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広告協賛2016

（社福法）アコモード
（株）いしど画材
伊集院写真事務所

（株）板垣工業
（株）板橋建設
（有）今井観光
岩見印刷株式会社
(株）エーヴィスシステムズ
及川真咲デザイン事務所
柏　Ｓtudio　WUU

（株）春日や
ＣＡＦＥ　ＤＯＣＫ

（株）京北スーパー
香栄堂印房
後藤歯科
コ・ビアン
恋酔
コンビエンスさいとうギャラリー
作庭舎
渋谷産業株式会社
すずきこどもクリニック
鈴城産業株式会社
割烹　鈴木屋
(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）
たちばな接骨院
千葉美術予備校

（株）ティホーム
根本米店
野島工業株式会社
ピアノ専門工房　ピアピット
ビジネス旅館　布佐

（有）布佐自動車鈑金工業
布佐宝保育園
布佐台幼稚園
平和台歯科
平和ヘルスケア株式会社
ペットハウス　プルート
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
（有）山新豆腐店
ゆうかり絵画工房
吉見写真事務所
らーめん　豆でっぽう
リベール我孫子／吉原コーポ
レモン画翠
わだ幼稚園

ボランティア

相田哲也
荒木倖子
飯野秀平
岩井　浩
内山めい
大畑照幸
尾形幸一
岡　律子
北川三男
倉持　充
黒川友幸
洪野友誠
小関清子
後藤晴紀
小林　元
斉藤誠治
桜井　實
佐藤　満
滋賀秀實
篠崎清次
菅野哲哉
鈴木恵里
鈴木　圭
鈴木拓哉
鈴木涼太
関谷聡太
関谷俊江
大中遼太郎
竹中知子
戸野倉あゆみ
中島　彩
中島克己
中谷綾恵
中谷　翔
波木香里
西川真理絵
根本きく江
蓮見優花
濱　理恵
艗　康彦
堀江妙子
前田和弘
前田メンデル
増田信也
松田雅子
三村正弘
三村由美子
宮田幸雄
山岸竜也
山西裕子
横張武利
吉岡恵美
米窪由樹子

スペシャルサンクス2016

かつしか動物公園
加藤ひろえ
坂入ヤスヒロ
水田宗翠
高橋芙実
Takeru
玉造下座保存会
デュオ　パラム
Tropical Tree
風来楽坊HiRo
BUTOH-ha Zero →
Mendel Maeda
山田征司
山田大樹
吉澤舞子
吉本あゆみ
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Mayor’s Greetings for the 2016 AIOE
I was deeply impressed by a number of wonderful artworks in the 
19th Abiko International Open-Air Art Exhibition created by many 
participating artists from European countries such as, Germany, 
Austria, Greese, Uk and Bulgaria, as well as from Asian countries like 
Japan and Hong Kong, which were executed and exhibited amid the 
rich natural environment and residential areas in Abiko.
It would be my greatest pleasure as the mayor of a home city to see 
many artists with different languages and cultures come together at 
Fusa town and create respective arts for the exhibition, which will 
eventually lead to an opportunity where art and culture will be spread 
at home and abroad.
I am expecting that in this art exhibition lots of exchanges and 
wonder fu l t ies among people wi l l be rea l ized by harmonizing 
individual artworks at Fusa town �lled with the richness of nature.
Fina l ly, I would l ike to express my sincere thanks to the k ind 
cooperation of all members of the working committee, citizen owners 
and the people concerned living in Fusa area. I am also greatly 
expecting that the Abiko International Open-Air Art Exhibition will 
be further developed.

Mayor Junichiro Hoshino, Abiko City 

A fairy drawn on the shutter looks like calling me !
Wow ! It’s exactly an expedition in a limestone cavern !
Young artists remodeled a vacant store offered by its owner for free 
use, blasting their young energy onto it.
�e deserted street through to the Fusa station was sparkled with the 
artistic works. �e shopping street used to be prosperous and fully live 
by delivering rich natural gifts and people to the metropolis. I wish 
for recalling a prosperity of the past days, so to revive the town rich in 
aromatic culture suitable for a hometown which once fostered many 
men of culture.
I sincerely want to do whatever I can do for the Abiko Open-Air Art 
Exhibition continue to globally send out its vigor from the town of 
Fusa.
Yukiko Ishii, Owner who o�ered her vacant store for reviving activity

I have been participating in the exhibition for five years. The hours 
working with foreign and local artists amid a free atmosphere beyond 
country and generation always give me great energy and pleasure. 
There are real international exchange and understanding for peace 
dedication. I wish more young people would come and experience the 
precious opportunity.

Masahiro Mimura,  A sta� of volunteers 

That was the year when serious liquification and radiation problem 
hit the town of Fusa. The annual feast at the Takeuchi Shrine was 
cancelled, and as an undergraduate I was looking for a pastime 
amid a sti�ing circumstance.   It was the late summer with lingering 
heat during the summer vacation of the year that I came across the 
exhibition’s news on the Koho Abiko. Several weeks later of my 
request for serving any sort of activity, there was one who was tackling 
with making artwork battling against mosquitos in the wood, that 
was myself. �en what happened to me shortly afterward ? �is is an 
enjoyable art exhibition. I recall the days soaked with alcohol in Fusa. 
A tiny event born in a rural town 60 minutes away from Tokyo by 
train has been keeping its activity till now for 20 years. 

Shoma Sakai, Artist,member of the committee

�e days were full of stimulus and excitement.  �rough the exchange 
with overseas artists and local general participants, including looking 
at various installations, I found afresh the freedom of art. Any sort 
of expression in creating artworks can be accepted. �is is an artistic 
event which make us closely perceive arts in our daily life, I suppose.

 Eimi Hashimoto, Artist(Free participant)

Woods, f ield, hill, pond, paddy-field, furthermore, railway station, 
library, shrine, house, etc., provide spots for setting artworks.
Not only domestic artists and general participants but creators from 
all over the world are absorbed in creating original artworks in the 
town of Fusa.
Though agonizing in giving birth to an artwork, every artist looks 
delighted with doing respective hard task.
Many a people walk around looking at fruits of artists’ e�orts.
Walkers �nd that there are such carefree time and space close to their 
busy daily life. 
They a re ,  ac tua l ly,  enjoy ing wa lk ing look ing a round t hose 
installations.
What eye-catching artworks would be displayed at the 20th session 
in 2017? Artists, lookers, both of them are looking forward to the 
coming autumn.

Tetsuya Sugano, A long-time art lover

ご挨拶
　第19回目を迎えた今回の我孫子国際野外美術展には、
ドイツ・オーストリア・ギリシャ・イギリス・ブルガリ
アなどヨーロッパの国々と日本、香港などのアジア各国
の多数のアーティストにご参加をいただき、豊かな自然
と街並みに触れ合いながら素晴らしい作品の数々が、こ
の我孫子の地に展示されたことに深い感動を覚えたとこ
ろです。
　言葉も文化も違う方々が布佐のまちに集結し、思い思
いの作品が我孫子国際野外美術展から、国内外に芸術・
文化を発信していくきっかけとなれば、地元市長として、
大変喜ばしいことです。
　これからも、我孫子国際野外美術展を通して、多くの
交流が生まれること、そして個々の作品がこの自然豊か
な布佐のまちで融合し、素晴らしい絆が生まれることを
期待しています。
　結びに、開催に携わった、実行委員会の皆様や市民オー
ナーの皆様、そして、布佐地域の皆様の協力に対し厚く
感謝申し上げるとともに、今後の我孫子国際野外美術展
が、さらに発展されることをご祈念申し上げ、あいさつ
とさせていただきます。

我孫子市長　星野順一郎

まちの声 People’s voice 

　シャッターに描かれた妖精が呼んでいるみたいだ！
　ワァー！鍾乳洞の探検だ！
　ご自由にどうぞ、と心よく提供された空店舗を丸ごと
大改造、若い作家さん達のエネルギーが爆発した。
　すっかり寂れてしまった布佐の駅前通りが華やいだ。
豊かな自然の恵みや人を都心に運んで栄え活気に溢れて
いた商店街。かつての賑わいを再び、更に多くの文化人
を育んだ地にふさわしく文化の香りたつ豊かなまちに蘇
るように。
　我孫子国際野外美術展がこれからも、永く布佐の地か
らグローバルに発信し続けていけるよう微力乍ら応援し
ていきたいと思っております。

空店舗を活用してもらった者　石井幸子

　参加5年になります。自由な雰囲気の中、世界中のアー
ティストや地元のメンバーとの交流は国も世代も超え、
大きな活力と喜びを与えてくれます。ここには真の国際
交流、平和貢献の学びがあります。より多くの若い方々
に参加し、体験して頂きたいと思います。

ボランティアスタッフ　三村正弘

　深刻な液状化問題と放射能問題が布佐の町にやって来
た年。年に一度の竹内神社例大祭が休止され、大学生だっ
た私は閉塞感の中で娯楽を探しておりました。広報我孫
子でこの美術展の記事を見つけたのは、残暑厳しい夏休
みの終盤でした。ボランティアをしたいと申し出たその
数週間後には、蚊と闘いながら森の中で黙々と作品を作っ
ている私が布佐にいたのです。斯くて私に何が起こった
のやら？　この美術展は、楽しい美術展です。娯楽の類
かもしれませんが、布佐での生活の中にアルコールと一
緒に溶け込んでいます。東京から60分の田舎町で興った
活動は、20年目を迎える今日も続いております。

作家、実行委員　酒井翔馬

　刺激ばかりでした。海外アーティストの方々や一般参
加の方々ふくめ、いろんなインスタレーションに触れ、
アートってこんなにも自由なんだと改めて感じました。
どんなあり方があってもいい、私たちの生活の中に身近
にアートを感じられるって中々ないイベントなのではな
いでしょうか。

作家 (自主参加）   Eimi Hashimoto

　森、草原、丘、池、田んぼ、そして時には駅や図書館、
　神社や町の家、など様々な場所で作品が作られる。
　日本のアーティストや一般の参加者、そして毎回様々
な国からのアーティスト達が布佐の町で作品作りに熱中
する。
　どの作家も制作に苦しみながらも、作品作りを楽しん
でいる。
　その成果を沢山の人々が眺め歩く。
　何かと忙しい日常生活のすぐそばにこんなのんびりし
た空間と時間がある。人々は作品を見ながら実は散歩を
楽しんでいる。
　20回目を迎える2017年秋のアートはどんなものが飛
び出すのだろう。アーティスト、見学者、ともに今年も
熱い初秋が待ち遠しい。

熱心な作品見学者　菅野哲哉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第 1 9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 22日［土］　  11月 6日［日］

公開制作：10月 15日［土］　  10月 21日［金］
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20 4 5 (we care)

制服姿の白くて小びとのようなキャラ
クターの20体のクローンたち
一見可愛らしく見えるものも常にそう
とは限らない。その番号と姿かたちは
右派過激人物のナンバーコードであ
ることを隠している。服装はドイツ民
族社会主義党員を思わせる。一般的
にどのような権威あるイデオロギーに
もとれる。現代の民主主義社会では、
この思想はもはや過激でも脅迫的で
もないことは明らかだ。
彼らの民衆迎合のたくらみはほとん
どが家族に向けられるか、安全を望
んでいる人々に焦点を合わせている。
社会システムがすでに権威主義的な
らば、イデオロギー操作は子供時代
に始まっている。

素材： 石膏、ウレタン
場所：宮ノ森公園

Twenty, white, uniformed dwarf-like 
character-clons with beating sticks.
�ings that appear cute at �rst sight not 
always are.The number and arrangement 
of the figurs are hiding right-wing 
extremist number codes.�e clothes refer 
to the uniform of the german National 
Socialist Party.Here it stands generally for 
any kind of authoritarian ideology.Within 
todays democratic societies this ideas 
present themselves no longer obviously 
agressive and threatening. �eir populistic 
program mostly focus on families and 
aims on the peoples longing for security.
If a system is already authoritarian, 
the ideological manipulation starts in 
childhood.

further than lost paradies - take some tea 

失われた楽園より
さらに遠くへ 
－お茶でもどうぞ

「不条理はいつでもどこででもあなた
を捕らえることができる」（アルベー
ル・カミュ）

素材： プラスチックバケツ、ラテックス、ポ
リウレタン、混合溶剤

場所：宮ノ森公園

"�e absurd can grap you at any corner 
at any time" (Albert Camus)

素直な気持ちで宇宙の真ん中に居る
自分をイメージしながら、この周辺で
見つけた古い衣類を洗濯します。

素材： 衣類、木、竹、プラスチックのボウル、
石鹸、水

場所：宮ノ森公園

I imagine myself with a very good heart, 
being in the center of the universe, 
washing all the abandoned clothes that I 
found in this area.

洗濯のプロセス
A Cleaning Process

素材：ミクストメディア
場所：宮ノ森公園

01
...emerging...

兵士の一隊が公園の池に身を潜め、
岸に迫りつつある。実際の軍事衝突、
子供の戦争ゲーム、冒険心をそそる
都会の公園、1980年代のアメリカの
戦争ヒーロー映画などがこの作品に
投影されています。
A group of soldiers are hiding in the parks 
pound, approaching the shore.Subjects 
as actual millitary conflicts, children's 
wargames, the park as an urban place for 
adventure and american war-hero-movies 
of the 1980th had in�uence on this work.

Adam Ulen（オーストリア）

アダム　ウーレン

招待作家

招待作家

02
Almuth Baumfalk（ドイツ）

アルムート　バウムファルク
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Habitats Project 

ハビタット（住まい）
プロジェクト

私の作品「ハビタット」は、楕円形を
した素材で構成されていて、その半
分は地中にあり、入り口や透かし模様
のある窓はパオを連想させます。その
ほかの作品は木の上からつりさげた
球体で、鳥たちの住まいに見立てて
います。素材は竹で、まわりを牛糞
と枯草をこねたもので塗っています。
一部の国々で昔から行われている、
家の壁を塗る技法を応用しています。
おとぎ話の小さな世界のような、その
場所に住む生き物の小さな品々や住
まいを作ることがこの作品のアイディ
アです。
As a Greek artist I explore the Japanese 
culture through the Cycladic Civilization. 
Idols painting on small pieces of paper, 
together with Japanese characters, are 
hanging in the trees. Idols composed from 
bamboo are looking them and a Greek 
Haiku is dancing and singing on the 
earth.

素材：土、牛糞、竹
場所：宮ノ森公園
協力：高橋和夫

I Like Fishing and Fishes Like Me

私は釣りが好き
魚も私が好き

そこにしばらく座ってくつろぎたくな
るような環境を制作しました。
想像が膨らんで、きっと仲間たちとの
会話がはずむことでしょう。
I tried to create an arti�cial environment 
encouraging people to sit down, spend 
some time and take a rest.
It might inspi re thei r imaginat ion 
and perhaps they will have some nice 
conversation amongst each other.

素材： レスキューフォイル、植物、水、竹
場所：宮ノ森公園
協力：浮谷充洋

Lap Yip（香港／ドイツ）

ラップ　イップ
Rumen Dimitrov（ブルガリア）

ルーメン　ディミトロフ

招待作家招待作家

03

Cycladic Idols in the Japanese Nature

日本の自然の中の
キクラデス像

ギリシャ人のアーティストとして、キ
クラデス文明の目を通して日本文化
探索の旅をしています。
小さな紙片に描かれた、日本の文字
を書き添えられた人物像が、木の枝
からつりさげられています。地上で
は、竹で作られた人物像がそれを眺
め、「ギリシャの俳句」が踊り歌って
います。
「夢うつつ　ゆらぐ灯しび　祈りこめ」

As a Greek artist I explore the Japanese 
culture through the Cycladic Civilization. 
Idols painting on small pieces of paper, 
together with Japanese characters, are 
hanging in the trees. Idols composed from 
bamboo are looking them and a Greek 
Haiku is dancing and singing on the 
earth.

素材 :　竹、石、和紙
場所：布佐市民の森

Olga Plastira（ギリシャ）

オルガ　プラスティラ

招待作家

04

05

secret garden

シークレット ガーデン

いつも作品の中に情緒や悲しみと
いった気持ちの内面を題材にしたイ
ンスタレーションを作っています。
今回、ストーンサークルの聖域の中か
ら、鉄の丸窓をとおして時の流れや、
遠い自分の心の中を覗き見るというコ
ンセプトの作品をつくりました。
苔をまとった顔のオブジェと劣化する
鉄は、ちょっぴり物悲しくもあります。
人は悲しむときや、美しいものを見た
ときも、きっと涙を流します。
夕ぐれには錆びた窓のむこうに我孫
子の美しい太古の夕陽が沈みます。

素材：鉄、石膏、苔、石
場所：布佐市民の森

Tomoaki Asanuma（日本）

浅沼知明

招待作家

06
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blanco-I / blanco-II
ブランコ - I／ブランコ - II

ブランコは二つの反する極の間を
行ったり来たりしてどちらでもあり、
どちらでもない存在です。
子供の遊び道具だけどなんとなくメラ
ンコリーな存在のブランコはもやもや
とした感情を乗せています。

素材： 木、チェーン、陶
場所：布佐市民の森

'Return 2 (or 'to', or 'too')'

リターン２
または“to”、または“too”

不要な素材を利用することが私の作
品のモチーフになっています。こうし
た素材の再活用が、私の作風に反映
しています。
古い戸棚が楽器に生まれ変わり、橋
の上からつりさげられた細い金属板
でやさしく奏でられると同時に、見学
者も地上でその楽器を奏でることが
できます。
その楽器は、人間のための記念碑と
してではなく、自然と一体となるよう
に橋の下に隠されています。
Using discarded objects has become 
a  mot i f  o f  my  work ,  a s  t he i r  r e -
contextualisation re�ects my practice of 
re-contextualised sounds.
An old cupboard has been adapted to 
become a musical instrument, that will 
be gently played by metal strips that 
hang from the bridge above, but can 
also be played by visitors who discover 
the piece below. It is concealed beneath 
the bridge as the piece is intended to 
work with nature, not stand out as a 
monument to humanity.

素材：ブリキ、針金、木
場所：布佐市民の森

'Fureai'ふれあい
ふれあいとは、他との優しい接触の
あり方であると同時に、まわりの人々
との感情的なつながりを意味するもの
と理解しています。
私の作品のねらいは、不要な竹やど
こにでもある素材や太陽の力を利用
して人間と自然との新しいつながりを
作り出すことです。2人以上で一緒に
体験することをお勧めします。一人
が木の枝に取り付けた金属製の皿に
入った砂利の中に手を差し入れます。
他の人たちは木に取り付けた竹を通
してその音を聞き取ります。
As I understand it, ' fureai ' means a 
gent le way of touching but a lso an 
emotional connection between members 
of a community.
My work uses discarded bamboo, natural 
materials and the power of the sun to 
create a new relationship between people 
and nature. It is best experienced by 2 
or more people at the same time. One 
person will push their hand into the dirt 
that is held in a metal dish attached to 
one of the trees. �is action will be heard 
by the others from the pieces of bamboo 
hanging from the trees above.

素材：竹、スピーカー、ソーラーパネル、砂利
場所：宮ノ森公園

Simon Whetham（イギリス）

サイモン　ウェタム

招待作家

07

素材： 石膏、ウレタンフォーム、アクリル絵
の具

場所：浅間神社

waku,waku,waku

湧・涌・沸 - II

日本の神社仏閣は、神に守られた　
荘厳で聖なる清められた場所ではな
く、時には祟って人に不幸をもたらす
ような妖しげな物の怪たちのうごめく
異世界と人間世界を結ぶ入り口でも
あります。
そのような場所で、空想の世界から
得体のしれないものがわき出てきた
のでそれを表現しました。

Chiho Aono（日本）

青野千穂

招待作家

08
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Turtle tree

亀の木 -Earth Book-

あの斜面の榎の木から実が転がり落
ちてここで発芽し、今では大きな木に
なった。コンモリと茂って亀の甲羅の
ようだ。我孫子ゆかりの石で亀の頭
を作ろう。榎の木たちの足元の水たま
りから泥をすくって尻尾を作ろう。た
くさんの泥団子をこねて、彼らの枯れ
枝の灰をまぶして固めるのだ。
やがて、雨が降って灰も土もとけて
流れ、ここに亀の木が生まれる。

私は、さまざまな森を歩き、自生する
植物のかたちを蒐集し、その土地固
有の植物の記憶を、「土の本」に記録
する試みを続けています。
見えているのに見ていないもの、触れ
る感触、香りや記憶、さまざまな気づ
きがあります。
今回、メタセコイアの木々の下に設
置した「土の本」が、風が運ぶもの、
光や雨と関わりながら、時間を重ねて
していくことを楽しみにしています。

素材：相模の石、下総の土、榎の木
場所：多目的広場

素材：粘土、和紙、鉄　
場所：宮ノ森公園

Kohnosuke Iwasaki（日本）

岩崎幸之助
Yukiko Kasahara（日本）

笠原由起子

招待作家 招待作家

09

Journey of the soul　2016

魂の旅程 2016

台地は水と草・木のもと、地球は呼
吸しています。行く時の中、誰もが転
んだり、流されそうに思える命の旅を
しています。―どこから来て、何処へ
と―の思いをこの作品で表現しまし
た。

素材： 竹、紐、経木舟（エゾ松）、ゴムボール、
絵の具

場所：宮ノ森公園

Masae Umetani（日本）

梅谷正恵

招待作家

10

11

As my hand like

手のむくままに

篠竹。初めての素材、押して引いて
さあどうなることやら。どこまで親し
くなれるかが課題です。面白そうです。

素材：篠竹
場所：相島の森

Mikio Sakaushi（日本）

坂牛幹雄

招待作家

12
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※お肉屋さんのmeat×人々が出会う
meetの意味を込めて
布佐駅前商店街の閉店した肉屋（肉
のサクラヤ）の築60年の店舗を全面
改装。街の休憩所として復活させま
す。普段、お客様の注文ありきの仕
事内容である職人たちが、自分たち
の発想と技術を駆使して、日常では
あり得ない造形を生み出し、アートと
して作品を発表します。
世界からも注目の高い「日本の職人
技術」を通して海外アーティストと交
流すると共に、制作者たちの住む街、
船橋市、白井市と我孫子市の街の人々
をつなぐキッカケとして発表・発信で
きたらいいなという想いで立ち上がっ
たプロジェクトです。

素材：
　 【大工】木材、薄ベニヤ、 プラスターボード、
その他
　 【左官】漆喰、石膏、セメント、藁、土、 
その他 
　 【装飾】塗料、カッティングシート、竹、和紙、 
鬼瓦、その他
場所：旧 肉のサクラヤ

鶴橋是隆（つるはしよしたか・ESTRK）／画家
松下好（まつしたこのみ）／看板屋三代目・画家
舟山大佑（ふなやまだいすけ）／左官屋代表
青柳十太（あおやぎじゅうた）／大工 Meister

TAKEKA TARI

竹騙り

竹藪に矢を射るようなことあれば竹に
油を塗ればよい。
続く続く続く続く続く続く続く続け。 
時の流れよ竹の流れよ果てし無く永
遠に渡れ。
私はここで貴方を待って居ます。
竹語り。

素材： 竹、雪駄、扇子
場所：布佐市民の森

Rena Kaneta（日本）

兼田玲菜

参加作家

UpdraftMeet Station

昇り龍降り龍をイメージして、上昇気
流を表しました。
４回目の参加。布佐の自然を感じな
がら、制作するものを考えたときに、
上に視点がいきました。
日々もがきながらも、どこかを目指し
ているものを表現したく、今回の作品
をつくりました。

素材： 木材、塗料
場所：布佐市民の森

Hiroe Kato（日本）

加藤ひろえ
klarinetteworks（日本）

クラリネットワークス

参加作家

参加作家

01 03

04

Frescoball of Birth Tree

バースツリーDEフレスコ

フレスコボールはブラジル生まれの
ビーチスポーツです。
それぞれの木材を使い葉の形にして
ラケットにしました。
木には個性がありそれぞれの物語が
あります。
12本のラケットは1年の12ヶ月を表
しています。
12本の個性ある木でフレスコボール
を楽しんでもらいたいです。

素材： 木材
場所：多目的広場

Hideyuki Kato（日本）

加藤英之

参加作家

02
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photo : Ryu Kodama

signs of...

気配

見えないけれどそこに確かに存在す
るもの－－日本の森に棲みつく『気配』、
ことばにはできない何か、あちら側と
こちら側を行き交うものの目印。

素材： 和紙
場所：相島の森

Risa Kojo（日本）

古城里紗

参加作家

07

Unnatural mound

蟻塚、貝塚。人工的な塚とはなんだ
ろうか。
蟻は自分たちの住処を目的に、ひた
すらに土を積み上げ全体像を把握せ
ずに蟻塚を作り上げる。今回の作品
はそんな住処の人工的に作られた人
間のモノである。スタイロフォームと
いう住処としての断熱性能をもった
材料でひたすらに積み上げる。でき
た全体像は蟻塚のように一度しかつ
くれないもので、人間らしい細かな隙
間を纏っている。

素材： スタイロフォーム 50mm角、
　　　角材 50mm角
場所：宮ノ森公園

Chiba Institute of Technology（日本）

千葉工業大学　遠藤政樹研究室

参加作家

08

Flowers

花

ロバート・メイプルソープ（Robert 
Mapple thorpe）、荒木経惟の「花」
の写真を見た。
何故か、全く異なる「花」だったが
通底した命があった。
突然、そんなことを思い出してこのコ
メントを書いている。
制作中は思い出しもしなかった。
描いた動機は百花譜に挑んでみた
かっただけだ。
道途上だが。

素材：和紙、墨、パネル
場所：布佐市民の森

Masayoshi Nomura（日本）

野村正義

参加作家

05

Please eat fresh fruits.

フレッシュフルーツを
召し上がれ

以前は食パンにボンドを練りこんで
生地を作っていましたが、現在は樹
脂粘土を使用します。無色で全く形
のない粘土の塊から丸め、伸ばし、
プレスしたりして、子供が粘土細工
で楽しく遊ぶよう可憐な花を、時には
ダイナミックな花や、野菜、果物など
好きな色にして作品に仕上げます。

素材： 樹脂粘土、絵の具
場所：布佐市民の森

Mitsuko Sekiguchi（日本）

関口満子

参加作家

06
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YOU 
～愛はここにありました

自分の存在そのものが愛なのだという
気づき。 

素材：鏡、額縁
場所：布佐市民の森

ぼくらのひみつきち

子ども達が大好きな宮の森。
お気に入りの場所に「ひみつきち」を
作ってみました。
さて、この中でどんな遊びをしようか
な？

素材： 布、クレヨン、絵の具、毛糸、プラス
チック容器、木の実など

場所：宮ノ森公園

Fusa takara preschool（日本）

布佐宝保育園
Akiko Haseyama（日本）

長谷山顕子

参加作家 参加作家

Pendulum Pod

Our secret base
YOU ~ Love has always been here.

種サヤ振り子

丸々太った種サヤ。
糸かごに囲まれ。
はじける準備ができて、機会を待つ。
種をとばす偶然の風を。

Helen Hirai（アイルランド／日本）

ヘレン ヒライ

参加作家

09 11

12

KAIZEN

毎年少しずつ改善。今年は屋根が付
きました。さて、来年はどう改善する
のやら…。

素材： 木材、その他
場所：多目的広場

Hatano kids production（日本）

波多野キッズプロダクション

参加作家

10

A plump pod enclosed in a protective 

string cage- Swollen and ready to pop-

Waiting for chance-A fortuitous wind to 

scatter it's seeds.

素材： 竹、針金、より糸、ヤシの木の皮
場所：宮ノ森公園
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森の中の水族館

コンセプト 生活している周りにある
小さなものたちを集めて森の中に水
族館を創りました。 ペットボトルを
ギューッとすると、中のお魚が生きて
いるみたいに浮いたり沈んだりします
よ♪

素材： ペットボトル、魚型タレビン、その他
場所：布佐市民の森

Wada kindergarten × erizo（日本）

わだ幼稚園× erizo

ボクをさがして

元々「町×キャラクター」のスタイル
でイラストを描いていました。
今回、布佐の町の自然や歴史をイラ
ストと言葉で表現して行きたい。

素材： キャンバス生地、色鉛筆、アクリル、
その他

場所：市民図書館布佐分館

Mogumi（日本）

もぐみ

色彩に遊ぶ

静かな林に展開された色彩の群れ。
色彩が内側に入り込み、無邪気な解
放感を感じたなら幼こころにはワクワ
ク空間となり、昔人は色彩に戸惑い
ながらもキラキラ好奇心がわき立つ。
色彩の群れは求めに応じて自在に変
容する。
…忘れかけた柔らかな自分と遭遇す
る。

素材：縄、ベニヤ、木材、塗料
場所：布佐市民の森

Toshie Sekiya（日本）

関谷俊江

参加作家 参加作家

参加作家

13 15

16

Play in color Aquarium in the forest

Looking for me

利根川流域は海であったと旧印旛高
校には海貝層が見られる様に、この
地にも湖、沼等に住んでいたであろう
古代の魚を想い、斜面林等にある藤
づる等を採取して材料にしました。
何の魚かわかりませんが、造形物を
見て想像して頂き、自然木を利用し
ているので楽しんで頂ければと思い
ます。

素材：藤づる、自然木、竹
場所：宮ノ森公園

太古は海だった
It was the sea in ancient times

Kanoichi Wada 
with iyashino satodukurino kai（日本）

参加作家

14和田叶市と癒しの里づくりの会
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睡蓮 

皆さんは花や葉を観察することは有りま
すか？
では蓮と睡蓮の違いを御存知でしょう
か？

蓮の葉も花も水面から浮いていますが、
睡蓮の葉は水面に浮かんでいます。

蓮の葉には切り込みが有りませんが、
睡蓮の葉には切り込みが入っています。

昨年、仏の蓮・手賀沼に群生する蓮の
葉と花を作りました。
偶然、睡蓮という曲と出会い、作品と
演奏を同時発表することを思いつきまし
た。

それは「アート& 音楽」 どちらも
私のかけがいのない大切なものだから…

素材： ペットボトル、プラスチックダンボール、
その他

場所：宮ノ森公園

MIhoko Ishikawa（日本）

石川美穂子Eimi Hashimoto（日本）

参加作家 実行委員作家

17 01

(s)oyogu

私の体は95％が水分で、
脳を持たないプランクトン。
脳がないから考えない。
考えないから悩みもない。
一日ここで揺れている。

素材： 布、園芸用ハンギングバスケット
場所：布佐市民の森

Oikawa Masaki Design Off ice（日本）

及川真咲デザイン事務所

実行委員作家

02

ナガレルイト

からまって むすばれて まよって みう
しなって うまれて 生きてるものすべ
てが流れつづけていく。

素材： キャンバス生地、毛糸、画材
場所：布佐市民の森

Flowing thread
Water lily

藤村幸雄
アートギャラリー

昭和9年7月28日生まれ。平成10年
アコモード入居。右不全麻痺のリハ
ビリとして絵画制作を15年ほど前よ
り開始。
当初より、利き腕の右手ではなく、左
腕で筆を持ち始める。
藤村氏の作品は、様々な制約の中、
色鉛筆や水彩色鉛筆を使用し、独自
の表現力を活かした画風となり、圧
倒的な存在感と感性が描かれている。
その作品の一つ一つに藤村氏の強い
想いや願いが詰め込まれているよう
に感じられる。アコモードに入居して
18年。体力も徐々に衰え、今では車
椅子の生活となった藤村氏だが、制
作活動は精力的に継続している。
その作品は藤村氏の存在そのもの。
自身がこれまで歩んできた人生すべ
てを詰め込んだ。
これらの作品は藤村氏が生きてきた
証であり、存在の証。これからも自ら
の存在をキャンバスに描き続ける。

藤村氏より
『皆さんに見ていただくような大層な
絵ではないんですが、嬉しいです。
　恥ずかしさもありますが、こんな思
いになるのは何年振りでしょうか』

素材：画用紙、色鉛筆、鉛筆
場所：アコモード

Yukio Fujimura（日本）

藤村幸雄

参加作家

18

Yukio Fujimura Art Gallery
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OLD・POP・UFO

素材：竹・ワイヤー・石
場所：布佐市民の森

Kazunori　Koyama（日本）

小山和則

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。

正面から見ると『OLD・POP・UFO』 ??
振り返って見ても『OLD・POP・UFO』 !!

素材：ミクストメディア
場所：布佐市民の森

Masashi Suzuki（日本）

鈴木　雅

3年目となる今回、青空もみほぐしに
ご協力頂いた方は77組に達しました。
この作品が自然や、アートに親しむ
きっかけになれば幸いです。

青空もみほぐし
OPEN AIR RELAXATION

風…

素材： 竹、スチール、ビーズ
場所：布佐市民の森

Mitsumasa Kadokura（日本）

門倉光正

実行委員作家 実行委員作家

実行委員作家

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。

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

素材： 音、えのぐ、画用紙
場所：旧石井ストア

Takuya Komaba 
with children of Fusa elementary school（日本）

駒場拓也

with
布佐小学校の子供たち

協力：
オルガ プラスティラ
サイモン ウェタム
ヘレン ヒライ
梅谷正恵
岩崎幸之助
カロリン バゴ
ArisA
Eimi Hashimoto
古城里紗
戸野倉あゆみ
千葉大生ボランティア

実行委員作家

04

05

06

03

Wind...
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Mikako Tomatsuri and Kids Artists（日本）

Performance戸祭瑞香子と
キッズアーティスト 

Tropical tree：
Leo Pellegatta(film)，山㟁直人(per)，白石雪妃（書道），NICHOLAS LAFERRE 
RIE（ELECTRIC GUITAR & COMPOSITION），CHRIS MOSDELL（POETRY），井
原季子 : 鳳笙・唄

「オープニングパーティー　ライブパフォーマンス」
“あなたの夢の中の熱帯樹を現実のこの庭に植えればいいんだわ。郁子と二人で水を
やって育てて怖ろしい赤い花をつける熱帯樹をこの庭いっぱいに広げればいいんだ
わ。するとこの庭には秋も冬もなくなる。”三島由紀夫「熱帯樹」 (1959)

『Tropical Tree』は、1960年に制作された三島由紀夫の戯曲、『熱帯樹』からインスピレー
ションを得た空想的ランドスケープを表す作品です。『木』からイメージするキーワード、例えば

『記憶』『家族』『科学文明との衝突』『体制に逆らうカオス』などが交錯し、イマジネーション
溢れる風景が広がっていきます。三島由紀夫がかつてアイデンティティをヨーロッパから得たよ
うに、『Tropical Tree』はヨーロッパと日本のアーティスト結びつける作品といえるでしょう。

日時：10月22日 20:00 ～
場所：我孫子野外美術協会　事務所脇

坂入ヤスヒロ（コラ）・加藤ひろえ（花いけ）

「オープニングパーティー　
コラボレートパフォーマンス」
日時：10月22日 19:00 ～
場所：我孫子野外美術協会　事務所脇

稲津あや子

「have a great Green／オープニングパーティーにて」
日時：10月22日 18:00 ～
場所：我孫子野外美術協会　事務所脇
協力：米窪由紀子、 中島彩 、Caroline Bagot 

吉澤舞子（日本画）・高橋 芙実（舞踏）

「コラボレートパフォーマンス」
日時：10月22日 13:00 ～
場所：布佐市民の森

素材： ミクストメディア
場所：布佐市民の森

家にある使わなくなった物、遊ばな
くなった物、買ったけど使わない物、
捨てる物などを使って、リースを作り、
作品となることで、再び利用し、たく
さんの方に見て頂くことで、改めて、
物を大切さを感じ、作品となる喜びを
共有するべく、今回もキッズアーティ
スト達とともに、制作しました。皆さ
まに見て頂き、リースになった物達の
喜びの声が聞こえてくるようです。

リボーン リース
Reborn wreath

実行委員作家

素材： 合板、竹、塗料、その他
場所：布佐市民の森

Toshio Yoshifuji（日本）

吉藤敏男

心技体をきたえて、狭き門から入ろう。
そうすれば竜門に登り、通過できるで
しょう。
滅びに至る門は大きく、その路は広く、
これより入る者多し。

登竜門
Gate to success

実行委員作家

大樹（ギター）

「オープニングパーティー　ライブパフォーマンス」
日時：10月22日 19:30 ～
場所：我孫子野外美術協会　事務所脇
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青木　章
秋田　清美
秋田　竜樹
芦崎　敬己
東　   富子
熱田　貢一
石井　幸子
石井　英朗
石山　珠会
井関　路子
伊藤　正順
井上　久仁子
井上　美和子
井上　玲子
今井　正直
上田　靖子
上田　義一
内田　恭輔
梅谷　正恵
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
梶野　栄子
加藤　和子
加藤　英之
香取　孝俊
兼田　玲菜
神尾　和寿・博子
河上　尚義
河津　征司
河辺　敦
川村　豊
Klarinet works
倉部　俊治
倉持　　充
小池　良子
腰川　幸夫
小島　茂明
古城　里紗
後藤　秀和
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　恒久
齊藤　登茂子
斉藤　三枝子
斉藤　玲子
桜井　実
桜庭　富美子
椎名　康雄
滋賀　秀實
清水　澄夫
杉山　敦彦
鈴木　恵里
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

2016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

須田　康二
関口　満子
関谷　俊江
芹澤　一夫
染谷　明宏
染谷　和博
高田　みどり
滝沢　みつえ
武正　功一
立澤　幸雄
橘　昌子
田村　広文
千葉工業大学
　遠藤政樹研究室
塚田　悠平
徳本　博文
戸澤　公男
殿村　勝亮
永井　登
永澤　達夫
中島　保則
長塚　九二夫
中根　ケイ子
中野　伴春
新居田　亨
根本　きく江
野村　昇治
野村　正義
乗松　剛冶
橋本　永美
長谷川　陽子
長谷山　顕子
羽二生　隆宏
日暮　等
平井　和子
藤井　克之
藤村　幸雄
船山　香代子
Helen Hirai
星野　幸夫
星野　芳江
細川　裕子
前田　和弘
マエノマサキ
増田　恒雄
増田　輝夫
増田　信也
丸山　忠勝
三浦　努
森　た恵子
森　正樹
門馬　章
山口　久子
山中　千代
山根　雄二
箭本　佳人
湯下　廣一
吉澤　扶志子
吉田　和賀子
吉竹　正実
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

Event

Work Shop

波多野キッズプロダクション
「KAIZEN」

布佐のまちで100年以上行われなかった祭りばやしを、成田
の子供達と奏でる。

日時：11月6日 13:00 ～
場所：多目的広場～布佐市民の森

photo : 加藤雄之輔

風来楽坊 HiRo

「アンデス楽器演奏」
日時：10月22日 12:30 ～
場所：布佐市民の森　花の広場

山田征司

せせらぎの音「カリンバ」作り
日時：10月23日 13:00 ～
場所：布佐市民の森　花の広場

水田宗翠（裏千家）

「茶道体験会」
日時：10月10日 15:00 ～／ 10月23日 15:00 ～
場所：我孫子野外美術協会 事務所／花の広場  布佐市民の森

戸祭瑞香子（池ノ坊）

「華道体験会」
日時：10月10日 14:00 ～
場所：我孫子野外美術協会 事務所

オープニングセレモニー
日時：10月22日 11:00 ～
場所：旧井上家住宅

レクチャーハイキング
日時：10月22日 11:30 ～ ／ 10月30日 14:00 ～
場所：旧井上家住宅 スタート／ JR 成田線布佐駅改札口前 スタート

BUTOH-ha Zero・かつしか動物公園
「森の中へ」
「森の中へ」 は2014年の「沼の一歩」からの繋がりでイメージされた。 初めてこの地
を訪れた時は長い期間を要して干拓された手賀沼という沼に強く惹かれた。その中に
住みついていた様々な生物が、沼から這い上がり一歩踏み出す、その生命力。 今回
は、そこから布佐の森がより豊かに生きづいている方に広がり、そこで森に遊ばれた
い、沼から這い上がった奇妙な生物が足をのばして、かつしか動物公園の音と共に森
の深さを体験したい、沼のしぶとさと森の抱擁力が出会う時間となります。

日時：11月3日 16:00 ～　場所：布佐市民の森

デュオパラム

「オカリナ演奏」
日時：10月22日 12:00 ～／ 15:00 ～
場所：布佐市民の森　花の広場

吉本あゆみ・Mihoko・Takeru

「＊Lena＊ ～ 漂う豊かな水面」
日時：10月30日 16:30 ～　場所：宮ノ森公園

前田メンデル、中西レモン
「我孫子国際野外美術展で盆踊り！」
四百年前より 歌い継がれる 祈りの唄と踊りで ご先祖様を
お迎えする 静かな祭礼を 執り行いまする。

日時：10月23日 19:30～　場所：多目的広場


