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On Abiko International Open-Air Art Exhibition

　　For thirty years I have been art-related friends with EGAMI Hiroshi. 

It was in the spring of 1998 that he asked me to cooperate on a plan to 

start the project of an open-air exhibition to be held in Fusa area of Abiko, 

his hometown. I knew that he really meant it because he was passionate 

and earnest about the project. We had to start from scratch.

  The first exhibition was held in the autumn of the same year. As an artist 

and member of the executive committee, I have participated in the project 

up to the 15th exhibition.

  Abiko International Open-Air Art Exhibition, which celebrates its 16th 

anniversary this year, is a rare open-air exhibition. It is no easy task to 

keep it going for such a long time.

  First, let me mention some features of this outdoor exhibition. One of 

them is that foreign artists are invited for international exchange. I still 

have vivid memories of the work by German artist Stefan Sakic, though I 

don’t remember exactly which year it was. He polished each alternate joint 

of bamboo stems and using them, he transformed scenery of a bamboo 

grove into another scene of nature. Speaking of recent works, it was in the 

12th exhibition that Icelandic artist Mireya Sampar produced tears made 

of bamboo and Japanese fatsia leaves, which taught me that tears have 

colors. The work by Mexican artist Armando Gomez displayed in the 15th 

exhibition was also impressive. What is most interesting and amusing about 

recent exhibitions is that each invited artist should prepare a specialty dish 

of the country they come from. They taste  “Good!”

  Secondly I would like to mention works by general participants. A 

certain variation in the quality of workmanship is unavoidable, but this 

time, woodprints by NOMURA Masayoshi attracted my attention. He 

showcased 100 pieces of his prints of haiku poems by TANEDA Santohka 

along a narrow mountain path. It was a great surprise to see woodprints 

showcased in a wood. Haiku and pictures were combined to provide us 

with quality time in the wood. Some participants are invited as artists the 

following year. 

  As this project took place sixteen times, it seems to be a festival rather 

than an art event in the district. The ample contents include sacred 

Shinto dance and music performed at night by a fire, concert in the wood, 

stamp rally, lecture-hiking and ocarina recital. I heard that thanks to the 

exhibition, many people are now taking a walk in that wood, which they 

used to be too scared to go into.

  As it is always hard to cope with our working funds, our heartfelt 

gratitude goes to those who are supporting us through advertisements, 

citizen ownership, and Arts and Culture Promotion Fund. Our efforts of 

the executive committee in the management of the project seem to be all 

the more brilliant because all participating people are working so hard for 

fear of ending a series of exhibitions unless they support it in good earnest.

  I believe that Abiko International Open-Air Art Exhibition will continue 

as far as it functions as a site where people can enjoy unconventional and 

alternative activities. 

SHIMADA Tadayuki, sculptor

我孫子国際野外美術展のことについて

　江上弘氏と私は30年来の美術の友人だ。1998年の
春に、彼の地元である我孫子市布佐で野外美術展を開
催したいので協力してくれないかと声がかかり、その
情熱と真剣な姿勢に本気であることを感じた、一から
の出発だったのである。
　そして同年秋に第一回展が開催された。第15回展
までアーチストとしてまた実行委員として私は参加し
てきました。
　今回で第16回を開催した我孫子国際野外展は希有
な野外展である。こんなにも長く継続するには、並大
抵の努力ではあるまい。
　まずは、この野外展の特色を幾つかあげよう。文化
の国際交流として外国人アーチストの招聘である。何
回展だか忘れたがドイツ人作家ステファン・サキック
の作品は今でも鮮明に覚えている。竹の節目をひとつ
おきに磨いて、竹林の風景を別の自然に置き換えたこ
とだ。また最近では第12回展のアイスランド人作家
ミレヤ・サンパー、竹とヤツデの葉っぱで形作られた
うれし涙である、涙にも色があることに気が付いた。
第15回展はメキシコ人作家アルマンド・ゴメスも印
象に残った。何よりも嬉しいのは招聘作家のお国自慢
料理を一人一回作るのがこの頃のルールになっている
ことである、かなりの味である「美味い」。
　さて次の特色は、一般参加作品である、出来栄えは
かなりばらつきがあるが、今回目を引いたのが野村正
義の木版画である、細い峠道に俳人種田山頭火の俳
句画を100枚展示したのだ、こんな林の中で木版画を
見る意外な出来事に見入ってしまった、俳句と絵が林
の中でもう一つの時間を作ってくれた。なお一般参加
の中から次の年に招待作家として招いたことも何回か
あった。
　もう16回も開催していると地域でのアートイベン
トだけではなくお祭りになっているようにも思える。
薪神楽、森のコンサート、スタンプラリー、レクチャー
ハイキング、オカリナ演奏と盛り沢山だ。森に入るの
が怖いと言ってた人達が野外展のおかげで今では散歩
コースになったと多くの声を聞いた。
　さていつも苦労するのが運営資金である。広告協賛・
市民オーナー・芸術文化振興基金など支えていただき、
誠にありがたいことで心から感謝申し上げます。実行
委員の働きが輝いて見えるのも、この野外展の特色で
関わった人たちが少し力を貸さないと開催できないの
ではないかと、頑張ってくれるお陰です。
　関わった人たちの型にはまらないオルタナティブな
関係としての我孫子国際野外美術展は機能し続けてい
けるのだと思う。

彫刻家　島田忠幸
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　The 16th Abiko International Open-Air Art Exhibition was held mainly at Fusa Civic Woods and 

Miyanomori Park in Fusa area from 0ctober 26 to November 10, 2013. I would like to express my 

cordial thanks to the executive committee members, owner citizens and the cooperation made by people 

in Fusa area who involved in the event. 

　The art exhibition of this year celebrated its 16th anniversary.

　This year artists came together to Fusa from various regions in the world including Germany, India, 

USA and others, and created wonderful works, enjoying contact with nature and people in Fusa area.

　I believe that the Abiko International Open-Air Art Exhibition has brought exchanges among people 

and unity between nature and art. Furthermore, it gave me an opportunity to realize how important 

was the natural surroundings.  

　Every open-air work was excellent and I am sure that citizens of Abiko were greatly moved by the 

works.

　Finally I expect that the art exhibition will continue to provide people a chance to create various 

cultural exchanges and new cultural network in Abiko, and I also  wish a good luck and continued 

success to the executive committee members, who engaged in the event from planning to operation.

Mayor of Abiko City    Junichiro Hoshino

Mayor’s message

　我孫子国際野外美術展は、10月26日～ 11月10日まで、布佐市民の森や宮の森公園を中心に、布佐地域
で開催されました。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、厚く感謝申し上げます。

　この、我孫子国際野外美術展は、今年で第16回を迎えました。
　今年は、アメリカやドイツそしてインドなど、世界の様々な地域の芸術家が、この布佐のまちに集い、布

佐の豊かな自然や人々に触れながら、素晴らしい作品を造られました。

　このように、我孫子国際野外美術展は、人と人との交流や自然と芸術の融合を生み出し、さらには、身近

にある自然の大切さを再認識させていただく機会となりました。

　制作された作品は、どれも素晴らしいものばかりで、我孫子の市民は、大きく感動したことと思います。

　最後になりますが、今後とも我孫子国際野外美術展で、　様々な文化交流や我孫子の文化の新たなネット

ワークが生まれることに期待するとともに、企画から運営まで携われた実行委員の皆さまの益々のご活躍を

祈念し、挨拶とさせていただきます。
我孫子市長　星野順一郎

ご挨拶

第 1 6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

10月 26日［土］　  11月 10日［日］

公開制作：10月 19日［土］　  10月 25日［金］
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昔、船乗りが地図を作るために、混沌とした星々をイ

メージに結び付けた。そしてそれらを紙にドローイン

グとして写し、離れた場所に戻るため初めて地図を

作った。船乗りが宇宙のカオスの秩序を作った様に、

私も私たちのまわりにある点を結び付けることを望

み、その身近な世界の更なる深みを示唆したい。

素材：竹　場所：布佐市民の森

オスキートス II／Osquitos II

02

I am very interested in plastic objects left in the wild or hide at the 
bottom of garbage , these objects have lived and loved other times 
surely become wastey the eyes, every time I try to brought to light, 
not as identi�ed objects , but a new unidenti�ed form, an expression 
of beauty and the danger of plastic waste.

竹林のプラスチックアタック
／Plastic Attack the bambou forest

クレー・アペヌブォン　Clay Apenouvon（トーゴ）

03

04

素材：発砲スチロール、テグス、蛍光塗料　

場所：宮の森公園

私は自然の中に捨てられたり、ごみに埋もれたプラスティックに興味が

ある。識別された元の形から、識別されない新しい形へと再現すること

により、プラスティックゴミの美しさと危険性を表現した。

素材：プラスティック、竹　場所：布佐市民の森

素材：プラスティック　場所：宮の森公園

プラスチック モンスター／Plastic monster

クレー・アペヌブォン　Clay Apenouvon（トーゴ）

素材：アルミホイル、オイル、インク、ダスト、OHD プロジェクター　

場所：布佐図書館

オスキートス I／Osquitos  

クリスティーネ・シュナッペンブルク
Kristine Schnappenburg（ドイツ）

01

In early times seafarers have associated images with the chaotic arrangement of the stars, to 
create maps for orientation for far away coastal lines. �ey connected points in the sky with 
imaginary lines and transferred them as drawings on paper. �ey created their �rst maps 
to �nd their way back to distant places. While the sailors made order of this chaos in the 
universe, I too connect points of our surroundings. In my work I would like to encourage 
the connection between us and the space around us, suggesting a further dimension of our 
immediate universe. 

招待アーティスト
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静物／Nature Morte

ヘディア・クライン　Hedya Klein（アメリカ／オーストリア）

プリンス・ルイスの日本への遠征のためのシェルターとボート
／Shelter and boat of the Prince Louis Expedition to Japan  

ハイモ・ヴァルナー　Heimo Wallner（オーストリア）

私はよくまわりにある自然なものと自然でないものを作品とし

ています。今回は異なる種の野生動物にフォーカスしました。

旗のイメージはシルクスクリーンプリントをデジタルファイル

に変換し、それを旗としてプリントアウトしたものです。

My work often deals with my surroundings, both natural and 
unnatural. In this case, I focused on wildlife from di�erent 
animal groups. The images on the flags are silkscreened 
prints transferred to a digital �le and printed out as �ags. 

07

布佐に来た最初の頃に他の木に絡まった一本の木を見た。それは

互いに尊重しあう事が重要であると思い起こさせてくれた。他の

文化を学び違った生き方を受け入れること、それが我孫子での私

の作品のインスピレーションである。

素材：綿糸、麻紐、竹、針金　場所：布佐市民の森

In my first days in Fusa I saw a tree that had "strangled" 
another tree. It reminded me of the importance of respecting 
each other. Learning about other cultures and accepting their 
di�erent ways of life. �is was my inspiration for my work in 

とろける／Melting

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

05

インドから日本に来て、新しい文化、人、環境、そして食べ物と

出会った。同じアジアなのに食べ物の習慣の違いが毎日のことと

なり、そのことによって食べ物が第 2の皮膚となると気が付いた。
この作品は新しい環境の中で自分と似ているものを見つけ、違い

を受け入れるひとつの試みである。

素材：稲わら、麻紐　場所：布佐下多目的広場

Coming from India to Japan allowed me to get exposed to a 
totally new culture, people, environment, and food. Despite of 
sharing the Asian background, the di�erence in the food habits 
became an everyday experience, which also made me realize 
how food becomes our second skin. The work is an attempt 
in finding similarities and accepting differences in this new 

スキン／ Skin

ヤティン・ウパディヤイ　Yatin Upadhyay（インド）

ぼく達はたくさんのものを見た。

学校のこどもたちはおかしな音楽を聞いて、エーデルワイスを歌った。

原住民はとても親切だった。

素材：藁、篠竹、プラスティック　

場所：宮の森公園

We saw so much. 
�e school kids listen to funny music and sing Edelweiss. 
�e natives are very friendly.

素材：綿布、竹　場所：宮の森公園
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夏、布佐の風に揺れていた稲穂。

宮の森公園で再び布佐の風の中。

素材：稲わら　場所：宮の森公園

Emergence

小林ナオコ　Naoko Kobayashi （日本）

破壊された環境が元の姿を取り戻すには幾年の年月が必要なのであろうか。

人間によってコントロールできるものでは決して無い。

素材：土　場所：布佐市民の森

再生のはじまり／Rebirth

ソメヤケンジ　Kenji Someya （日本）

09

12

10 人は生まれた時から様々な情報に囲まれ、

他者の影響をうける輪郭の見えにくい存在です。

見えないものを見る心の目を鍛える事は自我を確立する事。

出会った自然と人の声から「見えないものが見えてくる」体験を

制作過程で味わうことができました。

素材：新聞紙、小麦粉、木の枝　場所：宮の森公園

見える　見えない／ Invisible visible　

田中康予　Yasuyo Tanaka（日本）

11

我孫子に来て最初に目に入ったのが、

青空と利根川を越える 117mの大鉄塔だった。
送電線が何処かに繋がってるんだと考えるとワクワクする。

ぼくのイメージの中から出現したタワーが、地域に何かを発信したり、

受信したり、新たなる繋がりを予感する。

素材 : 木材、塗料、土　場所 : 布佐図書館脇

遡及空間（そきゅうくうかん）

／�e Retroactive Space

中村　岳　Takeshi Nakamura （日本）
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丸野由希子　Yukiko Maruno（日本）

15

16
14

生きていて辛い事、生きる希望を

失う様な事があるかも知れません。

でも必ず何処か貴方の周りには光が見つかるはずですよ。

素材：アクリル棒　場所：布佐市民の森

生きていくこと― 光を感じること
／To live -To feel the light

石川美穂子 　Mihoko Ishikawa（日本）

素材：キャンバス、アクリル、合板、角材　場所：布佐市民の森

無 音 ／ without 

OZ／尾頭／山口佳祐　OZ／Keisuke Yamaguchi（日本）

感じてね。

素材：竹、鉄　場所：宮の森公園

秋色／Autumn

門倉光正　 Mitsumasa Kadokura （日本）

実行委員アーティスト

日本では願い事がある時に鶴が折られます。 
ただ一つだけの願いを込めて折られた

千羽の鶴を神社に奉納すれば、

願い事が叶うという言い伝えがあるのです。

白い紙は清いもの穢れのないものを象徴します。 

神社では神の坐ます場所には白い紙垂れが垂らされ、

そこが聖なる場所であることを示します。

世界地図は一握りの人間のそれぞれの思惑によって

色分けされている、と私は思っています。 

戦争や紛争が絶えることはありません。

餓えや貧困が無くなることはありません。 
私はこの世界で、人が無事に生きることを祈りたいのです。

素材：紙、蜜蝋、麻布、木、ガラスなど　場所：浅間神社

13

白 い 鶴 を 折 る ／ Folding Origami “white 
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素材：キャンパス、アクリル　場所：布佐駅構内

希望の光／Hope

駒場拓也　Takuya Komaba 
OZ ／尾頭／山口佳祐　OZ/Keisuke Yamaguchi （日

紀元前５世紀に墨子の書物に記された

カメラ・オブスキュラの原理。

当時作られていたのであれば、

それは竹製であったのかもしれない。

野外のいろいろな場所に、

世の中を逆さまに覗いてみる器械を設置してみた。

そこに映されているいるのは、

今現在であり、紀元前５世紀に

発見された景色でもあるのだ。

素材：竹・レンズ・他　場所：宮の森公園

バンブー・オブスキュラ／Bamboo Obscura

小宮伸二　Shinji Komiya （日本）

17

20
18

『 帯 』2013 ／ Band  

小山和則　Kazunori Koyama（日本）

19

周囲の林立する樹木が「垂直線」を強調するなか、

一筋の水平な『帯』を表現することによって、

散策に訪れる人々に、森の変化に富んだ地形や開かれた

「手賀」の景観を感じてもらいたいと思います。

素材：竹・ワイヤー・石　場所：布佐市民の森

素材：デコパッチ、新聞紙、布テープ、ワイヤー　場所：布佐市民の森

なまえのなる木／ Tree Name

戸祭瑞香子とキッズアーティスト
Mikako Tomatsuri and Kids Artists  （日本）
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21

22

23

24

素材：プラスチック　場所：布佐市民の森

掘／ hole

AG（日本）

素材：和紙 顔料 墨　場所：布佐図書館

漆喰壁画構想Ⅲ／ Image of fresco Ⅲ

小野原加都希　Kazuki Onohara（日本）

ハスが「静」を、鳥が「動」を、黒糸の作品が「無」を表している。

これは、初めにタイトルを考えたのではなく、

出来上がった作品からタイトルを発想した。

どれもが、タイトルにおさまっているから、不思議である。

皆さんは、この作品を見てどうかんじられるでしょうか？

素材：綿布、綿糸　場所：布佐図書館

「静」「動」「無」／“Static”“Motion”“Empty”　

竹中知子　Tomoko Takenaka（日本）

一昨年の我孫子野外美術展で見た、

自然と融合したアートの数々に、

心のわだかまりが取れて、

ふわっと光に包まれたような気持ちになりました。

今度は、自分が、そのときの想いを

表現してみたく、出展しました。

光に溶け込む素材を使って、

空に向かって心が飛び立てるようなものを

制作したいと思いました。

感謝の念と伝えたい想いをこめて。

素材：テグス　透かし葉　場所：布佐市民の森

光へ／to the light

加藤弘恵　Hiroe Katou（日本）

一般参加アーティスト
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25
野外に適さないダンボール作品の挑戦

ダンボールは 9割以上再生されている完璧な再生資材である
原料の樹木の様に“朽ちてなお生命を宿す”ことは

可能なのだろうか

素材：ダンボール　場所：布佐市民の森

朽ちゆく／decaying

玉田多紀　Taki Tamada（日本）

26
素材：竹、結束バンド　場所：宮の森公園

竹築 ー丘のたまり場ー ／Bamboo Constraction -meeting point-

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

日々人々の憂いはためいきとなって空気中に放出される。

やがて雨となって大地に降り注ぐ。そして木には憂いの実がなる。

素材：アクリル板、鈴　場所：布佐市民の森

憂いの木／ Tree of grief

寺尾サトミ　Satomi Terao（日本）

今から約 1300年前に書かれた本で
古事記についで古いものです。

竜宮城に向かうカメに乗れる人は

心優しい人だけです。

素材：竹、ゴルフボール、その他　

場所：布佐市民の森

カメ／ Turtle 

トンボ　Tonbo（日本）

28
27
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29

30

私の好きな俳人種田山頭火の自由律の俳句を 100句選び、
思いつくままに 100枚の版画を制作しました。
山頭火は酒で身を持ち崩し、

乞食行脚での旅で詠んだ「風景」は

さびしさと悲しさと優しさがあります。

素材：和紙、墨、版木、ラミネート　場所：布佐市民の森

百句百刻　

野村正義　Masayoshi Nomura（日本）

ぷらっくらぷらっくらした若者が作る山車。

僕たちのパフォーマンスは11月10日にぷらっくらぷらっくら行われました。
素材：木材、ビス、ボルト　場所：布佐市民の森

ぷらっくらぷらっくら／PurackraPurackra

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

32

31
風とたわむというのは戯れる遊ぶという意味と、

糸がたわむからきています。

足元の石の輪を跳び跳ねてふと立ちどまる。

風にしなる竹の音や落ち葉の匂いのなかで

つちの上に両足で立つこと。

素材：ヒモ、石、竹　場所：布佐市民の森

風とたわむ／Play with Wind

八賀史子　Fumiko Hachiga（日本）

宮の森公園で拾った枝を組んで、毛糸を巻いてみました。

恐竜に見えますか？

ドラゴンに見えますか？

それとも……。

こんな生きものがいたら、ともだちになりたいでしょ。

素材：枝、毛糸　場所：宮の森公園

きょうりゅうドラゴン／Dinosaur Dragon

布佐宝保育園　Fusa takara preschool（日本）
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キューブによる空間の切り取りは、

樹木の放つエネルギーを受け、

ついには胎児の出現という成長を果たした。

さらに、放たれし球体は

新たな生命を繋ぐ……と思われる。

素材：キャンバス枠＋竹　場所：布佐市民の森

内なる宇宙／Inner Universe

4 Women’s Art ground（日本）

純粋な思いや感情から生まれる行動は、

自身のエネルギーを利用と同時に再生を行い、

持続可能な形で循環させながら、

その輪を広げてゆく。

その循環を自然の中で表現したインスタレーション。

素材：発泡スチロール、合板、アクリル　場所：布佐市民の森

サスティナブル　サークル
    ／ SASTINABLE CIRCLE

HOLHY（日本）

百足、毒蜘蛛、毒茸……は人間にとって有害なるもの？
……そして、人間こそは自然環境にとって最も有害なるもの？
素材：Mac、Illustrator、ターポリン　場所：布佐市民の森

有害 /無害／harmful / harmless

MO.UT.HS（日本）
おいかわみちよし、内津剛、林慎一郎

33

34

35
36

素材：木片、アクリル絵の具、

　　　ニスサインペン、色鉛筆など

場所：布佐図書館前

見えないけれど、確かにそこにあるもの。2013／ I do not see, what is there to be sure. 2013

松原容子　Yoko Matsubara（日本）
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相沢　哲二
青木　章
秋田　清美
秋田　竜樹
ASA 布佐
芦崎　敬己
安島　綾子
東　　富子
足立　俊領
荒木　恒夫
飯塚　新一
五十嵐　光子
石井　幸子
石山　珠会
磯辺　久男
井上　久仁子
井上　玲子
今井　正直
岩井　礼子
岩瀬　雅史
岩立　善吉
上田　義一
江上　篤彦
江上　さくら
江上　花子
江上　弘
江上　由美子
江上　祐一
AG（中島　彩花）
榎本　君子
大内　三枝
大谷　正
大畑　照幸
大本　茁
岡　  嵩
及川真咲デザイン事務所
岡田　一男
岡田　泰平
岡本　明美
加藤　眞司
加藤　弘恵
加藤　宏
香取　孝俊
神尾　和寿・博子
かみこ　ふじお
河上　尚義
河津　征司
河辺　敦
川村　信夫
川村　豊
岸本　康憲
木村　利加子
ギャラリー・イン・
　ザ・ブルー
倉持　充
栗原　裕子
倉部　俊治
黒川　友幸
小池　良子
洪野　織華
洪野　文慈
腰川　幸夫
小島　茂明
小林　明彦
小林　信治
小宮　伸二
小山　和則
斉藤  澄子
斉藤　誠治
齊藤　登茂子
酒井　裕
坂口　順造
酒巻　孝
坂巻　雄二
桜井　栄子
桜井　実
桜庭　富美子
澤崎　静江
滋賀　秀實
島崎　敏明
清水　京子
清水　澄夫
清水　美穂
杉山　敦彦
鈴木　綾乃

2013 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

鈴木　恭行
鈴木　肇
鈴木　房子
鈴木　雅
須田　康二
関根　秀夫
関谷　俊江
関谷　義平
染谷　明宏
醍醐　文雄
高倉　幸一
高鳥　清香
高田　みどり
高野　吉雄
高橋　操
滝沢　みつえ
武井　聖明
竹中　知子
武正　功一
立澤　幸雄
玉田　多紀
田村　広文
徳本　博文
戸澤　公男
永井　登
中島　保則
長塚　九二夫
永妻　孝友
中根　勝彦
中根　ケイ子
中根　太喜也
中村　廉子
中山　雅美
新居田　亨
根本　きく江
野村　昇治
羽二生　隆宏
春田　恒一良
日暮　等
日野　早紀子
船山　香代子
星野　幸夫
星野　芳江
細川　裕子
堀　智江子
前田　圭子
増田　恒雄
増田　建男
増田　信也
松島　英乃
松原　容子
松本　敦子
丸岡　計
丸野　由希子
丸山　忠勝
三浦　努
水野　哲郎
峯岸　幹男
村上　和子
㈱メディア・アンド・
　コミュニケーション
森　　た恵子
安武　真弓
山口　としみ
山口　久子
山﨑　勉
山田　智彦
山中　千代
山根　雄二
箭本　佳人
湯下　廣一
吉田　幸夫
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
渡壁　麻里
渡辺　毅四朗
渡辺　唯男
渡辺　昌則

非日常の世界で心を鎮め、生なる力を宇宙へ発信する

素材：縄、プラスチック、塗料 　場所：布佐市民の森

鎮 魂 ／

山口としみ　Toshimi Yamaguchi（日本）

37

「All things are linked すべてのものはつながっている」

Performance

Event

Workshop

手賀沼の水質汚染と原発の放 射能汚染をつなげ、
そこから見えてくる問題の本質をさぐる。

北村浩太郎ミュージックプロジェクト

10 月 26 日（土）pm5:40
旧井上 家住宅
出演：Laos Café
　　　ギター／コータロー & 小林秀行
　　　キーボード／ El ikaLao
　　　ベース／浅賀“Hakase”信行
　　　コンガ／中井 求
　　　カフォン／はせどん

10 月 27 日（日）pm1:00、pm3:00　　　
布佐 市民の森（花の広場）
出演 : パラム ( 高橋英子 )

オカリナ 演奏 

The fox & rabbit tour session

10 月 27 日（日）pm2:00
旧井上 家住宅
出演 : CAPUT
　　　Josef Novotny
　　　（keyboard, e lectronics , vocals）

　　　Heimo Wal lner
　　　（trumpet , vocals）

10 月27 日（日）旧井上家住宅

田中康予

演出

テキスト

映像

ナレーション

音楽

田中康予

テムラク歩美

ヤジマチサト士

師岡真那

William Paul Delp

出演者 Asta Gudmundsdottir

Clay Apenouvon

Yatin Upadhyay

Kristine Schnappenburg

小林ナオコ

丸野由希子

「自分定規」ワークショップ

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18 日（金）
布佐小５年生のワークショップ

松原容子

10 月 26 日（土）pm8:00     
野外 美 術展事務所脇
出演 : 雪

ファイヤーパフォーマンス

11 月10 日（日）pm3:30
布佐 市民の森（花の広場）
出演：啓華

啓華ライブパフォーマンス

レクチャーハイキング

10 月 26 日（土）pm1:30
11 月 3 日（日）pm1:30


