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アートアイランズTOKYOとは、東京の島々のそれぞれに残る独自の文化や風土に現代美術を展開する試みです。
外から島を訪れるアーチストの「新鮮な視点」・「独特な展示」はそれぞれの地域でどのように映るでしょうか。

過去に参加したアーチストは「島での時間は創作に対する根源的な問いかけの時間であった。」と語りました。
島と大都会・東京の関係は、日本と世界との関係に似ています。島で思考し島で作ることが、日本を考えることに
繋がればとても面白いことです。
『島々を結ぶアート航路』とは、物理的な航路をさすのではなく文化の流れや意思の流れを共有することです。

島の魅力や想いを現代美術と作家と共に世界に発信するのです。船乗りは、世界からの旅人であり島国の我々自身
なのです。

2011 年、伊豆大島・波浮港で「波浮港現代美術展」として始まったこの美術展は３年目を迎え、「アートアイ
ランズ TOKYO・国際現代美術展」として、ふたつの島で開催されました。

【展示期間】
2013 年 8 月 31 日（土）－ 9 月15 日（日）

【会場】
大島：旧波浮小学校会場（総合案内所・受付）、旧甚の丸邸、波浮港 1 番地会場、他
新島：新島観光協会、Saro（総合案内所・受付）、山川キッサ宅石蔵、役場前キンデー宅豚舎、旧丸金商店、他

【見学ツアー】
作家と回る鑑賞会
大島：8 月 31 日（土）、9 月８日（日）、9 月14 日（土）
新島：8 月 27 日（火）、9月2日（月）

【関連企画】
第 2 回 世界の子ども絵画展「世界の子どもたちの絵が東京の島々にやってくる」
会場：七島信用組合本店、他
期間：8 月 12 日（月）－8 月 23 日（金）

ロゴについて：
世界と日本、本州と島、島と島、自然と

人間、自然とアート、アートと文明、貴方
と私、対象と被対象を表現しています。
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会

は、現代美術を通じて東京の島々を世界に
発信していきます。
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開催によせて	 ＮＰＯ法人「波浮の港を愛する会」理事長 秋廣道郎

第 3 回国際現代美術展の開催おめでとうございます。
一昨年、第 1 回の美術展が開かれた時、果たしてこの美術展が何回続くことができるだ

ろうかと不安もありましたが、このように継続して 3 回目を迎えることができ、心から喜
んでおります。

特に、波浮小学校・波浮港中学校の卒業生としましては、廃校となった母校を活用し、
このように多くの国内外の芸術家の皆さんが一堂に集い、自由奔放で味わい深い作品を展
示していただくことは大変有り難いことです。出品された方は勿論、裏方で努力された方々
のご努力に心から改めて感謝申し上げます。

私は、NPO 法人「波浮の港を愛する会」の理事長を務めさせていただいております。こ
の会は、『波浮の港』の持つ自然の景観やそこから生まれた文化、歴史を愛し、『波浮の港』
の再生・復興を支援するため、設立されました。現在、約 30 の文学碑を建立した文学の
散歩道・朝日と夕日が見える鉄砲場の建設など行い、今後は、波浮港の古き良き町並みの
保存を目指して努力しております。

この美術展が、大島のみならず、広く伊豆七島の各島へ広がることを希望いたします。
そして、この美術展に出品された方々が、伊豆七島から大いなる刺激を受け、世界に大き
く雄飛されることを願っております。

今回は図らずも、生まれて初めて美術展のポスターにモデル出演させていただき、大変恐縮
しております。次回は是非、花のある美しい方をモデルにしてくださるようお願いいたします。

この美術展の意義を理解していただき、多大な厚志をいただいた個人・法人の方々に深
くお礼を申し上げます。

ご承知の通り、美術展後でありますが、大島元町の台風 26 号による豪雨の土石流とい
う痛ましい災害が起こりました。死者 39 名、行方不明者 2 名という被害は多分大島有史
以来最大のものと思います。被害者の方々のご冥福と復興を心から願って止みません。

「島への思い」	 東京の島々を結ぶアート航路開発委員会 委員長 髙田芳樹

多くの支援に支えられて、無事、第 3 回を終えることができました。という書き出しを
想定しながら、報告集のことを考えていましたが、10 月になり会場の一つであった伊豆大
島が激甚災害に見舞われるとは思いもしませんでした。

確かに、今年は本展の展覧会期間中に台風 22 号と 24 号の影響により航路のキャンセル・
悪天候で来場者は少なくなりました。海外作家も、スケジュールを切りあげて帰国しまし
た。このことは、離島という場を選んだ以上織り込み済みの出来事でもあります。

しかし、10 月 16 日未明の台風 26 号は、今まで島では「噴火」「津波」「火災」などの災
害に備えていた島民が想像できない形で大きな被害をもたらしました。犠牲者の中に美術
展を見学されていた方、協力いただいた方々のお名前を見出すことになったことは残念で
なりません。

私たちは、島の文化の中で現代美術の展開をすることにより、互いの良さを引き出すこ
とができ、さらに島外と島を結びつける一つの契機となることを思い展覧会を続けていま
す。海外作家の招聘もその延長線上にあります。2013 年は、新島でも参加作家の展示を行
いました。美しいコーガ石の村内を巡る展示は、軽やかな印象の作品が新島の空にとけ込
んでいました。
「島」で現代美術展を行うことは現代美術のみならず、美術表現の果たす役割を問うこ

とになるのではないかと思っています。
私たちは、犠牲となられた方々の「島への思い」を胸に、次年度も続けて展覧会を開催

することを望んでいます。
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大島 Oshima

旧波浮小学校会場

オック－ナム・リー／ Ok-Nam LEE

テイ・コバヤシ
カウェイ－チィ・リー／ Kuei-Chih LEE

シルパ・ジョグレカァ／ Shilpa JOGLEKAR

貴俵秀行
武内カズノリ

岩崎幸之助

本多真理子

Kuei-Chih LEE

南 優

髙田芳樹

エサシ トモコ

ヒグマ春夫

李 容旭
植松美早

堀尾貞治 ヨン－ミン・キム
Yong-Min KIM
シャルロット・パラレル
Charlotte PARALLEL 小林美穂 佐藤 淳

南 優

大谷早苗
佐々木愛美

東京工芸大学（2）

東京工芸大学 （1）

波浮小アーカイブ

波浮港
Habuminato
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参加作家

岩崎幸之助
植松美早
エサシ	トモコ
大谷早苗
貴俵秀行
小林美穂
佐々木愛美
佐藤	淳
武内カズノリ
髙田芳樹
ヒグマ春夫
堀尾貞治
本多真理子
南	優
オック	－	ナム・リー
カウェイ	－	チィ・リー
シルパ・ジョグレカァ
シャルロット・パラレル
テイ・コバヤシ
ヨン	－	ミン・キム
李	容旭
東京工芸大学芸術学部
映像学科先端映像研究室

Artists

Kohnosuke IWASAKI 
Misa WEMATSU 
Tomoko ESASHI 
Sanae OHTANI 
Hideyuki KIDAWARA 
Miho KOBAYASHI 
Aimi SASAKI 
Jun SATO 
Kazunori TAKEUCHI 
Yoshiki TAKATA 
Haruo HIGUMA 
Sadaharu HORIO 
Mariko HONDA 
Yu MINAMI 
Ok-Nam LEE ［KOREA］

Kuei-Chih LEE ［TAIWAN］

Shilpa JOGLEKAR［INDIA］

Charlotte PARALLEL［NEW ZEALAND］

Tei KOBAYASHI  ［USA ／ JAPAN］

Yong-Min KIM ［KOREA］

Yong-Uk LEE ［KOREA］

Tokyo Polytechnic University  
Faculty of Art Department of Imaging Art

新島 Niijima
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本村
Honson

1

2キンデー宅
カマヤカタキンデー宅

豚舎

旧丸金商店

増崎歯科跡

山川キッサ宅石蔵

夢や跡
2階屋／風呂場

Saro7

3

5

4

6

長栄寺

墓地

商工会

児童公園

新島村
役場

新島小学校

十三社神社

1  キンデー宅・豚舎…武内カズノリ、岩崎幸之助
2  キンデー宅・カマヤカタ…Yong-Min KIM、本多真理子
3  山川キッサ宅石蔵…大谷早苗、Shilpa JOGLEKAR
4  夢や跡・2階屋…植松美早、Kuei-Chih LEE

 〃 ・風呂場…ヒグマ春夫
5  Saro…エサシトモコ、貴俵秀行、小林美穂、李 容旭
6  旧丸金商店…佐藤 淳、髙田芳樹、南 優、佐々木愛美、テイ・コバヤシ
7  増崎歯科跡…Charlotte PARALLEL
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岩崎幸之助／ Kohnosuke IWASAKI 

大島滞在記
［大島／ Oshima］椿の油かす

島ですごした時間を椿の油かすに託す。油かすを初めて
見たとき、彫ってみたいとすぐさま思った。何トンもの圧
力がかけられて石のように硬く締まっている。この中には
大島の歴史や様々なことがギューっと詰まっているのかも
しれない。土に還す前にほぐしたら、何が出てくるのだろ
うと思った。

ある瞬間の行動や出来事、地に落ちた一粒の種が、後
に大きな影響を及ぼすことは多々ある。高揚感と恐れを
持ってほぐしていくと、一匹のタイワンリスが出てきた。

ブリッジ
［新島／ Niijima］石、水、金属容器

水は石の中を這い、やがて水のブリッジを作る。

1961 年 静岡県に生まれる
1985 年 国展に出品を開始
1986 年 東京造形大学研究生修了

国内外の彫刻シンポジウムなどに、石彫で参加
高松市、八王子市、八幡平市、スコットランドの公園や病院などに野外彫刻の設置

〒253-0024 神奈川県茅ヶ崎市平和町１-８
2530024@gmail.com
http://kohnosukeiwasaki.com/
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植松美早／ Misa WEMATSU  

少女の家（誕生から少女へ）／
The House for Girl (the birth and growth)

［大島／ Oshima］綿布、その他収集物／
cotton cloth, collection goods, linen string

その子が成長し、少女になって波浮港に戻ってきました。
散歩で摘んできた草花が飾られ、拾ってきた何かがポケッ
トにしまわれています。
どうぞ少女時代に戻って家の中に入って遊んでください。
願い事や思い出をポケットに入れて遊んでください。

The baby was grew to girl and she came back to Habu 
harbor.
She’s small house have many wall pocket.
Each pockets hold she’s collections that have hold backed 
on walking time. 

新島の気と大島の気／ The Mind of Niijima and The Mind of Oshima
［新島／ Niijima］綿布、麻布、コーガ石、大島の石／
cotton and linen cloth , KOUGASEKI, OSIMA stones

大島と新島は近いけれどそこに吹く風は全く異なる気配があり、
仲よく並んではいるが、足元にあるそれぞれの島の石に象徴されるように
その違いを主張している。

The wind is deferent in each Island, even if that’s standing near side.

〒601-8203 京都府京都市南区久世築町 97
misa3@ymail.plala.or.jp
www5.plala.or.jp/misa3/

1963年 創作活動開始
1963 - 1994年 行動美術協会所属
1989、1991年 日仏現代美術展  準大賞
1990年 日本国際美術展  賞侯補
1991年 京都美術展  優秀賞
1991年 京展  市長賞（彫刻部門）
1993年 エンバ美術コンク－ル展  奨励賞
1996年 天理ビエンナ－レ  道友社賞
1964年より個展､ 企画展､ グル－プ展を東京、埼玉、横浜、京都、
大阪、兵庫、 滋賀、奈良、広島、鹿児島、宮崎、などで開催
1998年より海外の企画展参加。アメリカ /ニューヨーク、バングラ
ディッシュ /ダッカ、カナダ /プリンスエドワ－ド島、韓国 /釜山、
中国 /福州・北京・上海、ハンガリー /タタ
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エサシトモコ／ Tomoko ESASHI 

椿観光営業所／ Camellia Tour Agency
［大島／ Oshima］ポスター、あんこ猫（テラコッタ）／ Poster, Terra cotta

伊豆大島あんこ猫の生息地を旅する架空の観光会社「椿観光」の
営業所を開設し、伊豆大島の風景とともにあんこ猫を写した観光
ポスターを展示した。

The office of the fictitious tourist enterprise “Camellia Tour Agency” 
which travels in the habitat of an  Anko cat was established. 
The sightseeing poster which copied the Anko cat with the scenery 
of Izu-Oshima was exhibited. 

砂猫阿吽（すにゃうん）
［新島／ Niijima］テラコッタ、砂／ Terra cotta, sand

白い砂と黒い砂をまぶした猫の阿吽像。
白と黒の砂の色の対比に新島と大島をなぞらえてみた。

The alpha-and-omega statue of the cat which sprinkled 
white sand and black sand. 
Niijima and Oshima were compared to contrast of the 
color of white and black sand. 

1958年生まれ
1984年東京芸術大学彫刻科卒業
1986 年同、大学院保存修復専攻修了
卒業時より個展、グループ展などで彫刻作品を含めたインスタレーション作品を展開。
2006年より猫のキャラクター肖像彫刻、カオデカクンを制作して現在に至る。

〒248-0002 神奈川県鎌倉市二階堂 808-22
esashi@pg8.so-net.ne.jp
www.esashitomoko.com
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大谷早苗／ Sanae OHTANI 

WORKシリーズ（空間のダイナミズム）
［大島、新島／ Oshima, Niijima］油彩／ Oil painting

パワーあふれる空間の追求。キュービックな形の組み合
わせと動き、ねじれの構成で目の錯覚を呼び、赤、緑
の補色的な強さと黒を加え空間の広さを強調、元気で
楽しい空間を感じてほしい。

1968年 武蔵野美術大学造形専攻科油画修了
1973 - 2013年 個展 42回
日本美術家連盟会員

個展
2013年 ギャラリーれがろ（荻窪）、銀座ギャラリーアーチストスペース
2012年 K’sギャラリー（銀座）、ギャラリーウラノ（浅草）

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西 5-11-4-106
otani-sanae@u01.gate01.com
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貴俵秀行／ Hideyuki KIDAWARA 

澎 湃／ houhai
［大島／ Oshima］紙、アクリル樹脂、光学スクリーン装置、LED

水紋は島から島へと広がり、大きく世界へとその存在を連呼する。

Pattern of water and spread to the island from the island, I will blast 
its presence to the world greatly.

澎 湃／ houhai -新島にて-
［新島／ Niijima］紙、アクリル樹脂、LED

大島から新島へ水の波紋はつながってゆく。

From Oshima to Niijima, water ripples lead.

1968年東京生まれ。桑沢デザイン研究所卒
2011年 アート inはむら展 11th ゆろとぎ（東京都）

TAMAアートウォーキング 国立郷土資料館 ギャラリー街角（東京都）
2012年 ゆろとぎ美術館展 （東京都）

アート inはむら展 12th ゆろとぎ（東京都）
『福』と『FUKU』展 アートスペース月光醤油（福島県）

2013年 CCAA 四谷ランプ坂（東京都）
アート inはむら展 13th ゆろとぎ（東京都）

〒167-0051 東京都杉並区荻窪 2-21-16-401
kidawarahideyuki@hotmail.com
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小林美穂／ Miho KOBAYASHI 

HIYORI #2 
［大島、新島／ Oshima, Niijima］布、綿、糸、など

風に揺られる姿はどこか悲しみを含んでいるような
気がする。

artificial filter -HABU SCHOOL- #4 
［大島／ Oshima］塩化ビニールシート、テグス、など

環境は循環する。少しずつ朽ちようとしているが、もしかしたら
それは蘇ろうとしているのかもしれない。

1988年 静岡県三島市生まれ
2007年 静岡県立田方農業高等学校

生産科学園芸デザイン科フラワーコース卒業
2013年 東京芸術藝術絵画科油画専攻卒業 
2014年 東京藝術大学大学院修士課程 絵画科 在籍

〒411-0823 静岡県三島市御園 118-1
jet.black.5.m.kobayashi@gmail.com
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佐々木愛美／ Ami SASAKI 

Fetal Oscillater
［大島／ Oshima］スピーカー

地面に転がっていた蝉の死骸について。
私が気になった事は何年もの間地中でどんな風に待ってたのかと
いう事と、地上に出てから最期の瞬間までの間に景色や音、温
度等についてどう感じたのかという事だ。

voice:2  Touch me sweetly.
［新島／ Niijima］スピーカー

私に優しく触れてください。
1983年 宮城県生まれ
2012年 Art Islands Tokyo 2012 波浮港国際現代美術展 

個展 DELTA
2013年 個展 Orbital Flghit

第 8回 Ackid 2013
グループ展
Art Islands Tokyo Yotsuya展
お大師様でアート～出会いの作法～
川崎市民ミュージアム 25周年フェスタ「食とアートと音楽と」

〒110-0004 東京都台東区下谷 2-22-8-401
a.s.prizm@gmail.com
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佐藤 淳／ Jun SATO 

大島「ぽ」 
［大島／ Oshima］紙、アクリル塗料  
去年、色を置いた。
今年、色を畳んだ。

I   Put   a  Color   last year
I  Took a  Color   this year

新島「ぽ」 
［新島／ Niijima］紙、アクリル塗料  
大島と

With Oshima

1951年 福島生まれ
2005年 個展 なびす画廊／東京
2007年 個展 なびす画廊／東京

個展 ギャラリー歳時季／東京
2008年 個展 ギャラリー歳時季／東京
2010年 個展 ギャラリー歳時季／東京

Affandi Museum ／ジョグジャカルタ
2011年 個展 ぎゃらりー由芽／東京

沖縄県立美術館／那覇
アトリエ K ／横浜

2013年 滝沢アートフィールド2013
航路／アートアイランズ ～  四谷三丁目展

〒166-0001 東京都杉並区阿佐ヶ谷北 2-26-24 
jun-s@f6.dion.ne.jp
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武内カズノリ／ Kazunori TAKEUCHI 

CAMELLIA JAPONICA 1, 2, 3
［大島／ Oshima］自然木、陶磁器、ステンレス、ワイヤー、溶岩石細粒

大島椿と、波浮の市場で出会った大アサリのうまさに感動して、甚の丸邸
を明治、大正、昭和、そして保存館になった今日まで通り過ぎた多くの人々
や、自然の災害などの失われた自然と、命に、思いを馳せてすべての人
にオマージュとして捧げたい。
2 点は、甚の丸 2 階の小屋裏の巨大な梁のロフト空間に、３点目は、同
時期に、東京京橋の画廊空間に置かれる。

“ぶた小屋プロジェクト”
［新島／ Niijima］額ぶち、ワイヤー、ステンレス、果実、ジャガイモ、その他

今は東京に越してしまったオーナーを待つ豚はいない。
その草まみれの小さな石の３つの小部屋を画廊として、
場と過ごした歴史を思い彼らに捧げたい。

Year of borth 1953
2013  solo exhibition Gallery Mozart in Tokyo Japan
2013  International Contemporary Art Exhibition at ArtIlans Tokyo 2013
2012  Nakanojyo Biennial in Gunma Prifectuer
2010  Geumgang Nature Art Biennial in Gongjyu South Korea
2009  Thailand Japan Sclputure Simposium in Chiengmai Unv Thailand
2008  Yokohama Y150 memorial Art Exhibition in Zoorashia Forest Park in Yokohama
1995  Nagasaki “Water Ling”atmic bombumemorial in Nagasaki UNB
1983  Bussan Biennial2 in Korea

〒289-1212 千葉県山武市木原 827-4
sambu-kobo.takeuchi@tiara.ocn.ne.jp
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髙田芳樹／ Yoshiki TAKATA 

気配／ Indication
［大島／ Oshima］パラフィン／ Paraffin

旧波浮小学校の校舎は、学びの場としての役割を終えた今も、当時の楽しさをその意匠の中に忍ばせている。
私は 20 個の丸窓に、少しだけ吐息を吹きかけてみる。

Former Habu Elementary School has 20 round windows. The fragment of paraffin was stuck on the round 
windows. In the other side of those round windows the ocean of life which students who learned here should go 
ahead through is waiting.

気配／ Indication
［新島／ Niijima］パラフィン／ Paraffin

新島の商店は、久々の外気を吸った。
私は、パラフィンで装飾を施した。

The store of Niijima absorbed fresh air after a long absence. 
I gave decoration to the store with paraffin.

インスタレーション中心に、アートシンポジウムに参加
2013年 ウクライナ、岩手、アメリカ、タイ、東京
2012年 東京、福島、神奈川、千葉
2011年 東京、ポーランド、韓国、岩手
など

〒177-0035 東京都練馬区南田中 2-4-11
tokiotakataka@msn.com
http://www.y-takata.com/
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ヒグマ春夫／ Haruo HIGUMA 

雫／ waterdrop
［新島／ Niijima］水、小袋、テープ／ Water, sack, cellophane tape

新島は流紋岩が多い。色々な展示会場を見歩いての感
想である。
水は生命の源である。あへて石から水へのキーワードで
インスタレーションを展開する。

Niijima has much rhyolite. They are comment which look 
at and walk along an exhibition site. 
Water is a source of a life. An installation is considered by 
the keyword from a stone to water.

記憶の固執・沈黙／ Persist in memory・Silence
［大島／ Oshima］DVD、プロジェクター、バルーン、扇風機／
DVD, Video projector, Balloon, Electric fan

映像を使ったインスタレーション

Visual installation

映像作家・美術家・パフォーマンスアーティスト
2004年 個展「水の記憶・ヒグマ春夫の映像試論」川崎市岡本太郎美術館

イスタンブールで「Now Here and As Bare As Can Be」展
テヘラン現代美術館「The Shining Sun」

2005年 府中市美術館でライブ・インスタレーション「深層風景」
2006年 横浜赤レンガ 倉庫 1号館「落花水・思索」

「落花水・思索」公演は、中国、フランスでも発表
2006年、2009年 越後妻有アートトリエンナーレ
2011年 「Ombres et Lumières」サンマロ市・フランス
2008年からヒグマ春夫の映像パラダイムシフト、2006年から ACKId、共に継続中

〒156-0056 東京都世田谷区八幡山 3-37-18-406 
higumama@nexyzbb.ne.jp
http://www13.plala.or.jp/higuma
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堀尾貞治／ Sadaharu Horio 

3kgの形
［大島／ Oshima］3 つ以上の物質の組み合わせ。身辺のオブジェなんでもＯＫ

不要になったいろいろなものを集め、３ｋｇという重さにこだわって
参加者が作品を制作しました。意識が重さのほうに転化することで、
過剰な造形意識から解放されます。（ワークショップ担当：尾形勝義）

1939年、神戸市生まれ。1966年、具体美術協会の会員となる（1972年の解散まで在籍）。会社員時代から現在
に至るまで、「あたりまえのこと」をテーマに、年間 100回以上の展示・パフォーマンスを行うなどの活動を続けている。
2013年 GUTAI: “Splendid Playground” オープニングパフォ－マンス（グッゲンハイム美術館／ニューヨーク）

タピエス・美術家の視点（フォルチュニイ美術館／ヴェネツィア）

〒652-0875 兵庫県神戸市兵庫区浜中町 2-2-14
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本多真理子／ Mariko HONDA 

Red Line Connection ’13 ～帰島～
［大島、新島／ Oshima, Niijima］赤い毛糸

２年前アートアイランズ TOKYO で使用した毛糸が、アザラシの Ohちゃんと
Nii ちゃんとなって戻ってきました。
Ohちゃんは大島に、Nii ちゃんは新島のカマヤカタに。

1992年 東京芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了
■ 個展
1991年よりルナミ画廊、秋山画廊、エル・ポエタ、TOKI Art Space、GALERIE SOL、RAMP 
Gallery、Weissraum、ぎゃらりー由芽、ギャラリー健
■ グループ展
アートシンポジウム：1989年より日本、リトアニア、韓国、オーストリア、ルーマニア、ドイツ、タイ
■ パブリックコレクション
北原脳神経外科脳ドックセンター施設：エントランス壁画
新明電機社屋：創業者家族像、二代目家族像

〒362-0813 埼玉県北足立郡伊奈町学園 2-2  
hondamariko822@yahoo.co.jp
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南 優／ Yu Minami 

A to B 1
［大島／ Oshima］校舎、ロープ、など ／ School building, Rope, etc.

「波浮小学校創立者秋廣傳吉翁の像」と「現在も水が出る水道の蛇口」をロープで繋いだ。
I connected “the bronze statue of Mr. Denkichi Akihiro (founder of Habu elementary school)” 
and “a still working faucet” with rope. 

A to B 2
［大島］教室、階段、椅子、ロープ／ Class room, Stairs area, Chairs, Rope

モノを繋ぐ、、場所を繋ぐ、、それらの間から様々なストーリーが始まる。
Connected things or places create many stories.

A by B 2013
［新島／ Niijima］ベッド、ロープ、石／ Bed, rope, stone 

起点と終点の間の過程には数多くの理由がある。
There are many reasons  between the processes of 
start point and the finish point. 

〒765-0021 香川県善通寺市下吉田町 91-1  
jaz@kde.biglobe.ne.jp

1952年 香川県生まれ
2013年 アートでたんぼ 

航 路／アートアイランズ TOKYO四谷三丁目展
かがわ・山なみ芸術祭

2011年 8th WAD シンポジウム ‘Exchange’ 沖縄県渡嘉敷村
zikken展 香川県綾歌郡 monohouse

2010年 Art Trekking In Sogisho 香川県綾歌郡 田万ダム周辺
zikken展 香川県綾歌郡 monohouse

2009年 6th WAD シンポジウム‘Art Under The Volcano’インドネシア ジョグジャカルタ
2008 - 12年 アートでたんぼ 香川県三豊郡 岩瀬池周辺
2007 - 12年 即興現場 1 ～ 5 ＋α 香川県善通寺市 他
2004年 眼差しの東洋・手の記憶‐沖縄からの発信 沖縄県国頭村 旧国頭村立小・中学校
2002 - 06年 remix展 香川県高松市 高松市美術館市民ギャラリー
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オック－ナム・リー／ Ok-Nam LEE (KOREA)

波形／ WAVE
［大島／ Oshima］新聞紙、韓紙、アクリル

新聞紙と韓国古来の紙を使って、一番基本的
で根源的形態の円を作り出す。

Using newspaper and the paper of ancient 
Korea, the circle which is the most basic 
and the fundamental form is produced.

1953  1953 Born in Chun-Cheon
B.F.A. in Don-Eui University 
    
■ SOLO EXHIBITIONS 
2011  Gallery YUME, Tokyo 
2010  gallery idm, Busan 
2008  Hana Bank, Busan 
2007  Shin Young Bank, Busan 
  
■ GROUP EXHIBITIONS 
2010  Group Yeso, Busan Cityhall, Busan 
2009  Busan International Art Festival, Bexco, Busan International Exchange Exhibition, Vancouver 
2010-2005  Good Paintings Exhibition, Kyung-Sung University, Busan 
2006  Tokyo Art 100 Artists Invitation Exhibition, Tokyo
Busan Art Festival, Busan Culture Center, Busan Global Women Festival, Seoul
Many others

susanbby3007@hotmail.com
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カウェイ－チィ・リー／ Kuei-Chin LEE (TAIWAN) 

No.1  100-0212
［大島／ Oshima］学校で見つけたモノ／ Found Objects

学校の裏庭にある半円の作品は、校庭や校舎の周りの捨てられたモノの物語。
すべてはゴミ捨て場のようだ。一緒にこの展覧会に参加したシルパと共に集め
たモノたちだ。

Near The School ～ This work is the other half of the circle.
The half story that I know about the school from the abandoned objects that I 
found outside the school, in the play ground and around. Every thing was like old 
dump yard. I collected these things together to build a story of the unknown and 
connect it to the nature outside with Shilpa who also attends this exhibition.

YUMEYA
［新島／ Niijima］Stones

この荒廃した建物に、何を置いたらいいだろ
うか。以前この家では、人々が日々生活を送っ
ていたというストーリーがある。
コンセプトは、過去について人々に何かを思
い出してもらうか、或は荒廃したこの場所の
印象を与えたい。

This building is now a ruined place and 
nothing to put at all. But there was a story 
about this place that used to be a house to live.
Concept of this artwork is to remind people 
of something about old days or just impress 
something about its atmosphere of ruined, 
broken place.

No.2  100-0212
［大島／ Oshima］Lava, Branches, Bamboo, Cement block, Grass, Soil

活火山の島に多くの生活がある。その一角の空き地に、過去の生
活が見えた。私は、私のイメージの島を再構築した。それは曼荼
羅のごとく私の脳裏に浮かんできた。私は、半円を学校へ、もう
一つをこの場所に設置した。

On this hot volcanic island between so many houses, I found an 
empty space, perhaps there might have been a house in the past. It 
seemed like time trapped in emptiness.  
Through the work I wanted to recreate the history of this island, with 
the land and rocks made by so many layers of volcanic lava. 
This work is inspired from the mandala paintings and l wanted it to 
seem like a meteorite had fallen on the earth, and also want to lead 
the viewer into an imaginative wonderland.
This work is half part of the circle and the other half is at the school. 
Two works are connected each other.

2013  Sunny Hill, Bussan, Korea 
          Snow Pulse, Jara Island, Korea
2012  River talk, 72 Artspace, Xi-luo town, Taiwan
          The way back-Xi-luo, Taiwan

dandelionself@gmail.com
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シルパ・ジョグレカァ／ Shilpa JAGLEKAR (INDIA)

Maya The Illusion of Life
［大島／ Oshima］竹、ロープ、枝／ Bamboo, Rope, Branches

多くの人々はこの島を離れた。この島の繁栄の時代の話を私は聞いた。
時に人々は噴火により島を離れた。
空いた家々は、蛾となり飛び去った繭を連想させる。

This island has been abandoned by many people who lived on it. 
I heard stories of there prosperity and leaving the island because of the volcano.
This work is the story of a moth that flies away leaving behind the dead cocoon.

Sutras–Island Stories
［新島／Niijima］Sand, Stone, Rope, Metal pieces; size: 5m (H) × 3m (L)

Shilpa Joglekar completed her Fine Art in Mumbai and got a French 
Government Scholarship to study at Paris in 1993.
She was working as Dean of Academy of Fine Arts and Craft 
Rachana Sansad Mumbai (2005-2010).
She has had several solo shows in India and abroad.
She has been invited to several International Art Projects the most 
recent being Chen Long Wetlands in Taiwan (2010), Yatoo Nature 
Art Bienalle (2010), Jara Island Snow Symposium (2013).
Shilpa also curated two international Residencies at Non Violence 
2me and Mahagaon Terra Project at India in 2011. 

shilpajoglekar3@gmail.com
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シャルロット・パラレル／ Charlotte PARALLEL (NEW ZEALAND)

空／ Ku
［新島／ Niijima］草／ Grass

この場所の何も存在しない大地と空の間で、
存在の可能性を認識するために、ここに生え
ている草を使用した。

I chose to use the grass growing on the site 
to recognize the potential that exists as 
nothingness between the earth and the sky. 

島々の中の島／An Island within an Island
［大島／ Oshima］ウレタン・フォーム、音響システム、塗料／
Foam form, Sound System, Paints

ニュージーランドという島から、大島という島へ来ました。私は大島の人々に話を
聞いて、私の作品とした。みなさんありがとう。

Coming from an island I wanted to make a work that investigated life on Izu Oshima. 
Special thanks to all the people who made time to talk me and share their stories.  

2013
Magnetic Field Data, Lines of Flight, Dunedin Fringe Festival
Drawing show, None Gallery, Dunedin
2012
Inertia Fig 1.a, Sculpture on the shore, Fort Takapuna, NZ
Plastipedia, Waitakaruru Sculpture Park, Hamilton, NZ
2010
Weight +1, Sarajevo Winter Festival, Bosnia Heregozvina

charlotteparallel@gmail.com
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テイ・コバヤシ／ Tei KOBAYASHI (USA ／JAPAN)

大島雑記 2013 ／ OSHIMA  MEMOIRES  2013
［大島／ Oshima］和紙、絹糸、針金、骨、種、葉、枝、貝、石／
washi, string, wire, bones, seeds, leaves, branches, shells, stones

骨、貝、種、葉、石、枝たちよ。
静寂に在りし三崎屋を包み込み、波浮の塩風で舞え。

Bones, shells, seeds, leaves, stones, branches dance in the salty breeze of HABU port. 
Fragments of island life embrace the silence of an abandoned home, “MISAKIYA.”

新島ケルン 2013 ／
NIIJIMA CAIRN 2013

［新島／ Niijima］コーガ石／
Niijima volcanic silicate rock

コーガ石の七つのケルン
火山の記憶の石積み

それぞれの色とかたち
そして、たくさんの空気
聞えてくる 石のささやき
Seven cairns on seven spots scattered about the island of Niijima. 
I piled these volcanic rocks on each site as tokens of gratitude. 
Gratitude for the world of art so warmly embraced by the people of Niijima.

Conceived in Japan. Born in the deserts of North America. 
Mother, Japanese. Father, Irish American. I have no country. 
I have no home.
Thirty years ago I came to Japan following my mother’s heart. 
I was young, I was painting. Painting evolved into something 
more sculptural and conceptual.  Site-specific installation and 
performances carried me into international contemporary art 
symposium venues. And so, now I listen to art statements 
sensitive to land and people. Statements of hope. Pile stones, 
string shells, kiss transparencies of paper & silk. Whisper 
prayers of beauty, peace and joy.

PERMANENT COLLECTIONS:
Europas Parkas Sculpture Park, Vilnius, Lithuania
Jalapa Sculpture Garden (Jardin de Esculturas), Veracruz, 
Mexico
Museum of Contemporary Art, Santiago, Chile
Memorial SIte-Specific Sculpture, Gardur, Iceland
Fox Shrine SIte-Specific Sculpture, TAXI Center for 
Contemporary Art, Colorado, USA

EXH BITIONS & ARTIST RESIDENCIES
2009  Romania, Lithuania, Japan
2010  USA, Japan, Iceland
2011  USA, Korea, Japan, Iceland
2012  Korea, Japan, Iceland
2013  France, Japan

749 Nogura, Ueda City, Nagano Prefecture, Japan 386-1437
〒386-1437 長野県上田市野倉 749
kobayashitei@gmail.com 
http://teikobayashi.tumblr.com
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ヨン－ミン・キム／ Yong-Min KIM (KOREA)

対話－100の思い出／ Conversations - 100 Kind of School Memories
［大島／ Oshima］Mixed media

この学校の 100 の思い出を集めた。今と昔の小学校が交錯し互いに会話した。

Collected  unique objects in the Habu elementary school and have a conversation about the school’s past and present.

島との対話／ Conversations with Island
［新島／ Niijima］Stone, Mixed media

新島固有の抗火石の傍ら、島の過去や現在について
対話する。

By the Niijima island unique stones, have a conversation 
about the island’s past and present.

Yong-Min Kim was born at Busan, Korea.
Graduated in Dept. of Environmental Sculpture, 
College of Fine Arts. University of Seoul 
2013   Jara-island Baggat Art Exhibition, Jarasum, Gapyeng, Korea 
           Primitive sense art festival 2012,  Nagano, Japan 
           Baggat Art Exhibition, ‘Water Route’ Kalbong Mt., Gapyeng, Korea
           TUTBArt-Residency Festival, Hwacheng, Korea
2012   Solo Exhibition “Lost Wings Forest,”  TopoHouse, Seoul, Korea  
           Jara-island Baggat Art Exhibition, Jarasum, Gapyeng, Korea 
           Primitive sense art festival 2012,  Nagano, Japan
           Grape Art Festival, Midam Gallery,  Anyang, Gyeonggi-do, Korea
2011   Korea, China Art Exchange Exhibition,  Midam Gallery, Anyang, 
           Korea Jungle Project, Insa Art Center Gallery,  Seoul, Korea 
           Hongheon Environmental Instsllstion  Art Exhibition, Hongheon, Korea 
           Sihung Instsllstion Art Exhibition,  Sihung, Korea       
           Jara-island Baggat Art Exhibition, Jarasum, Gapyeng, Korea

garion69@naver.com
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李 容旭／ Yong-Uk LEE (KOREA)

〒164-8678 東京都中野区本町 2-9-5 東京工芸大学芸術学部映像学科
lee@img.t-kougei.ac.jp
http://www.t-kougei.ac.jp/index.html

線／ Lines
［新島／ Niijima］映像（新島の海）サイズ可変
２Channel Video Installation, Variable size

初めての新島。海。海。海。きれい。
ちょっとだけ海の見方を変えてみました。
1 日常から離れること→普段との違いがわかります？
2 機械の目（＝カメラ）であること→あなたの視力が
落ちたわけではありません。

I began and came to Niijima. Sea. Sea. Sea. 
Beautiful. 
The marine view was changed just for a moment. 
1 Difference of Separating Daily life. 
2 It sees by a mechanical eye (= camera eye). 

映像作家、美術家／ Visual Artist, Educator
■ Group
2010 International Art Festival Korea Japan 2010, 駐日韓国文化院ギャラリー
2011 Women in Flow, Casa De Asia Gallery, Habana, CUBA
         中之条ビエンナーレ 2011 中之条、群馬／ Nakanojo Biennale 2011
2012  波浮港国際現代美術展／ The Contemporary Int’l Art Exhibition at Habuminato Oshima,Tokyo
■ Solo
2012 ギャラリー十月 •新宿／ Gallery Zyugatu, Sinzyuku
         マンゴへの道／ The Road of Mango  ギャラリー清水、横浜／ Gallery Shimizu, Yokohama
         御宿の Blue and Green、ギャラリー DECCO、御宿／ Gallery Decco, Onjuku

童謡「お山の駱駝」再生に協力いただいた方々：
塚本尚冬・木村萌・濱口美和（大島町立第三中学校１年）、寒川義希（同２年）
市村優花（大島町立第一中学校 2 年）、田中恒太（同３年）
白井雄基（東京都立大島高等学校１年）
合唱団「はまゆう」
藤井公房（椿の木や絵はがきの資料などを提供）

「お山の駱駝」のために／ For [the camel of a mountain]  2013
［大島／ Oshima］映像（ラクダ、「お山の駱駝」合唱）、椿の木、椿の種、プロジェクター（１台）、
デジタル・フォト・フレーム３台、布、オモチャの銃、格子のパネル固定台（１台）
Moving Image (Camel, Sing a Song), Camellia and seeds, Projector(1 set), 
Digital Photo Frame (3 Sets), Cloths, a toy gun, a stand for panel fixed made of a lattice (1 set) 

東京の古本屋で偶然発見した楽譜、「お山の駱駝」。
「いづのおおしまみはらのやまの ••」で始まる童謡です。
すごい。
大島にラクダがいたんだ。
昭和６年に来島、三原山の砂漠を歩いたのだ！
でも戦争時代に全部食べられたという噂も。T T
ラクダへの祈りと童謡「お山の駱駝」の再生です。

I discovered the score by chance at the secondhand bookseller in Tokyo. 
It is a children’s song [the camel of a mountain] 
The camel came to Oshima in 1931. 
The camel walked along the desert in Mt. Mihara. 
However, also the rumor that a camel was all eaten by the second World War age. 
You can attend at the prayer for a camel, and the spot of reproduction of a children’s 
song [the camel of a mountain].
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東京工芸大学 芸術学部	映像学科 先端映像研究室 映像ワークショップ活動 2013

⑴ 更衣室：映像上映
東京工芸大学の学生が、大島の中学生・高校生とともに大島の魅力を伝える宣伝映像を企画し、

ロケ撮影や映像編集の方法を教えながら、作品を完成させる映像ワークショップ活動。
第 3 回の本年度は、4 日間で 4 本の映像を制作しました。 

⑵ 音楽室：写真展示
本年度の映像ワークショップ 4 日間の記録写真を展示しました。

2013 年度 参加メンバー
■東京工芸大学 （アドバイザー）
川村俊彰、小嶋みはる、笠井昇、勝愛、キム・テギョン、小関梨沙、丹治大貴、原田大輔、細沼孝之、
山本優奈、相原健一、遠藤猛
■ワークショップ受講メンバー
市村優花（大島町立第一中学校 2 年）、田中恒太（同 3 年）
寒川義希（大島町立第三中学校 2 年）
白井雄基（東京都立大島高等学校１年）

助成：東京工芸大学 Co-G.E.I チャレンジ 2013 （学生による工・芸共同研究）
サポート：アートで元気になろう会

「大島 いいね！」
映像ワークショップを通じて、大島の学生と一緒に大島を宣伝する映像を制作しました。スマートフォ

ンの爆発的普及、YouTube や SNS の広がりで映像は日常的に接するものになりました。映像制作の
楽しさ、制作の手軽さ、そしてみてもらう嬉しさを島の子供たちと一緒にワークショップを通じて体験
することができました。（講師：李 容旭）
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夏休みの８月 12 日から 23 日まで、大島の七島信用組合本店で、世界
の国々の子どもたちの絵画が 70 点展示されました。その他、同組合の
波浮港出張所や新島支店、神津島支店などでも展示されました。

子どもたちの絵からは描いた子どもの様子だけでなく、その国の風土
や生活や社会事情なども感じ取ることができます。鑑賞した方のアンケー
トには「続けてほしい」という声が多数ありました。次回はもっと多くの
方に見ていただけるよう工夫していきたいと考えています。 （尾形勝義）
協力：公益法人美育文化協会・七島信用組合・大島教研図工美術部会

〈関連企画〉第2回 世界の子ども絵画展
世界の子どもたちの絵が
東京の島々にやってくる

今回の展覧会でもいくつかのワークショップが行われた。３年間続けているのが、東京工芸大学の映像作
品制作（ｐ.27に記載）。その他、交流を目的とした本場カレー作り体験や公立学校での出張授業、また作
家の作品作りの一端を垣間みることができるワークショップなどが開催された。
作家たちもワークショップ参加者も交流を通して、「島」と「人」と「現代美術」を少し知ることになる。

同じ時間を共有することで、この美術展も島も、より魅力あるものになって欲しい。 （髙田芳樹）

シャルロット・パラレル▶作品「島々の中の島」を共同制作

エサシトモコ▶「あんこ猫
ストラップ」に新島と大
島の砂をまぶして絵付け
を行うなど、砂を用いた
レクチャーに中学生が先
生とともに参加した

武内カズノリ▶波浮港産の「アサ
リ」をモデルに粘土で制作

テーマに沿った素材を筆島海岸にて収集

シルパ・ジョグレカァ▶本場インドのカレーづくりを地域
の人々にレクチャー

髙田芳樹▶「ゲームから生まれる形」の出張
授業（第二中学校にて）

テイ・コバヤシ▶「海の贈り物」をテーマ
に出張授業（つつじ小学校にて）

ワークショップ
workshop

大島の椿の小枝を使った「あんこ人形スト
ラップ」（写真）は、元町にある農民資料館「藤
井工房」で作ることができる。会場では、
エサシトモコが特別講師としてストラップ作
りを手伝った
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◀佐藤淳によるオープ
ニングパフォーマンス

「裏表描かれた作品を、
丸める」

▼植松美早作品の中で
踊る k.a.n.a &キッドア
イラックスタッフ

メイキング
making

パフォーマンス
performance

作家と回る
鑑賞会

walking tour

▲新島の黒根港（新島港）にて、作家＆スタッフ記念写真

◀大島・波浮港の商店街

▼新島・「夢屋」跡地を
見学。東海汽船企画「島
ガールツアー」の参加者
も多数訪れた
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新島でも展開されたこの国際現代美術展は３回目を終えることができました。今回は東海
汽船が「島ガールツアー」を企画し、70 名ほどの参加者が大島と新島の展覧会場に赴きました。

この３年間で、参加作家の取り組み方が少しずつ変化してきています。回を重ねる事に、
島の自然や人々と深く関わろうとする表現が多くなってきました。それに伴い、島民の方々
との繋がりも広がり、現代美術が少しずつ大島に根付き始めてきているように思います。近
くのガソリンスタンドの方から「今年はどんな作品があるのかとてもワクワクしてます」と
いう声を聞くことができました。鑑賞者数がうなぎ登りに増えることはありませんが、この
美術展開催を心待ちにしているファンが大島にも多くいることを実感しています。

長期間滞在している作家同士が寝食を共にしながら、地域の方々と交流できていることが、
この美術展の大きな特徴であると考えます。「美術」に対する既成概念により一見難解に感じ
てしまう作品も、作者との会話により一気に作品との距離を縮めたことでしょう。また、作
家とともに作品づくりを楽しむワークショップでは、より深く作家の制作姿勢を知ることが
できたに違いありません。また、参加作家による図工美術の授業も２回行われ、児童生徒に
創造的な刺激を与え、教員にとっては貴重な研修になりました。

これからも、参加作家が謙虚に島の自然や社会や人々と向き合いながら作品制作する姿勢
を大切にしていけば、この展覧会の開催意義も確固たるものになっていくと信じております。

最後に、会場提供をはじめいろいろと支援していただいた大島町と新島村、世界の子ども
絵画展の会場を提供していただいた「七島信用組合」、島ガールツアーを企画した「東海汽船」、
ツアー中シャトルバスを運行していただいた「恵の園」、ワークショップをあらゆる面で支え
てくれた「アートで元気になろう会」、受付や食事づくりなどを引き受けてくださった「波浮
港を愛する会」や「波浮婦人会」、そして協賛していただいたギャラリー、企業、個人をはじ
め、多くのボランティアの方々に感謝の意を表します。

2012 年、波浮港現代美術展で展示された作品数点が、海を渡り、新島へ運ばれました。新
島では「ちょこっと新島展」と題し、特産のコーガ石の石蔵の中で、大島とはまた違った印
象で人々を迎えました。

そして 2013 年は多くの作家の方々が新島に渡り、コーガ石造りの建造物での展示や素材と
してコーガ石を使うなど、大島とは異なる環境の中で作品を展開しました。受け入れ側が不
慣れであったこと、時間的に余裕が無かったことで厳しい製作状況であったと思われます。

まだまだ課題の多かった新島での展示でしたが、訪れた方々の心に少しでも響く「何か」
があったことを願っています。

事務局長 大島事務局 尾形勝義

新島事務局 梅田久美

島内 島外 不明 合計
8 ／ 30 13 7 0 20
8 ／ 31 65 14 3 72
9 ／ 1 56 99 4 159
9 ／ 2 10 4 0 14
9 ／ 3 4 11 0 15
9 ／ 4 7 1 0 8
9 ／ 5 17 7 0 24
9 ／ 6 24 6 0 30
9 ／ 7 37 15 2 52
9 ／ 8 51 7 1 60
9 ／ 9 14 7 0 22
9 ／ 10 7 3 0 10
9 ／ 11 19 9 0 28
9 ／ 12 9 1 0 10
9 ／ 13 13 1 0 14
9 ／ 14 41 11 0 52
9 ／ 15 32 4 14 50

合計 409 207 27 640

大島の来場者数（人）

大島と新島で同時に開催された美
術展の動員数目標は、1,200名であっ
た。受付に記載された数は、大島で
640 名であった。９月は、台風が立

て続けに日本本土や伊豆諸島近辺を通った。前回と比べ
ると、２割ほど集客が減った。新島での動員は 200か
ら300 名が訪れたと考えられる（未集計）。
目標には達しなかったが、「美術展」見学を目的に、

島を訪れる人と島内のリピーターが増えたように思える。
次回は、年齢別のデータを出してみたい。（髙田芳樹）

来場者数
visitors
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社会福祉法人武蔵野会第２恵の園
㈱大島牛乳
建築高田
金子勇
港寿司
㈲高田製油所
OASIS ISLAND GATE
白井嘉則
田中聖子
植松摂
柳瀬洋樹
秋野忠
青木健
栁沢剛
直井秀樹
k.a.n.a
早川誠司
工藤大輔
西井健次
夏ゼミ2013
佐々木美智子
大島町立第三中学校
リス村
東京都立大島公園
伊豆大島火山博物館
大島空港
大島町役場
池谷電気
鵜飼商店
Ｋichi
ＭＯＣＫ ＭＯＣＫ
みはらし休憩所
波浮港漁協
三崎屋商店
成田屋
元明浩幸
Ｓａｒｏ
前田孫一
丸金商店
宮川美由起
梅田松太郎
前田明永
駒ヶ嶺独楽・三彩
新島ガラスアートセンター
Nieve
宮川弥寿夫
小久保正雄
平間磨理夫
菊孫商店
新島村役場

ボランティア

堀田五郎
里見幸信
妹尾直子
秋広幸男
今成秀榮
松木明美
平塚正彦
秋田京子
嶋田幸子
吉本雄二
浅見良子
矢島建雄
前沢富子
西浜芙美
吉本みな子
松島さやか
蓼沼奈央
土井牧恵
高田洋子
尾形房子
高橋正彦
Juhona Bernick 
Peter Bernick
小川淳子
藤澤千絵
大沼由美子
小澤厚美

【アートアイランズ事務局スタッフ】
髙田芳樹 尾形勝義 梅田久美 武藤美子 藤井虎雄
菅原史也 竪川可奈 小林ナオコ 本多保志
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尾形勝義 テイ・コバヤシ 岩崎幸之助
小川淳子 松田陽子



■ 主催
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会

■共催
2013 アートアイランズ TOKYO 
国際現代美術展実行委員会
NPO 市民の芸術活動推進委員会（CCAA)

■ 後援
大島町
新島村
東京都大島支庁
NPO 波浮の港を愛する会
大島町教育委員会
大島町商工会
新島村商工会
一般社団法人 大島観光協会
新島観光協会
新島ガラス協会
東京七島新聞社
波浮婦人会

■ 助成
公益財団法人 朝日新聞文化財団

■ 協力
大島町立小中学校教育研究会図工美術部会 
TO-ON

■ ワークショップ運営サポート
アートで元気になろう会

■ 協賛法人・企業・団体
東海汽船㈱
㈱日本標準 
㈲フロンティア機工 
村上工業㈱
公益財団法人美育文化協会 
七島信用組合 
東京造形大学校友会 
東京工芸大学芸術学部 
善コンディショニング 
JUN 設計事務所 
㈱ FOR-C 椿油製造会社 
㈱ワールドエコシステム第一営業部 
八起商事㈲
おあしす内科リウマチ科クリニック 
平野建設㈱
星野商事㈱
㈱コア建築審査事務所 
NPO ゲンキ アートサークルひいらぎ 
ノリタケショップ陶仙 
梅田電気設備工業㈱
藍美術
大和館
おかんの味 まっちゃん
MOCK MOCK
高林酒店
菜環亭
アイランドゲート オアシス
アートスペース WHITEHEAD

■ 協賛ギャラリー
金子勇博古館（波浮） 
大島農民美術資料館（元町） 
ランプ坂ギャラリー（四谷） 
ぎゃらりー由芽（三鷹） 
ATELIER・K（横浜） 
K’s Gallery（京橋） 
GALERIE SOL（銀座） 
ギャラリー SHIMIZU（横浜） 
GALLERY 枝香庵（銀座） 
GINZA ギャラリーアーチストスペース（銀座） 
TOKI Art Space（青山） 
SPC GALLERY（日本橋） 
アートギャラリー DECCO（千葉 御宿） 
SAKuRA GALLERY（清澄白河） 
ギャラリー檜（京橋） 
ギャラリー十月（新宿） 
ギャラリー茶房 歳時季（荻窪） 
Galerie VERGER（相模原）
ギャラリー f 分の１ （神田）
OFFICE IIDA（銀座） 
湘南くじら館「スペース kujira」館（藤沢） 
ギャラリー街角（国立） 
ポラリス ジ アートステージ（北鎌倉） 
ART SPACE ELICONA（いわき） 
ギャラリー 現（銀座） 
RISE GALLERY（目黒） 
ギャラリイ K（京橋） 
アートスペース 月光醤油（福島） 
ギャラリー GK（銀座） 
なびす画廊（銀座） 
千駄木画廊（千駄木） 
ギャラリーれがろ（荻窪） 
フェイ アート ギャラリー（横浜） 
アートスペース羅針盤（京橋）
KID AILACK ART HALL（明大前）

■ 個人協賛
川浪ときわ
木戸修
大沼洋子
南出満子
山田修平
大沼由美子
髙田常治
岸野妙保
斉藤敬子
花堂絵里子
山口俊朗
野見山由美子
内山五月
髙田てる子
髙田洋子
菅沼稔
梅村勝
鈴木博美
大坪圭輔
田代恵子
芝盛行
田鶴濱洋一郎
梅田久美
岩瀬千鶴子
白井権吉
関根あけみ
上杉英
伊藤真澄
中山登
釜明子
小林正孝

小林初枝
沼崎憲滋
小澤要・厚美
入谷弘
飯田裕子
佐藤勝人
町田和彦・まさ子
上田修三
髙田直樹
星晃
内堀昇一
植松摂
望月厚介
阿部比左志
佐々木睦彦
栁澤剛
時得孝良
阪本章裕
藤井孝次朗
駒ヶ嶺独楽
駒ケ嶺三彩
竹中秀男
秋廣道郎
柳瀬洋樹
出川純
アンジェラ小梅
加藤幸一
三本木窯
樋口秀司
堀田五郎


