professor, College of Education, Ibaraki University, Art Critic

3

招待アーティスト

01
02

黛真美子

田んぼと空が広々と広がる風景をとても好ましく思っている。 しかしこの風景を保つことは、
Mamiko Mayuzumi（ 日本）

たんぼ ／ TANBO

アルマンド・ゴメス・マルティネス

ればならない。稲作の厳しい 現状と、引き継ぐ耕作者の営みや思いに目を向けて制作した。
素材：ビニール、番線

場所：旧井上家住宅献穀田

04

ベニ・アルトムゥラー

Armando Gomez Martinez（メキシコ）

雷蛇さま / Rai Ja - sama (kaminari / Hebi)

三木サチコ

Sachiko Miki（ 日本）

Brain Mushroom
ヒトのお腹の中の大腸菌は私達の好みや体質に関係してる。 おんなじ様に、
森の菌類であるキノコ達も森の性格や好みを作っているの かも。 この考える
キノコたちは、森のためのアクセサリーとしてつくりました。

Beni Altmuller（オーストリア）

素材：FRP 強化プラスチック、アクリル

場所：布佐市民の森

森からの光 ／ Light from the forest
In this work I mixed the Raijin's story (the god

Bamboo feasts on the sun, storing light

of thunderbolt in Shinto tradition) and the

energy in its cells.

Mayanmyth of Kukulcán (the feathered snake

My work transforms this luminous depot into

god). The mixture between Raijin and Kukulcán

a star, its rays pointing in every direction,

r e p r e s e nt a "r a i n c a l l i ng ". Wate r i s m o s t

creating new pockets of light in the forest for

valuable for agriculture life.

young life there.

この作品で、日本神道の雷神の話とマヤ神話のクク

竹は、太陽光を非常に好み、そのエネルギーを細

ルカン（羽毛のある蛇の神）の話を織り混ぜました。

胞内にため込みます。

雷神とククルカンの混合は”雨乞い”を表現してい

この私の作品では、そのため込んだ光を、放射状

ます。水は農業のために最も大切なものです。

に放つ星へと変換し、同時に、新しい命のための

素材：石灰

光の空間を森の中に作り出しています。

場所：浅間神社

素材：竹、結束バンド、ビス

4

03

今ではとても難しい。『自然』ではない田が、田であり続けるには誰かが稲作を行い続けなけ

場所：宮の森公園

5

05

07

When I ﬁrst came here in the woods, I did not ﬁnd any colours except
green, that is why I want to bring the power and energy of colours
into the woods.

アンナ・グンナルスドッティル

Anna Gunnarsdottir（アイスランド）

ジャングル エイリアン ／ Jungle Aliens

安部大雅

最初にこの森に来た時、みどり色以外の色を見つけることができなかった
ので、色の持つパワーとエネルギーを森の中にもたらすことにしました。
素材：フェルト、羊毛、篠竹、針金

Hiromasa Abe（日本）

ひかり織り ／ Weaving Light

場所：相島の森

木々の間を揺れながら差し込む光、風と共に一瞬
注ぐ光、あちこちにとどまって溜ま る光。森の中
には様々な光が交差しています。そんな光をスト
レッチフィルムに宿ら せて具現化し、糸として織っ
ていきます。この森の魅力を再発見してもらえれ
ばと思 います。
素材：ストレッチフィルム

フレッド・マーティン

Fred Martin（フランス）

畦道の心 ／ Spirit of Azemichi

06

城戸みゆき

Miyuki Kido（日本）

08

視えるもの / 視えないもの ／ visible/ invisible

Where the dragonﬂy dances

見慣れた森の風景にほんの少しだけ手を加えることでまったく違う世界が現れ

Where the spider weaves a web of emptiness

る。変化するのは風景なのか、あなたの目なのか？

Where the white cat with no tail walks

場所：相島の森

素材：紙、テグス

場所：布佐市民の森

トンボが遊ぶところ
蜘蛛が空中に巣を営むところ
尾のない白猫が散歩するところ
素材：材木、竹、半紙

6

場所：宮田さんちの田圃

7

石川美穂子

Klaus Pfeif fer（ドイツ／ギリシャ）

Mihoko Ishikawa（日本）

10

愚か者の船 ／ Ship of fools

輝く蓮の花 ／ The shining lotus

素材：DVD, プロジェクター、スクリーン

泥水が濃ければ濃いほど、はすの花は大輪の花を咲かせます。 泥水と

場所：布佐図書館

は人生におきかえれば、辛いこと、悲しいこと。そんな苦労を乗り越え

実行委員作家

09

クラウス・プファイファ

た人程、人も大きく成長するのだと感じ、私は幸福なことに今まで沢山
の大輪になった人達に巡り会いました。そんな輝く人を思い浮かべ、蓮
と照らし合わせながら、この作品を作りました。そして全てのその出会
いに感謝の気持ちを込めて。
素材：合板

Water is life

–

場所：宮の森公園

SHIP OF FOOLS

Every day 6000 children are dying from illnesses coming from polluted water!
Every year 2,2 million people die from polluted or no drinking water and no sanitation!
Every human has to have at least 50 liters water per day for cooking, drinking and washing!
It is known that people in industrial countries use 150 liters of water per person each day!
In dry regions a person has often only 5 liters per day - for drinking, cooking, personal
hygiene and cleaning of all sorts - in contrast, a washing machine uses at least 40 liter.
per cycle, modern toilets use a minimum of 3 liter. With each flush, this is 75 % of
the daily water people have per person in the dry regions of earth!
Some small islands in Greece are reliant on imported water!
The next big war will be - not about oil - but

WATER!

視点を変える ／ Change the viewpoint
これは蓮の花です。普段上から見るものですが、下から見上げたらどう
でしょう？！
日常において、案外と自分の考えや、視野は固まっているものです。皆
さんの普段の生活でたまには見方を変えてみてはいかがでしょう。

門倉光正

11
Mitsumasa Kadokura（日本）

ふで ／ FUDE
!

Greece has 1399 different expressions for WATER
one may read in MANOLIS GLEZOS’ book about WATER

8

まずは“あ”からはじめよう。
素材：竹、ワイヤー、布

場所：布佐市民の森

9

OZ ／尾頭／山口佳祐

OZ/Keisuke Yamaguchi （日本）

派生 ／ before derivation
素材：キャンパス、アクリル、合板、角材

場所：布佐市民の森

12

14
島田忠幸

Tadayuki Shimada（日本）

クリスタル ハーフ ／ Crystal half
自然の中に作品を展示する場合目立つことが重要かもしれないが、目立たなく半分隠すこ
とにした。
隠さなければいけないことがある。
人は隠ぺいすることで何かを企んでいるのだ。
素材：鉄筋、布

小山和則

場所：布佐市民の森

Kazunori Koyama（日本）

と・も・だ・ち ／ F ・R ・I ・E ・N ・D ・S

15

『F・R・I・E・N・D・S』というメッセージを、竹による「モールス信号」で表現しました。
同じ竹でも、見る角度によって丸に見えたりバーに見えたりします。丸とバーだけで言葉
を伝える方法が「モールス信号」です。
「0」と「1」による「2 進法」は、今をときめくネッ
ト通信の元祖。シンプルに「伝えること」を大切にしたいと思います。
素材：竹、ワイヤー、石

場所：布佐市民の森

13
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 Of fice (Hayashi Shinichiro ＋ Oikawa Michiyoshi) （日本）

サイレント・ボイス ／ Silent Voice
たくさんの声にならない声が埋まっています。竹林を渡る風に騒めいています。
素材：ビニールシート

10

場所：布佐市民の森

11

加藤ひろえ

18

Hiroe Kato（日本）

flowing

時も空間も人との関係も、自身も、いつも
流れるものでひとところにとどまらないも
の。 その流れを表してみました。 それでも
どこかに、なにかをくさびで留めておきた
い。 花を生ける仕掛けを設えて、 少しでも
一瞬を留めておきたいと。 皆さんも是非、
置いてある花を生けて、一瞬のくさびを打
ち込んでください。
素材：竹、棕櫚縄、草花

鈴木 雅

19

16

デレック・モンロー

Masashi Suzuki（日本）

青空もみほぐし ／ OPEN AIR RELAXATION
青空もみほぐしによって我孫子の風や自然と一体になった方は６０名に
達しました。この作品が皆さんの心の何処かに残って下さいますよう…
素材：ミクストメディア

場所：布佐市民の森

駒場拓也

Takuya Komaba（日本）

17

音を描くこと、絵を奏でること。
／ Painting Melodies, Listening to Paintings

Derek Monroe（アメリカ）

戦争の木 ／ Tree of War.
There are many characteristics of areas affected by war and disaster which are similar in both trauma and hope for recovery. While humans are part of
nature they often tend to destroy what is beautiful and justify their actions by propaganda. This work is to remind us that nature is the ultimate winner and
the ones who think otherwise live in the world of delusion.
戦争や災害の影響を受けた地域は、受けた傷と再生への願いの両方があるという点でよく似た特徴があります。人間は自然の一部でありながら、しばしば美しい自

音を聴いて、イメージをする色や形。奏でるように、自由に絵を描く

然を破壊し、且つその行いをプロパガンダによって正当化する傾向があります。自然は究極の勝利者であり、そう思っていない人々は妄想の世界に住んでいるのです。

素材：DVD、ビデオモニター、子供たちの絵

この作品はそれを私たちに思い出させるためのものです。"Funding has been made possible by Pufﬁn Foundation" Teaneck, New Jersey, USA

場所：旧石井ストア、布佐図書館

素材：感熱紙

12

場所：布佐市民の森

場所：布佐下多目的広場

13

一般作家

20

野村正義

Masayoshi Nomura（日本）

山頭火「風に吹かれて」／ Santouka“blowing in the wind”

22

CHACK （日本）

Majestic Monster ～くらわすパッション野郎 !! ～
／ Majestic Monster ～ To punch passion bastard !! ～

今年も三年続きの山頭火シリーズです。自由律の俳人種田山頭火の俳句集をぱらぱらめくり、ふと絵柄

創造は情熱 !! 創造は生きるそのもの !

がイメージ出来た句を版画でしています。
今まで何枚彫ったかはっきりしませんが百枚は超えています。

素材：合板、垂木、アクリル、ミラー、すすき、竹

場所：布佐下バイパス道路脇

しかし、俳句は七百句以上ありますので終着駅にいつ到着するか分かりません。
素材：和紙、墨、版木

場所：布佐市民の森

23
加藤 英之

Hideyuki Kato（日本）

フレスコボールに花束を
／ Flowers for Frescoball
7 月 10 日、ぼくは初めてフレスコボールに出会いました。ラリーを続ける
コツは、思いやり、相手の打ちやすいところに打ってあげます。8 月 9 日、ジャ
パンオープンに参加しました。たくさんの友だちができました。9 月 20 日、
いろいろな木でラケットを作りました。色 ・匂い ・音、
みんな違いがあります。
フレスコボールからたくさんのことを教えてもらいました。10 月 24 日、フ
レスコボールに感謝してここに花束を捧げます。
素材：木の板、竹、フレスコボール

場所：布佐市民の森

21

レオ・ペレガッタ・白石雪妃
Leo Pellegatta ・Setsuhi Shiraishi（イタリア・日本）

熱帯樹 ／ Tropical Tree
三島由紀夫の戯曲「熱帯樹」からインスピレーションを受け、数年前か
ら Tropical Tree 企画として制作を続ける。熱帯樹はルーツ、家族、自然、
創造など多くの意味を表し、空想の中に存在する。また誰でも植えられ、
帯のようにどこまでも長い。中心はキーワードとなる鳥籠をモチーフと
している。
素材：合成紙、布、墨

14

場所：布佐市民の森

15

24

ESTRK （日本）

さいとうギャラリー ／ Saito Gallery
コンビニさいとうさんのガソリンスタンドの壁にお願いして描かせていただきました。
素材：塗料

場所：コンビニエンスさいとうギャラリー

堀越紀子

Noriko Horikoshi（日本）

ともしび ／ Light the lights

26

新しいモノと古いものが、いつまでも変わらずそこにありますように
と願いをこめて。
素材：写真

場所：布佐図書館

27

４Women’
s Art ground
木村利加子

澤崎静江

清水京子

関谷俊江（日本）

四次元 ? ／ Four Dimensions ?
正六面体を使って多胞体を作成。イメージは四次元？時間軸を超え観
る人を空想の世界へ誘う。自然の中で小さな異空間を作成。違和感を
感じさせず調和できるよう白一色で統一。重なりにより出来る線・面
の美しさや偶然にできる形状のおもしろさを追求しつつシンプルな形
状からより複雑な形状を求め制作しました。

25

あびこ高校 OB

素材：材木、塗料

場所：布佐市民の森

Abiko Senior High School Alumni（日本）

スクエア ／ Square
今回初参加させて頂きました。私たちの作品は、自然の中に溶け
込む四角形をイメージしました。大体の四角い物は人工的な物が
多いと思われます、そこで自然と四角形をより近い形にした作品
に仕上げました。
素材：土

16

場所：布佐市民の森

17

布佐宝保育園 with Arisa ・大島菜央・尾形直子・坪内敦・荒井康太

( 宝保育園のみなさんが日ごろの散歩で拾い

Fusa takara preschool with Arisa, Nao Oshima, Naoko Ogata, Atsushi Tsubouchi, Kota Arai（日本）

集めてペイントし、制作したものと、ArisA
大島菜央、尾形直子、坪内敦、荒井康太によ
る WS のときに使用した、枝や数珠玉を、カ

森で生まれたよ ／ Something droped by Fairys

ラフルな毛糸で包みました )

ようせいって本当にいるのかな？
宝保育園のみんなは、まつぼっくりをもって
公園に探しに出かけました
いろんな音がするね

28

和田叶市と癒しの里づくりの会

Kanoichi Wada with Iyashino satozukurinokai（日本）

布佐の森に鳥達を ／ Forests of Fusa Wish for Birds

30

私が借りている畑に雉が営巣し、卵を５個くらい
産みました。無事に生まれた雛が親鳥について、
時々畑に来てくれるようになりました。この森、
この畑への〝自然回帰〟の想いを込めました。
素材：すすき、木の枝、その他

場所：宮の森公園

森の中へ行って、みんなで大声をだしたり
あしぶみをすると
カサカサ

カサカサ

ん？
なんだなんだ？？
あ！
ようせいだ！！
みんなでうたおう
フーラフラ
みんなでおどろう
しゃららんらん
風のおと

鳥のこえ

おひさまにむかって
せーの！！ぽん！
にょきにょき

にょきー！！！

てをつないで

あるいたみち

ようせいたちの
おとしものは
みんなのこころに
にょきにょきにょき！
素材：まつぼっくり、すすき、木の枝、数珠玉、毛糸、アクリル、その他
場所：宮の森公園

31

トンボ / 丸岡（木工）、桐原（絵画）、吉藤（発案）
Tonbo / Maruoka (Wood work), Kirihara (Painting), Yoshifuji (Idea) （日本）

ユートピア ／ UTOPIA
竜宮伝説の総集編です。玉手箱を開けた浦島太郎は鶴に変身し、亀に変身した乙
姫様を背中に乗せて、ユートピア（理想郷）に飛び立ちます。二人は長く長く、ユー
トピアで幸せに暮らしました。結婚式のお祝いには鶴と亀がでてきますが、それ
はこの浦島太郎と乙姫様の伝説からきています。この作品で写真を撮ると、鶴や
亀のように長く生きることができますよ。
素材：合板、塗料、竹、その他

竹中知子

場所：布佐市民の森

29

Tomoko Takenaka（日本）

命のともしび ／ Lights of Life
照明の明かりの一つ一つが人間の一人一人の命のと
もしびを表しています。昨今、命を粗末にするよう
なニュースが流れていますが、私たちの一人一人が
家族、周りの人たちを敬いながら生活していければ
大切な命をみんなが全うして一生をおえられると考
えています。そんな意味も込めて作品を作りました。
素材：和紙、木材、LED ライト

18

場所：布佐図書館

19

関口満子

Mitsuko Sekiguchi（日本）

パンフラワー / PANFLOWER

32

Event

粘土でベースを作り、花の形を一弁づつ作り、乾燥後に油絵具にて色を塗り、花瓶に入れ
て作品としています。
素材：粘土、油絵具、花瓶

場所：布佐図書館

炎 舞と書の空間
出 演：雪、夏代（ 灯ー A K A R I ー）
白 石 雪 妃（書 家 ）
10 月 24 日（ 土 ）野 外 美 術 協 会 事 務 所 脇

Performance
Ho ssy（ 星 祐介）ライブパフォーマンス

かつしか動物公園ライブパフォーマンス

H o s s y (S p a c e d r u m , D i d g e r i d o o)

クラッシー（歌、Per）、ひだまなぶ（Ba）、鉄観音（Gt）、

１０月２４日（ 土 ）野 外 美 術 協 会 事 務 所 脇

透 明 カズ（Tp）、 テ ナ ー万 太 郎（Sax）、 ナム（Dr）、
ゲスト来園者、柴田ゴロー (Key)、YOSIO（ケーナ）、
笠原夏樹（ドラ）
１０月２３日（金）布佐 駅前

波多野キッズプロダクション
昨 年 度に引き続き玉 造 下 座 保 存 会 が 囃 子で 参 加
１１月８日（日）布佐市民の森

大 樹ライブパフォーマンス
大 樹 (G t )
１０月２４日（ 土 ）野 外 美 術 協 会 事 務 所 脇

Leo Pellegatta、白石雪妃、
ニコラ・ラフェレリー、今西玲子

20

Tr o p i c a l Tr e e

レクチャーハイキング

10 月 31日（土）布佐市民の森

１０月２４日（ 土 ）a m11:3 0

協 力：イタリア 文化 会 館

１０月３１日（ 土 ）a m11: 0 0
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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
2015 市民オーナー

鈴木奈津子

「身近な素 材であなたもアーティスト」
11 月 1 日（日）布佐 市民の 森

オカリナ演奏
デュオパラム（ 高 橋 英 子）
１０月２５日（日）布佐 市民の 森

「ONENES S ☆平和のセッション♩」
W i l d H u s k y と輸 入 渡 組（わいるどぐみ）
10 月 31 日（ 土 ）布佐 市民の 森

加 藤ひろえ

「 秋の森のリース作り」
10 月 31 日（ 土 ）
布佐 市民の 森

Work shop
N O R I & m i h o ko

撮 影 会「 天 使になろうよ♡」

戸祭 瑞 香 子

「生け花 体 験 」

10 月 31 日（ 土 ）布佐 市民の 森
P h oto:N O R I

10 月 15 日（ 木）
野外美術協会事務所

水田宗翠

「 茶 道体 験 会」
10 月 23 日（ 金 ）野 外 美 術 協 会 事 務 所
10 月 24 日（ 土 ）布佐 市民の 森

吉岡恵美

「食べれ ないけど、
おいしいケーキを作ろう ? 」
10 月 31 日（ 土 ）布佐 市民の 森
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青木 章
秋田 清美
秋田 竜樹
芦崎 敬己
熱田 貢一
東
富子
安部 大雅
石井 幸子
石井 英郎
石山 珠会
磯辺 久男
稲津 あや子
井上 久仁子
今井 正直
岩立 善吉
上田 義一
上田 晴子
江上 篤彦
江上 さくら
江上 弘
江上 由美子
江上 祐一
榎本 君子
大谷 正
大畑 照幸
岡
嵩
岡田 一男
岡田 ゆりあ
梶野 栄子
加藤 和子
加藤 英之
加藤 弘恵
加藤 宏
門馬 和子
香取 孝俊
神尾 和寿・博子
かみこ ふじお
唐沢 光江
河上 尚義
河津 征司
河辺 敦
川村 豊
簡 秀玲
木村 利加子
ギャラリー・イン
・ザ・ブルー
ギャラリーぶらっと
・えにし
栗原 裕子
倉部 俊治
倉持 充
黒川 友幸
洪野 友誠
腰川 幸夫
小島 茂明
後藤 秀和
小林 明彦
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
齊藤 登茂子
斉藤 三枝子
斉藤 玲子
坂巻 雄二
桜井 栄子
桜井 実
櫻井 洋子
澤崎 静江
椎名 康雄
滋賀 秀實
島崎 敏明
清水 京子
清水 澄夫
白石 雪妃
菅谷 幸子
杉村 秀一郎
杉山 敦彦
鈴木 綾乃
鈴木 恭行
鈴木 肇

鈴木 房子
鈴木 雅
鈴木 正巳
鈴木 龍太郎
須田 康二
角 和子
関口 満子
関根 秀夫
関谷 俊江
関谷 聡太
芹澤 一夫
染谷 明宏
染谷 和博
醍醐 文雄
大中 遼太郎
高田 みどり
滝沢 みつえ
武井 聖明
竹中 知子
武正 功一
立澤 幸雄
橘 昌子
田村 広文
月田 いづみ
鶴橋 是隆
徳本 博文
戸澤 公男
殿村 勝亮
永井 登
中島 保則
長塚 九二夫
永妻 孝友
中根 ケイ子
中野 伴春
中村 廉子
中山 雅美
新居田 亨
根本 きく江
野村 昇治
野村 正義
長谷川 陽子
春田 恒一良
日暮 等
日野 早紀子
平井 和子
藤井 克之
船山 香代子
星野 幸夫
星野 芳江
細川 裕子
堀越 紀子
増田 恒雄
増田 建男
増田 輝夫
増田 信也
松原 容子
丸山 忠勝
三浦 努
峯岸 幹男
宮田 幸雄
村上 和子
㈱メディア・アンド
・コミュニケーションズ
mogumi
山口 久子
山田 智彦
山根 雄二
湯下 廣一
吉岡 恵美
吉澤 扶志子
吉田 和賀子
吉竹 正実
吉原 哲也
吉藤 志津子
吉藤 敏男
吉藤 宣男
吉藤 典子
吉村 康史
和田 叶市
渡壁 麻里
渡辺 毅四朗
渡辺 唯男
渡辺 昌則
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