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第４回 アートアイランズ TOKYO
国際現代美術展 2014
[Main Exhibition]

８月 30 日 [ 土 ] 〜 ９月 14 日 [ 日 ]
[PreExhibition]

８月９日より、各種イベントが先行スタート

〜 時の航路 〜
人は旅に住む
安息の地へ
星降る草原や凍てつく山河
深淵の大海原を旅している
時に風になり
時に馬の背で眠る
揺られる船で島国の中の島に集うとき
新たなる時の航路が現れる

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。

2 0 1 4 第 4 回国際現代美術展への挨拶
平成 26 年 8 月 30 日
NPO 波浮の港を愛する会
理事長 秋廣 道郎
第 4 回目国際現代美術展の開催おめでとうございます。
今回の美術展の名称に関し「波浮の港」の名称がとれ、開催場所も大島全域となり、従前の新島での開
催も含め、伊豆諸島全島に発展することは大変喜ばしいことです。今後も引き続き、継続的に開催され、
発展することを願ってやみません。
同時に、この美術展は、波浮港が発祥の地であること、波浮港こそ文化芸術の揺籃の地であることを
くれぐれもお忘れなくお願いしたいと思います。
ところで、近年、美術界では、東京に集中しがちであった展覧会を地方で展開する動きが盛んとなって
います。あいちトリエンナーレ・神戸ビエンナーレなどがすぐ思い浮かびます。さらに離島や里山へ展開
しようとする動きもあります。例えば瀬戸内国際芸術祭・十和田奥入瀬芸術祭・中条ビエンナーレなどな
どです。離島だけを見ても、瀬戸内の直島地中美術館や、沖縄の離島にも個人美術館が立てられ、岡山県
犬島での「犬島時間」や広島県の尾道百島では「半農半芸＋ちょっと漁」などの大変すぐれたアートプロジェ
クトがあります。
こうした美術運動の一環として、伊豆諸島が、その豊かな自然と貴重な歴史を踏まえ、新たな芸術・文
化の創造の場として見直されることを願っております。
本美術展に出展された作家に皆さんの益々のご発展を祈念いたします。

Greetings for the 2014 4th International Contemporary Art Exhibition
August 30, 2014
NPO Association of Fans of Habunominato (Harbor of Habu)
Chairman, Michio Akihiro

Congratulations on opening the 4th International Contemporary Art Exhibition.
Concerning naming of the exhibition, the word of “Habunominato” was eliminated from the original
name, and the venue of this exhibition spread across the entire area of Izu Oshima. Also along with the prior
event at Niijima the future venues will expand to all of the Izu Islands. I am truly delighted with all of those
achievements. I sincerely hope the exhibition will continue to be held and be successful in the years ahead. I,
however, firmly ask everyone to remember that this exhibition was originated in this land of Habuminato and
that Habuminato was most importantly the very birthplace of culture art.
In the art world in recent years a movement to promote exhibitions in local regions is becoming popular
although such exhibitions used to be centralized mostly in Tokyo. Aichi Triennale and Kobe Biennale
quickly come to mind. Furthermore there is another movement to open exhibitions in remote islands or
satoyama (village forest in rural area). Those include Setouchi Triennal, Towada Oirase Art Festival and
Nakanojo Biennale just to name a few. Even in remote islands alone, there are newly built museums
such as Naoshima Chichu Art Museum in the Seto Inland Sea and a private museum in a remote island
of Okinawa. Also there are some excellent art projects such as InujimaJikan in Inujima of Okayama, and
“Hanno•Hangei+ChottoSakana” (“Art meets Agriculture and a bit of Fishery”) in Onomichi Momoshima of
Hiroshima.
As a part of these art movements, taking into consideration the fact that the Izu Islands is richly endowed
with nature and precious history, I sincerely wish it will be seen in a new light as a stage for creating
emerging art and culture.
I would like to extend my very best wishes for continuing success to every participating artist in this
exhibition.
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推 薦書
私は、この 30 年間、数多くの町おこしを目的とした現代美術展を、キュレーターおよび研究者の眼でみ
てきた。それらの多くに共通した持つ問題点は、主催者の独りよがりが地元との乖離を生んでいることで
あろう。このような企画の成功とは、単に外部から多くの観光客を呼び込むことだけではないはずだ。そ
れを契機として地域が活性化し、新たなコミュニケーションが生まれたときに成功と呼べるのではないだ
ろうか。
嘗て、今日では有名になってしまった瀬戸内海のある島のアートプロジェクトの初期段階をプロデュー
スした知り合いから話をきいたことがある。プロジェクトの前と後で変わったのは、何よりも島民の意識
だという。家の玄関を綺麗にして飾るなど、意識が積極的になったという。また、うち捨てられていた水
田を復活させ、少しではあるが米がとれたという。このプロデュースをした男はもと美術家だったのでプ
ロジェクトに参加した作家ひとりひとりと一緒に作品を完成させ、水田も一緒に作ったという。このよう
に一緒に汗を流す行為は大切である。多くの有名キュレーターが作家を指名して任せっきりにしてしまう
のと大いに異なる。今回の大島のプロジェクトを見ていてこれを思いだした。
不幸にして私は、この大島のプロジェクトについては、だいぶ前から聞いていて行こうと思っているの
だが、他の用事と重なってしまいなかなか実現できていない。しかし、特に今年のプロジェクトについて
は、参加作家のフェイス・ブックやホームページでつぶさにその経過を見てきた。私が大学で講じる現代
美術の授業においても、このプロジェクトを紹介したところ、多くの学生が興味を持ち行こうとしていた。
そして、今回の台風による災害のニュースが舞い込んだ。私も学生も人ごとではないように思えて心ばか
りの募金をした。これは、あらたなコミュニケーションと呼べるのではないだろうか。
もともと、嘗ては観光地として大いに賑わった大島なので、立地など素材的には悪いはずがない。すで
に島外からプロジェクトを見に訪れ魅力を再発見した者も多い。活性化し始めた住民の意識も含めこのプ
ロジェクトの可能性を考え推薦したい。
平成 25 年 11 月 8 日
慶應義塾大学准教授（元東京国利近代美術館主任研究官）
近藤 幸夫

Recomendation
Letter
For the last thirty years in my capacity as a curator and researcher I have observed numerous contemporary
art exhibitions which were organized to promote the economic revitalization in the areas. The common
problem perceived in most cases of these exhibitions seemed to lie in organizers’ self-righteous view which
was responsible for creating a distance in the relationship between local people and organizers. I do not
agree that a success of these projects simply rely on boosting the number of visitors from outside. It could be
said that a project was success only when the local community is revitalized and the scope of communication
is expanded by taking advantage of the opportunity.
In the past I had a chance to hear a story about an art project for a Seto Islands, which has become wellknown today, by an acquaintance who produced the initial stage of the project. He pointed out that the most
apparent change he noticed after the project was the islanders’ motivation. Good examples were found in
these positive actions such as neatly decorating their home entrance, bringing abandoned fields back to life
and harvesting a little crop of rice, etc. As the producer was previously artist, he worked along with each
single artist to assist in completing their projects. He even dug up the paddy fields together. Such actions
as getting involved and sharing hard work are significant. He is by far different from many other prominent
curators who generally leave all the work on artists’ shoulders once they designated them for the positions.
When I studied the current Oshima project, it reminded me of this story.
Unfortunately I haven’t been able to pay a visit to the Oshima project because of schedule conflicts
with my other engagements although I have heard a lot about it for quite some time. Nevertheless, I have
been following closely how this year’s project has been developed through Facebook or Web site of the
participating artists. When I presented the project in my contemporary art class at the university, a lot of
students expressed their interest in visiting the project. And then, the news of typhoon disaster rushed in. I
myself and the students as well felt personally and raised a small amount of money. As a result I feel new
communication with the islanders was developed.
Since Oshima was once a bustling resort destination, I have no doubt that condition for tourism including
location is well qualified. Many of the people who have visited the island from outside for the project already
rediscovered the island’s charm. Considering the high potential of the project and the islander’s renewed
motivation I would like to endorse this project.
November 8, 2013
KONDO Yukio
Associate Professor at Keio University
Former Chief Curator of the National Museum of Modern Art, Tokyo
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第 4 回 を 終 えて
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

波浮港を母港として東京の島々を結ぶ 2014 年の美術展は、新たな試みが
実施できたと同時に、課題も浮き彫りになった。どのような試みも時代と
場所に埋没せずに存在価値を出していくことはやさしいことではない。3.11
の時もそうであったが、2013 年秋に大きな災害に見舞われた大島では、美
術活動そのものもその役割を問われることとなった。
その問いに私たちは、母港であり波浮港地区で展開していた美術展を大
島各所に広げることで答えようとした。2012 年より新島での展開も図って
いたが、新島も徒歩での見学が可能な範囲で展開していた。大島の 2014 年
展示は、一番離れた展示場所は 30㎞隔たることとなった。
会場の場所を増やすことが、島に住む人々と共に地域の文化を深く見つ
め文化の重要性を再確認するという基本的な目的に少しでも近づくための
提案でもあった。
メイン会場の動員数はほぼ昨年並みであったが、他会場の動員を考慮す
ると、今回が一番多くの人が現代美術に接したと言える。特に、夏祭りに
合わせ展示した休眠商店の活用や、郷土資料館、都営のキャンプ村のロッ
ジや野外での展示、パフォーマンス、新島での海外作家のプレゼンテーショ
ンなどは他の目的で訪れた人々にも現代美術の一端に触れてもらういい機
会になった。これは、芸術文化振興基金の助成対象の「美術の創造普及活動」
にも合致し、大きな成果の一つである。
反面、会場の拡大は作家の移動やレジデンスに影響を及ぼした。作家が
一堂に会するプレゼンテーションなども運営は難しい面がある。広報活動、
地図、資料作りなどのほか、場所を示す看板等の設置など多くの人の手が
必要となった。
新島まで半数近い作家が足を伸ばし、その環境に心を奪われた。残念な
がら新島での作品発表は島外 3 人、新島関係作家 2 人にとどまった。しかし、
大島と新島の両方を訪れた作家たちは作品のテーマとしてその差異を取り
込んでいた。
新島も、大島もボランティアに支えられた。今後とも少しでも多くの方々
と「島の文化の方向性」を模索しつつ東京の島々をアート活動で結んでい
きたい。

[ 参加作家 ]
パドンサク・コチャソムロン [ タイ ]
テイ・コバヤシ [ アメリカ ]
李 容旭 [ 韓国 ]
コムサン・パンパニャ [ タイ ]
ミレヤ・サンパー [ アイスランド ]
カトリーナ・トムソン [ ニュージーランド ]
岩崎 幸之助
内海 仁
大谷 早苗
勝田 徳朗
門井 幸子
かとう かずみ
貴俵 秀行
キッド・アイラック
後藤 章子
小林 ナオコ
駒ヶ嶺 三彩
佐々木 愛美
柴田 智明
菅原 史也
竪川 可奈
戸野倉 あゆみ
野田 收
林 舞衣子
原 博史
ヒグマ 春夫
広田 美穂
本多 真理子
三木 サチコ
望月 厚介
[ARTIST]
padungsak KOCHSOMRONG [TAILAND]
tei KOBAYASHI [USA]
yong-uk LEE [KOREA]
Komsan Pumpanya [TAILAND]
mireya SAMPER [ICELAND]
katrina THOMSON [NEW ZEALAND]
kohnosuke IWASAKI
hitoshi UTSUMI
sanae OHTANI
noriro KATSUTA
sachiko KADOI
kazumi KATO
hideyuki KIDAWARA
Kid Ailack
akiko GOTO
naoko KOBAYASHI
misai KOMAGAMINE
aimi SASAKI
tomoaki SHIBATA
fumiya SUGAWARA
kana TATEKAWA
ayumi TONOKURA
osamu NODA
maiko HAYASHI
hiroshi HARA
haruo HIGUMA
miho HIROTA
mariko HONDA
sachiko MIKI
kousuke MOCHIZUKI
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会 場 紹 介 ／ In tro d u ctio n o f Ven ues

大 島会場
Oshima Venue

伊豆諸島最大の島「大島」は、時折大噴火に見舞われる火山の島である。縄文時代より人が住
み、古くは流刑の島として知られていた。近代になり、100 回ほどの定期航路で本土と結ばれる
頃には、波浮港は漁港として多いに隆盛していた。その時代に多くの文人や画家が訪れ、大島を
テーマにした歌や絵画が多く存在する。島は、厳しい自然環境とその時々の時代を表す風情を残
しながら時の流れに乗りその姿を変容させている。そんな時代を映し出す建物が大島にはある。
明治時代の網元の屋敷（旧甚の丸邸）・島の伝統的な民家（郷土資料館）、昭和の元町大火の大島
復興計画の時期に生まれた、船を模したユニークな旧波浮小学校などもその一つである。
島の新旧の建物で私たちは、現代美術の展示を試みて４年目になる。初めて渡って来る海外作
家たちは、島で何をみいだすのだろうか？何度か下見に足を運んだ作家たちは、これらの建物と、
どのようなコラボレーションをするのであろうか。

旧波浮小学校

メイン会場、134 年の歴史をもつ小学校。建物全
体が船を模して設計されており、此所で学んだ生
徒たちの希望がつまっている。2009 年に閉校と
なる。

旧甚の丸邸

もと網元の屋敷。黒漆喰のナマコ塀。大きなソテツが
迎える庭。波浮港の往時を伝える数少ない建物の一つ。

大島農民美術資料館

半球のドームハウス。
「農民美術」の
みならず、大島の近代の文化資料の
収集と研究成果を見ることができる。

旧小泉カメラ店

アートアイランズ TOKYO のプレ
ゼン店。
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椿公園

椿サミット公園・椿公園などと呼ばれています。
三角形の建物に二つの多目的な部屋があります。

大島町郷土資料館

海のふるさと村

七島信用組合大島波浮港出張所

鉄砲場

大島の成り立ち、歴史、民俗が学べ
る資料多数。あんこさんの衣装を着
ての記念撮影もできる。

「第 3 回世界の子ども絵画展」の大
島会場。

遠いけれども、その名の通り美しく
静かな海辺のキャンプ場。島の中で
も昔ながらの故郷の海岸線が続く。

島の南端に位置し、竜王崎灯台が近
くにあり、島では唯一同じ場所で朝
日と夕日が見える場所。

新島会場
Niijima Venue

会場を徒歩や自転車で移動するのが楽しい。本村地区は、街並そのものが現代アートのよう。
初め、どこにでもある街のように感じるのだが、コーガ石造りの建物や大人の背丈ほどの塀に
囲まれた小径は、柔らかなカーブを曲がりきるまで先に何が待っているか分らない。同じ小径
ほこら
の左右に、今と昔が顔を見せる。名も無き職人の手になる、祠や庭先のトイレに意匠が施され
ている。それを発見するのはあなた自身。現代美術作品を見る時と同じように、少し作り手に
心寄せたとき、この街があなたに語りかけてくる。やがてあなたは、日本で此所だけの街にい
ることに気がつく。

豚舎 + 釜ヤカタ

町役場のすぐ前に、コーガ石で作られた、五右衛
門風呂やカマドを持つ小屋と、農作業の倉庫、豚
小屋も整然と並んでいます。そこに立つと、その
時代の家族の姿が浮かんで来るようです。

新島ガラスアートセンター

世界に誇る、新島ガラスのミュージアムと工房。
近代的な建物も白い島、新島によく似合います。

あいづや

「前浜海岸に一番近いお土産屋さん」が夏場、ギャ
ラリーとして公開されています。陶器の展示。アー
トアイランズ TOKYO 展とコラテラル展の新島で
の父娘セッション会場。

新島港船客待合所

「第 3 回 世界の子ども絵画展」の新島会場。

サ ロ

SARO

「“もう一つの居場所”をシェアする」場・「宿と
カフェ」が SARO です。新島の空気と都会の空
気が混じり合い、互いの魅力が交差する「今」の
島の姿が見えます。

新島村商工会館

ワークショップや
作家プレゼンテー
ション会場。
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場所：体育館

故郷：回想／ Home : Remembrance
[ パフォーマンス／ Performance]

パドンサク・コチャソムロン
padungsak KOCHSOMRONG

[ タイ／ TAILAND]

Padungsak Kochsomrong was born in Bangkok in 1964. He received a BFA in
Painting at the Faculty of Fine Art, Chiang Mai University in 1991 and a Masters
degree in Art Education at the Faculty of Education, Chulalongkorn University in
Bangkok in 1999. As the Director of Studio Xang, Chiang Mai, Board member of
MAP Foundation, he champions its initiatives which combine art, education, and
activism. Padungsak is also a practicing artist and painting instructor at Chiang Mai
University. He has performed and exhibited widely, domestically and internationally.
His most recent Solo performance and installation exhibition was executed in
2007, entitled “Surrealistic Conception” Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University,
Thailand 2004 Solo Art Exhibition “Deconstruction after the Condolence to the
Authorities Project.“ Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand 2001 Solo
Art Exhibition “Perception&Reality”, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Freedom “How are you?” Hull Time Based Arts, Hull, England.
158/9 M006, Choeng Doi, Doi Sahat, Chiang Mai, Thailand 50220
kochsomrong64@gmail.com

10 ART ISLANDS TOKYO 2014

場所：資料室

故郷：回想／ Home : Remembrance
[ 木、照明／ Branch, Logs, Light]

Installation

場所：2 階

一筋の光に託す／ OSHIMA HABU PRIMARY SCHOOL 2014
[ 白いペンキ、和紙、ガーゼ、銀・金・アルミ箔／ White wall paint, Washi, Gauze, Leaves of gold, silver, aluminum]

Abandoned integrity, a primary school founded on
european delineations in asian perspectives.
School rooms, parquet floors, windows to the sky, a hall of
portholes.
Walls within walls, lines of light, a pillar stands grandiose.

テイ・コバヤシ／ tei KOBAYASHI

[ アメリカ／ USA]

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

場所：保健室

OSHIMA PRIMARY SCHOOL
CLINIC 2014: SUCCOUR
[ パフォーマンス／ Performance]

A school clinic is a place of refuge.
wounds are healed. Discrepancies
are hidden in child’s play.

EXHIBITIONS & ARTIST RESIDENCIES
2009 Romania, Lithuania, Japan
2010 USA, Japan, Iceland
2011 USA, Korea, Japan, Iceland
2012 Korea, Japan, Iceland

386-1437 長野県上田市野倉 749
kobayashitei@gmail.com

teikobayashi.tumblr.com

ART ISLANDS TOKYO 2014

11

場所：大島農民美術資料館

「お山の駱駝のために NO2-2014」再生プロジェクト（李 容旭 ＋ 藤井工房）
[ 映像、5 mins.、サイズ可変、写真、関連資料他 ]

2013 年 制 作 さ れ た 歌「 お
山の駱駝」再生プロジェクト
に共感した藤井工房さんの強
い希望により 2014 年 2 回目
の再生プロジェクトが動き出
した。主に再生された歌の再
演の様子を収めた映像の上映
と昨年の駱駝の再生の様子を
収めたドキュメンタリー映像
やプロジェクトの関連資料と藤井虎雄氏による関連資料の収集、整理から展示
は成り立った。駱駝を通して大島の文化や人、自然を考える入り口として、そ
して島の人には懐かしい故郷の痕跡を脇間見る記憶の扉として今回の展示が機
能しているように感じた。
藤井虎雄氏に御礼を申し上げたい。

李 容旭／ yong-uk LEE

[ 韓国／ KOREA]

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
2013 歌「お山の駱駝」再生 アートアイランズ TOKYO 旧波浮小学校、大島／東京
田人の森に遊ぶ ART Meetiong 2013 田人地区、いわき／福島
Six Cosmos 6 人展 ギャルリー志門、銀座／東京
[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
165-8678 東京都中野区本町 2-9-5
lee@img.t-kougei.ac.jp

www.t-kougei.ac.jp
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東京工芸大学芸術学部映像学科

「そして道はまたつづく」
[ 映像、5 mins.、サイズ可変 ]

踊り手黒田オサムと大島の旅。2011 年マル
チスクリーンの展示による作品の単チャンネル
バージョン。
大島の海から三原山の頂上までを練歩く姿を
映像で追い続ける。一定なリズムで刻んで行く
黒田氏の足跡は何とも言いようがない居心地の
良さに解けて行く。そこには歩くというシンプ
ルな動作が踊りに転化する瞬間に出会える喜び
がある。

場所：視聴覚質

A Generous
[Acrylic color on canvas]

I would like to present an impression feeling towords the person.

コムサン・パンパニャ／ Komsan Pumpanya

[ タイ／ TAILAND]

B.F.A. Painting, Faculty of Fine Arts: Rajamangala Institute of Technology,
Northern Campus, Chiang Mai, Thailand
[Art Exhibitions 2013~]
2013 ”Erotic of Lanna” The Meeting Room Art Café Chiang Mai, Thailand
”Travelling Arts Festival with Nacha Thepsadej” Chiang Mai, Thailand
”Art Auction for Royal Thai Monastery Buddhagaya, Under patronage
of Thai Government, Bodh-Gaya, Bihar, India Benefit”Thailand
”Tropical Light” Nacha Artists‘ Residence, Chiang Mai, Thailand
”Art Auction for the Chaipattana Foundation” Chiang Mai, Thailand
”Coffee Emotional Art” Chiang Mai, Thailand
The 1st International “The Nacha Artists’ Residence Contemporary
Art Exhibition” Chiang Mai, Thailand
”The King Of Art” Chiang Mai, Thailand
2014 ”Jaipur Art Festival 2014” Jaipur Rajasthan, India

[Awards]
1999 2nd prize, Northern vocational diploma level Art Contest
2000 1st prize, Northern vocational diploma level Art Contest
2001 Outstanding Award at 11th Rajamangala Samphan Art
Contest
2002 Admirable Prize “8th Tiwtadngam Namchonburee Seburapa
Long Live The Queen”
2003 1st prize, 2nd, Franco - Thai, Painting Contest
2008 Admirable Prize “The Original Embroidery Works for the
Foundation of Supplementary Occupations and Techniques
of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand” by the Bangkok Bank

172 Moo 6, Tambon Maeyangtan, Amphur Rongkwang, Phrae 54140, Thailand
komsan.seen@hotmail.com
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場所：旧甚の丸邸

源：天の恵み、想／ Source - Pluvial, One Mind
[ 和紙、インク、ワックス／ Japanese paper, Ink and Wax]

Drops and tears are the outcome of plentiful sources.

ミレヤ・サンパー／ mireya SAMPER

[ アイスランド／ ICELAND]

Mireya Samper was born in Iceland in 1964. She studied Art both in Iceland and France
and graduated from Ecole d’ Art de Luminy in 1993. Since then, she has lived and worked
in many countries around the globe; creating sculptures, site specific installations and two
dimensional works. She has made over twenty solo exhibitions and outdoors works and
over thirty group exhibitions and Art Residencies around the world.
Mireya has also developed her own encaustic method that allows paintings on paper to
be translucent.
Mireya is the Founder, CEO and Artistic Director of the International Biennale Fresh Winds
since 2010.

Bakkabraut 7d, Kopavogur,Iceland 200
mireya@mireya.is

www.mireya.is

14 ART ISLANDS TOKYO 2014

場所：校庭

十字路／ Crossroad
[ 旧波浮小学校のグランドと土／ Habu elementary school grounds, Oshima soil]

This pretend crossroads performs as an image of an
in-between space. I see it as a symbol of the liminal
threshold between culture, other spheres, spatiality and
time. I enjoy the emptiness at the center of a crossroads.
It is a clear place, where one is between one direction
and the next; the center of a crossroads can be either a
point of crisis or a freeing expanse.

カトリーナ・トムソン／ katrina THOMSON

[ ニュージーランド／ NEW ZEALAND]

Katrina Thomson is an artist based in Dunedin, New Zealand. Her eclectic practice
involves temporal performances and sculpture. She is interested in Performativity and the
Cinematic in Sculpture.
“I have a drive to make installation that is bigger than the viewer, which the viewer either
has to move through, or stay to witness the composition.”

238 High ST., Dunedin, Otago, New Zealand 9016
thomson.katrina@gmail.com

ART ISLANDS TOKYO 2014

15

場所：椿公園

環・伊豆大島 – 相模の海／ Sagami-Nada Sea Rim Regional
[ 相模湾や相模灘に面した地域で入手された材／ Obtained in the region facing the Sagami-nada Sea and Sagami Bay]

石と竹を組み合わせて、景色をつくろうとした。
「いい景色」と人が思わずつぶやいてしまう景色とはどんな景色だろうか。
「環」とは大島西岸の野増から本土方向を眺めた印象から。
滞在中はスーパーカブで毎日のように通過していた。

岩崎 幸之助／ kohnosuke IWASAKI
1961 静岡県生まれ
1983 より、国内外のグループ展、アートシンポジウムなどへ石彫で参加
1991 スコットランドアバディーンで滞在制作
1996 個展 ギャラリー彩園子 盛岡市
2006 石の彫刻国際シンポジウム 高松市
2007 メキシコ日本彫刻の友愛展 ユカタン州
2010 ～ 藤沢今昔まちなかアートめぐりに参加

253-0024 神奈川県茅ヶ崎市平和町 1-8
2530024@gmail.com
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場所：警備員室

Artificial Flower Garden
[ 造花、木、布、扇風機／ Artificial flower, Tree, Cloth, Electric fan]

出会いとは、お互いの状況など環境が整ってはじめて成立するものでそこに
は偶然の積み重なりが色濃く作用されます。
はじめてこの島を訪れた時に、造花と出会いました。
今思えば、この作品は何かに作らされた気がしてならないのです。

内海 仁／ hitoshi UTSUMI
1969 香川県で生まれる
1992 東京造形大学彫刻科卒業
2013 第 8 回 TAGBOAT AWARD（世田谷）
SNIFF OUT2013（大阪）
Selected Colors vol.2 ( 原宿 )
SuperOpenStudio（相模原）
Sequence（高松 )
2014 Art Crosslink（原宿）
アートラウンジ vol.2（渋谷）
SICF15（青山）

252-0144 神奈川県相模原市緑区東橋本 2-27-26
info@iomoi.jp

www.iomoi.jp

ART ISLANDS TOKYO 2014

17

場所：海のふるさと村セントラルロッジ
WORK シリーズ

空間のダイナミズム／ Work Series: Dynamism of Space

[ キャンバス 100 号 アクリルカラー／ Canvas No.100, Acrylic color]

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。

大谷 早苗／ sanae OHTANI
1968 武蔵野美術大学造形専攻科油画修了
1973 〜 2014
個展 44 回
日本美術家連盟会員
[個 展]
2014 K’
s ギャラリー／銀座
2013 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 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@jcom.zaq.ne.jp
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場所：階段

生える・・・大島 1 ／ Growth・・・Oshima No1
[ 流木、フェルト／ Driftwoods, Felts]

螺旋階段を昇降する気配が、静かに生える。「ヒトガタマゴッパ
イ－ HTP」は、東京湾の流木で造られ、大島への航路を経て生え
てきた。

生える・・・大島 2 ／ Growth・・・Oshima No 2
[ 流木、フェルト／ Driftwoods, Felts]

インクに汚れることもない元印刷室は、何が孵化する
のかわからないタマゴが生える真っ白な部屋になった。
場所：印刷室

勝田 徳朗／ noriro KATSUTA
1953
1977

千葉県生まれ
東京造形大学卒業

1979 ～ 楡の木画廊、ルナミ画廊、なびす画廊、TOKI Art Space
SPC Gallery、Steps Gallery、Gallery 睦、GALLERY801、
等で個展
1976 ～ 多くの国内グループ展に参加出品のほか、韓国、タイ、フランス
のグループ展、アートシンポジウムに参加出品。

場所：放送室

生える・・・伝達／ Growth・・・transfer
[ ミクストメディア／ Mixed media]
283-0005 千葉県東金市田間 2118
spur8mk9@biscuit.ocn.ne.jp

放送室だった空間に向かい、情報の芽が生える。空間には
伝達された情報の軌跡が無数に残っているように見えた。
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場所：図書室

自然の落としもの／ Remembrances of Nature
[ ジアゾ紙／ Diazo paper]

ジアゾ感光紙を使った日光写真によるフォトグラムの作品。
こ の 夏 の 公 開 制 作 時 に、
森の中に落ちている木の実
や葉を木漏れ日の光で、流
木を砂浜で、太陽の光の強
さを感じながらその影を写
しとりました。

モノクロームー光について／
Monocrome - About the Light
[ ゼラチンシルバープリント／ Gelatin silver print]

門井 幸子／ sachiko KADOI
写真家
1986 多摩美術大学卒業
[SOLO]
2014、2011、2008 蒼穹舎ギャラリー（東京）
2014、2011 明郷伊藤牧場レストラン（根室市）
2007 UP FIELD GALLERY（東京）他
[GROUP]
2013 〜 14 深川いっぷく（東京 )、FLOWMOTION（帯広市）
2011 Photo Lab Gallery（Oregon,USA）
2010「深川フォトセッション」参加
2008「Layered Landscape」マキイ・マサル ファインアーツ
[ 写真集 ]
2008「KADOI SACHIKO PHOTOGRAPHS 2003-2008」蒼穹舎
125-0062 東京都葛飾区青戸 6-38-9
kadoi@pc4.so-net.ne.jp

www015.upp.so-net.ne.jp/s_kadoi
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パール田中 202

私たちのつくる山
The Mountains We Make
木も、草も、人も
Tree, Grass, Human Existence
自然と共存し生きている島の姿。人のつく
るもの、その存在の意味とおかしさ、哀しさ、
そして美しさ。
2004 年より撮影を続けている伊豆大島。
その 10 年の時空を、子どもたちが本ととも
に過ごした図書室に想いをはせて。

場所：昇降口

おもいの航路ーはがきに乗せて／ Oshima Heartfelt Messages
[ アクリル絵具、カラースタンプ台、消しゴムスタンプ、はがき／ Acrylic paint, Color stamp pad, Eraser stamp, Postcard]

使われなくなった小学校にはかつての賑やかなこどもたちの声が聞こえてく
るようだ。
運動場から昇降口にさすひかりは外へ向かうように、気持ちを高揚させてく
れる色の数々は子供たちが外へ走り出でるよう誘うようだ。訪れた人はポスト
カードに消しゴムで作られたスタンプを
押しその葉書きはポストに投函されそれ
ぞれの場所に飛んでいく。

かとう かずみ／ kazumi KATO
京都に生まれる。1975 年愛知県立芸術大学大学院 美術学部日本画修了
1975 年より世界各国を巡る。
1984 年より旅先にて「現場制作」を始める。文化や歴史の異なる地に身を置き、ポスト
カードに描き日本に送る仕事をする。表現はドローイング、水彩、コラージュ、金属立体
など具象、抽象と多岐にわたる。テ−マ「DAY BY DAY」その日その時その場所で捉え
た印象を作品に焼きつける。
2012 東京アートフェアー／ノートンギャラリー
「三人展」（ノートンギャラリー）
「かとうかずみ個展」（ヤスタケギャラリー）
「かとうかずみ個展 - いろとともだち」（古春堂画廊）
「かとうかずみ個展 - いろのこと」（ノートンギャラリー）
2013「NATURE FOPM 展」（アートトレイスギャラリー）
「かとうかずみ個展ーまなかいのゼロから」（メタルアートミュージアム）
2014「かとうかずみ展ーかゆきかくゆき」（ギャラリー砂翁）
「かとうかずみ展ーいろいろよ」（ノートンギャラリー）
193-0801 東京都八王子市川口町 3284-5
kuzguz@bj9.so-net.ne.jp
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場所：階段

澎湃／ Houhai
[Hikari ／ Light emitting diode (LED)]

光の波紋はここから始まり島々へ広がる。
Ripples of light are born at this place and spread to islands.

貴俵 秀行／ hideyuki KIDAWARA
1968 東京生まれ。桑沢デザイン研究所卒
2012 ゆとろぎ美術館展（東京都）
アート in はむら展 12th ゆとろぎ（東京都）
「福」と「FUKU」展 アートスペース月光醤油（福島県）
2013 CCAA 四谷ランプ坂展（東京都）
アート in はむら展 13th ゆとろぎ（東京都）
第 3 回アートラインズ TOKYO 国際現代美術展 2013 大島、新島（東京都）
アートウォーキング国立展 国立郷土資料館（東京都）
2014 袖触れ合うも堀尾貞治展 ギャラリー由芽（東京都）
アート in はむら展 14th ゆとろぎ（東京都）

168-0081 東京都杉並区宮前 3-31-17-524
kidawarahideyuki@hotmail.com
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場所：体育館

図工の時間／ ZUKOU Improvisation
[ アート・パフォーマンス／ Art Performance]

憶えてる？
Remember?
僕たちは何処からやってきたのだろう…
Where Did we come from . . .
約束の地
Promised Land
島から
From the island
島へ
To an island
安息の地
Haven
点と線を繋ぐ
I connect the dots and lines
旅の中
In the journey
図工の時間
Time of arts and crafts
思い出した
Remembered
ずっと‥
Much . .
これは島の外の人が大勢入ってきて作品を残していくというメタフォーでもある。
This is also a metapher that many people from the outside of the island come
and leave the artworks..

キッド・アイラック／ Kid Ailack
早川 誠司 (Director)
1976 年山梨県生まれ。
1996 年よりキッド・アイラック・アート・ホール & ギャラリーに勤務。( 現在チーフディ
レクター )
舞台や美術展の裏方として、ステージ照明なども数多く手掛ける。
工藤 大輔 (Designer)
1978 年茨城県生まれ。日本大学芸術学部デザイン学科卒業。
明大前のキッド・アイラック・アート・ホールに勤める傍ら制作活動もしている。
2013 年「すばらし展」、2014 年「face/surface」など個展も開催。
k.a.n.a (Dancer）
1987 年東京生まれ。2009 年青山学院女子短期大学芸術学科卒業。
美術家や音楽家とのコラボレーション、ギャラリーや劇場など、国内外でパフォーマンス
を行う。師はおらず独自に踊り始め、自身の祈りを探求。
156-0043 東京都世田谷区松原 2-43-11
arthall@kidailack.co.jp

www.kidailack.co.jp
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場所：旧甚の丸邸

恵みは海から／ Gift of the Sea
[ 和紙に銀箔 大島の土／ Silver foil on paper, Soil]

表具屋さんのＦさんに頂いた銀の揉み紙。
床に置いて見ていたら海になり静かに光って凪いでいた。

場所：1 階廊下

後藤 章子／ akiko GOTO

窓／ Windows

1996 愛知県立芸術大学美術学部絵画科卒業
2003 沖縄県立芸術大学美術学部研究生修了

[Velvet]

こんな素敵な校舎で子ども時代を過ごしたかったな。

[個 展]
2014 ハートフィールドギャラリー／愛知
2013 十一月画廊／東京
[ グループ展 ]
2014 ART TORNADO COMMUNICATION project1 ／顯正寺 愛知
Art Islands Tokyo 2014 ／旧波浮小学校 伊豆大島 東京
ながくてアートフェスティバル 2014 ／長久手文化の家 愛知
2013 vol.5 夢の間へ／祝宴邸宅 翔風館 愛知
2012 西宮船坂ビエンナーレ 2012 ／西宮市船坂 兵庫

462-0864 愛知県名古屋市北区織部町 1-14
aygoto35@nifty.com
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コープ野村 902

横長に広がる教室、
二階に上がる吹き抜け
や入口にある小さな螺
旋階段。
廊下にある船のよう
な丸窓をそっと浮かび
上がらせた。

場所：椿公園

出現／ Emergence
[ 稲ワラ／ Rice straw]

ここは、海から山に吹く風、山から海に吹く風が通過します。
風が通過したあとに、小さな小さな記憶のカケラが落ちていること
があります。

小林 ナオコ／ naoko KOBAYASHI
[個 展]
2010 Emergence －出現－（四谷ランプ坂ギャラリー）
2011 Specimen －標本－（ギャラリー檜 Plus ／京橋）
2013 Specimen II －標本 II －（ギャラリー檜 Plus ／京橋）
2014 標本 0℃（ギャラリー彩園子／盛岡市）
[ グループ展 ]
2012 波浮港国際現代美術展（旧波浮小／大島町）’
11
国際野外の表現展（東京電機大学／埼玉県比企郡）
2013 アーチストセンター展（東京都美術館）
滝沢アートフィールド（相ノ沢キャンプ場／盛岡市）’
11
現在進行形野外展（原峰公園／多摩市）’
11
我孫子国際野外美術展（宮の森公園／布佐市）
2014 アーチストセンター展（東京都美術館）
アートアイランズ TOKYO（椿公園／大島町）
183-0006 東京都府中市緑町 2-10-9
k70ko@ybb.ne.jp

場所：海のふるさと村
[PET 樹脂／ Polyethylene terephthalate]

www.geocities.jp/ndsgallery
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場所：新島／あいづや

出船 入り船 止まり船／ Circulation
[ 陶 、新島で採取した植物／ Pottery, Plants in Niijima]

島をおもう様々な人のありようを船にみたてた鳥で表現。（駒ヶ嶺）
新島で過ごして感じると。それは、とても魅力に溢れた環境でありながら、
島の人が気づいていないという口惜しさ。気づいていたとしても、いかしてい
ないという現実。
「あいづや」付近で採取し
た、ありふれた植物だけで
仕上げた空間から、少しで
も何かに気付いて頂けたら、
と願わずにはいられません。
（平間）

駒ヶ嶺 三彩／ misai KOMAGAMINE + 平間 磨理夫／ mario HIRAMA
1969 東京都新島村生まれ
1994 愛知県立窯業技術訓練校専攻科卒業
2014 boyAttic（代官山）にて展示

華道家
1977 福島県二本松市生まれ

154-0017 東京都世田谷区世田谷 4-11-10
misai1218@gmail.com

154-0012 東京都世田谷区駒沢 1-7-11
info@hirama-mario.com

日本文化の美の本質を追求する視線と、花、器、空間に対す
る深い思慮によって紡ぎだされる花の世界は、静かでありなが
ら圧倒的な強さを持つ。
常に、花の命を扱う「いける」という行為の意味を問い続け
ている。

www.hirama-mario.com
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場所：事務室

Art-Islands-Mix
[ ミクスト メディ／ Mixed media]

時々、ずっとこれを味わっていたいと思うような感覚に出会うので
それを集めた。
http://youtu.be/1jQWyvudlZw

佐々木 愛美／ aimi SASAKI
1983 年生まれ
2012 波浮港国際現代美術展 2012
個展 DELTA
2013 個展 Orbital Flghit
第 8 回 Ackid
アートアイランズ TOKYO 四谷展
波浮港国際現代美術展 2013
川崎大師でアート 2013 ～出会いの作法～
川崎市民ミュージアム 25 周年記念フェスティバル～食とアートと音楽と～
2014 グループ展 袖ふれ合うも

110-0004 東京都台東区下谷 2-22-8-401
a.s.prizm@gmail.com
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場所：廊下壁面

波浮スタジオ３／ HABU STUDIO Ⅲ
[ 紙、拾得物、ペン／ Paper, Waif, Pen]

港からバスに乗り坂をのぼった大島の廃校に持ち込んだ文庫、アメリカのビ
ザ問題に焦心する私はグラフィティーや手垢が滲む漆喰壁に勝手な妄想をみ
る。
カルシウムからできた漆喰は時間の概念を緩衝する。そんな海のような壁と
再生紙のドローイングを数日の私的な呪術として貼り合わせた。

柴田 智明／ tomoaki SHIBATA
2005 武蔵美術大学日本画
2014 文化庁新進芸術家海外研修制度 ロサンゼルス市派遣研修員

186-0005 東京都国立市西 1-1-38
wasurerare@icloud.com

wasurerare.jimdo.com
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場所：旧甚の丸邸

芽を出して まっすぐに立つ／ On growth, up standing!
[ カエデの枝、クロモジの枝／ Branches]

この場所に

この形を

置くこと

菅原 史也／ fumiya SUGAWARA
1972 年生まれ
東京造形大学デザイン科卒業・同研究課程修了
[ グループ展 ]（2003 年以降）
2003 ～ 2013 滝沢アートフィールド（相ノ沢牧野／岩手）
2005 生成と代謝（gineta ／神奈川）
2008 彩園子の現代作家 50 人展（ギャラリー彩園子／岩手）
2011、2012、2014 Art Islands TOKYO（伊豆大島／新島）
[個 展]
2009 水を讃える（あるぴいの銀花ギャラリー／埼玉）
水を讃える（gineta ／神奈川）
2013、2014 菅原史也展（あるぴいの銀花ギャラリー／埼玉）

330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 1-190-2-A122
hannabach815mt@camel.plala.or.jp

場所：新島／ SARO
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場所：椿公園

存在／ Presence
[ ペットボトル、水／ Bottle, Water]

三原山から登った太陽は、椿公園の建物を超えて、
正面の海に沈む。一日の太陽の通過や月日の経過と
共に、この公園には、触媒を通じて様々の様相を織
り成す。その瞬間は、二度と訪れる事が無い。だか
ら今と言う瞬間を大切にしたい。

竪川 可奈／ kana TATEKAWA
[個 展]
2014 磁気状況シリーズ 2014 Part 1

重力 〜見えない力〜（ギャラリー彩園子／岩手）

[ グループ展 ]
2014 高田芳樹 X 竪川可奈 展 SPC GALLERY（東京／日本橋）
現在進行形野外展（多摩市原峰公園／東京）
アートアイランズ TOKYO 国際現代美術展（伊豆大島／東京）
特別企画展 「袖ふれあうも」IV（ギャラリー由芽のつづき／東京）
Spirit Products Conception 2014（SPC ギャラリー／東京）
2013 現在進行形野外展（多摩市原峰公園／東京）
アートアイランズ TOKYO 四谷三丁目展（ランプ坂ギャラリー／東京）
滝沢アートフィールド（盛岡市相ﾉ沢キャンプ場／岩手）
2012 波浮港国際現代美術展（伊豆大島 / 東京）’
11
2011 波浮港国際現代美術展 報告展（ランプ坂ギャラリー／東京）
252-0242 神奈川県相模原市中央区横山 5-7-2
kana@tatekawa.com

www.tatekawa.com
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場所：2 年教室

白い庭の黒椿・黒い庭の白椿／ Black Camellia, White Garden・White Camellia, Black Garden
[ 砂、礫、石、木、椅子／ Sand, Stone, Wood, Two chairs]

黒い島と白い島の神話を想定し、その物語世界をインスタレーションと詩で
表現しました。
黒い島の“黒椿姫”と呼ばれる美しいお姫様が白い島にお輿入れをし、白い
島の“白椿姫”と呼ばれる美しいお姫様が黒い島にお輿入れをします。黒椿姫
は海の向こうの黒い島を懐かしみ、白椿姫もやはり故郷の白い島を思い出し睫
毛を震わせるのでした。

黒い庭の白い玉座の黒いヴェールのその上の白い椿の睫毛ふるえるその向こう
そら
の黒い山のその向こうの白い山の彼方の黒い宙の彼方の白耀星のその輝きにも
似た美しい貴女
（白い島から来た姫を讃える歌・詠み人知らず）
白い庭の黒い玉座の白いヴェールのその上の黒い椿の睫毛ふるえるその向こう
そら
の白い山のその向こうの黒い山の彼方の白い宙の彼方の黒耀星のその輝きにも
似た美しい貴女
（黒い島から来た姫を讃える歌・詠み人知らず）

戸野倉 あゆみ／ ayumi TONOKURA
1964 新潟県長岡市に生まれる
1990 東京藝術大学大学院美術研究科修了
2013
2013
2012
2011
2010
2009

2 人展 蜘蛛の女王・三つのドレスの物語／アートスタジオ Dungeon
Le Pont レジデンス美術展／ ル・ポン・ド・モンヴェル フランス
View: Equinox 国際野外美術展／ロキシュキス リトアニア
Fresh winds 国際美術展／ガルドゥール アイスランド
Jara Island International Baggat Art Exhibition ／加平 韓国
我孫子国際野外美術展 ／千葉

173-0012 東京都板橋区大和町 2-1
a.tonokura@gmail.com

東京

場所：新島／豚舎

結実
樹に果実が実り、人はそれを収穫し、
食した後の種からまた樹の芽が出る。そ
の樹にまた果実が実り、人はまたそれを
収穫し…。
人と自然のサイクルを表現しました。
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場所：新島／新島現代ガラスミュージアム前庭及び新島ガラスアートセンター

振り子ガーデン
[ 新島ガラス／ Niijima glass]

島の自然と火山岩ガラスの瞬間的なエネルギーに触発されながら、プリミ
ティブでダイナミックな宙吹きガラスの伝統的技法に金工や陶芸の手法を取り
入れた器やオブジェを制作しています。
新島特産の火山岩（コーガ石＝黒雲母流紋岩）から生まれた新島ガラスの特
性と物語性を生かし、屋外
の生活空間を飾り、遊ぶイ
ンスタレーション。
風鈴や振り子のようなイ
メージで大地の鼓動や大気
の流れを読み、時の流れに
と共に様々な音を奏で光と
陰を映します。

Time & Space

野田 收／ osamu NODA
1952
新島生まれ
1978 〜 80 多摩美術大学立体デザイン科卒業 同研究室 副手
1981 〜 83 Illinois State University 大学院美術学部奨学生
1984 〜
同校卒業 野田ガラス工房設立
1985 〜	
大塚学院非常勤講師
1986 〜 90 多摩美術大学非常勤講師
1988 〜
新島ガラスアートセンター設立、ディレクター
1995 〜	
都立新島高校市民講師
現 在
（公社）社日本クラフトデザイン協会会員
都立新島高校市民講師
米国ピルチャックガラススクール国際評議委員
受 賞
Marshall Dulaney Pitcher Art Award（イリノイ州立大学）
“Fragile Glass Art ’
84 展”学生部門一位
「工芸都市高岡 97 クラフトコンペ展」奨励賞
「98 日本クラフト展」日本クラフト賞
100-0400 東京都新島村間々下海岸通り
center@niijimaglass.org

www.niijimaglass.org
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新島ガラスアートセンター

Leaf Line

場所：3 年教室

サマーバケーション／ The Summer Vacation
[ 発泡スチロール、合板、ジェッソ／ Expanded polystyrene, Plywood, Jesso]

船に乗って、夏には多くの人々がやってくる。
みんなの夏休み。
夏休みの教室。静かな教室。さみしい教室。
だれもいない、自由な教室。
にぎやかな教室。みんな早く帰ってこないかな。

林 舞衣子／ maiko HAYASHI
2005 日本大学大学院芸術学研究科造形芸術専攻博士前期課程修了
2003 第 66 回新制作展 / 東京
須賀川市石のシンポジウム / 福島
第 19 回（財）北野生涯教育振興会彫刻奨学生作品展／東京
2004 練馬区立美術館子供ワークショップ展／東京
越後妻有トリエンナーレ 2006「脱皮する家」/ 新潟
2005 練馬区立美術館子供ワークショップ展／東京
2010 個展 川越市立美術館市民ギャラリー／埼玉
2013 個展 トキアートスペース／東京
2014 個展 トキアートスペース／東京
第 6 回柳瀬荘アート・教育プロジェクト
「アウェーゲームー茶碗に勝てるかー」／埼玉

362-0037 埼玉県上尾市上町 2-7-22
koimashiyaha-1107@ae.auone-net.jp
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場所：6 年教室

ワダツミ
[ 葉のついた雌竹、サバイバルシート、アクリルミラー、漁網、サメの歯４体、大島の赤土・黒土、センサーチャイム（波浮の港演奏）、奉書紙、粘着テープ ]

「記憶を尋ねる」
8 月 16 日～ 17 日で波浮港のフィールドワークを行う。波浮港を愛する会会
長金子さんより波浮港隆盛時の記録を見せていただく。波浮港でくさや店「や
まよ」の店頭にサメの歯 4 体を見る。裏砂漠、黒い砂の海岸を散策等。
原は香川県生まれの香川県育ち。地元には、海の神様「金比羅大権現」があ
る。祭神は「クンピーラ＜サメ＞」である。大島波浮港は太平洋で漁業を行う
日本各地の多く漁民の漁船が風待ちして賑わった。四国と伊豆大島、瀬戸内海
と太平洋、二つの地域をつないでみたいと考えた。
「くさや」の原料となったサメの歯４体は波浮港隆盛時の記憶だ。それを祭
神に見立て、展示室をアミニズム的空間へ変貌させた

原 博史／ hiroshi HARA
原 博史（2003 〜）、本名：谷川 博史
1956 高松市に生まれる。
1979 多摩美術大学絵画科 卒業
2014「神戸アートマルシ 2014」
KOUBE MERIKEN PARK ORIENTAL HOTEL
（神戸市）
「Art Nagoya2014」ウェスティンナゴヤキャッスル 9F フロア（名古屋市）
「GIAF 2013」昌原コンベンションセンター（韓国昌原）
2013「かがわ・山なみ芸術祭」綾川町、まんのう町
2012「Unbound Perspectives Exhibition」Agora gallry（New York）
2012「Art Taipei 2012」Taipei World Trade Center（Taiwan）
「monohouse2012」展 ギャラリー Artizan（東京都／本駒込）
2012「原博史展」あーとらんどギャラリー（香川県／丸亀市）
2011「Round」展 ギャラリーなつか（銀座・東京都）
2010「別府アジア絵画ビエンナーレ 2010 展」別府市美術館（別府市・大分県）
2008「原博史展」Art Beatus（バンクバー市・カナダ）
2007 ’
08 ’
10「原博史展」ギャラリーなつか（銀座・東京都）
766-0202 香川県仲多度郡まんのう町中通 675
tanikaw@me.com
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NomoHouse

場所：5 年教室

The Sea of Christ is Near
[Photograph & String]

くりすの海には、わたしが知らない世界が沢山ある。そこはとき
には深くときには荒々しい音をたてる。だがその海は汚染され決し
ておさまることはない。人も樹木も海の恩恵を受けている。輪廻。

ヒグマ 春夫／ haruo HIGUMA
映像作家・美術家・パフォーマンスアーティスト
2004 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 府中市美術館でライブ・インスタレーション「深層風景」
2006 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、2009 越後妻有アートトリエンナーレ
2011「Ombres et Lumières」サンマロ市・フランス
2014 ART MEETING 2014 田人の森で遊ぶ（いわき市）
精魂と映像とのコラボレーション 2014（東京）
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

www13.plala.or.jp/higuma
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場所：音楽室

大島のひまわり号／ Oshima Himawari Bookmobile
[ 布、ゴム、粘土、その他／ Mixed media]

大島を走る移動図書館“ひまわり号”をテーマに、取材しつつ、制作しました。
ひまわり号 GO ！
I created this installation, collecting data with the theme of the mobile
library called Sunflower which passes through Oshima.
Sunflower GO!

広田 美穂／ miho HIROTA
1961 横浜生まれ
1986 多摩美術大学大学院修了
2014 現代アーチストセンター展（東京）
2013 国際野外の表現展（埼玉）’
10、’
06
2011 源平屋島現代美術展（香川）
自然と共生するア－ト II 展（山梨）
絵本「ひのっ子日野宿発見」原画展（東京）’
13
2010 ART BASE NULL 作家交流展（大阪）’
09、’
08、’
07
KorkeP the 36th International Art Camp Lazarea（ルーマニア）
藤沢町中アートめぐり（神奈川）

235-0015 神奈川県横浜市磯子区久木町 8-4
kiririn_mi@ybb.ne.jp
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場所：郷土資料館「しまの家やしき」

Red Line Connection ’
14 OSHIMA
[ 毛糸、木、石／ Knitting wool, Branch, Stone]

やしきの回りに積まれた薪を庭に配置してみた。揺れる、叩く
と音も響く、営みのなごり。

Red Line Connection ’
14 OSHIMA 屋内
場所：新島／釜ヤカタ

本多 真理子／ mariko HONDA

Red Line Connection ’
14 NIIJIMA

1992 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、
RAMPGallery、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

[ 毛糸、石／ Knitting wool, Stone]

かまどと五右衛門風呂が備わったカマ
ヤカタは昭和 20 年代に建てられたもの。
建設素材は新島産の抗火石。子どもたち
の声や湯気が懐われる。
カマヤカタへ私の 2 年目のアプロー
チ。新島の前浜で拾った丸い石の重さを
フェルトで包んで赤い糸のテンションで
表した。

362-0813 埼玉県北足立郡伊奈町学園 2-2
hondamariko822@yahoo.co.jp
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場所：1 年教室

Touch the Ground
[FRP]

わかるってどういうことだろう。
知ってるってどういうことだろう。
ほんとのことってどうしたらわかるだろう。
真実はたくさんあるって、つい忘れてしまいがちだけど。

三木 サチコ／ sachiko MIKI
1974 年群馬県生まれ。2001 年東京造形大学（彫刻）研究生 修了。
[個展]
2013「ねえ、どうして頭の中みえてるの？」メタルアートミュージアム光の谷／千葉
「やわらかな球めぐる粒」CASHI ／東京
2009「プレゼントは雨の後ろ」CASHI ／東京
2008「震度 1 の微震」CASHI ／東京
2007「Rainbow」田中画廊／東京
[ グループ展 ]
2014「花と緑のフェア」内 童話表現アート 船橋アンデルセン公園／千葉
「アートアイランズ TOKYO 2014 国際現代美術展」東京／大島
「BIWAKO ビエンナーレ 2014」近江八幡／滋賀
2013「NAKANOJO BIENNALE 2013」中之条／群馬
「大地を包む－繊維からの再考－」越後妻有里山現代美術館キナーレ／新潟
「sculpture garden 2013」ケンプアートセンター／テキサス
2012「琵琶湖ビエンナーレ 2012」近江八幡・五個荘の古民家、滋賀
「日タイ彫刻シンポジウム」チェンマイ大学アートセンター、チェンマイ
252-0141 神奈川県相模原市緑区相模 1-18-15
mocomimimi@yahoo.co.jp
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場所：郷土資料館

Lighthouse
2011 年大島町役場への寄贈作品。

場所：旧甚の丸邸

表相として／ FOR SUPERFICIAL
[ シルクスクリーン、和紙、アクリルボックス、黄色蛍光灯／ Silkscreen Printing, Paper, Acrylic box]

「ずっと平面上の表面性を考えている。絵画を
人間に例えると、表面＝いちばん表に出ていると
ころは皮膚ではないか。そして、この画像イメー
ジは自らの皮膚を写真に撮り、シルクスクリーン
に転写、反転焼きし合成し和紙に印刷したもので
す。自分の皮膚や皺を良く見ると結構面白い形を
していることに気が付く。」

望月 厚介／ kousuke MOCHIZUKI
1948 静岡県生まれ
2000「日本―現代のヴィジョン」展 招待出品（スルメールミュゼ・南フランス）
2002 ～ ’
11 高知国際版画トリエンナーレ（井野町紙の博物館・高知）
2003 プサン国際版画・彫刻際 招待出品（プサン市民ホール・韓国）
ハンガリー国際版画ビエンナーレ 招待出品（ハンガリー美術館巡回・ハンガリー）
「温度差７℃」SAKURA FACTORY ／ BOX・KIOKU ／ギャラリー繭蔵（青梅・東京）
2004 ～ ’
05 CIGE 中国國際画廊博覧会（北京国際科技会中心・中国）
「風景の心電図」展 SAKURA FACTORY ／ BOX・KIOKU（青梅・東京）
2005 ～ ’
07 SIPA ソウル国際版画アートフェアー（ソウルハンガラム美術館・韓国）
「里山と在る」展 SAKURA FACTORY ／ギャラリー繭蔵（青梅・東京）
2009 IMPRINT ／現代版画コレクション展（マガシネットギャラリー・スウエーデン）
2010 2010 NY Coo Gallery Open Art Contest 大賞受賞（NY・USA）
2011「日本―ベルギー国際版画交流展」京都芸術大学（＠ K CUA ギャラリー・京都）
（To）BREAK 日本とドイツを繋ぐ展（シュレースビッヒ～ベルクラム・ドイツ）
2012「存在を超えて」アートプログラム青梅（青梅美術館・東京青梅）

[ 主な収蔵先 ]
町田国際版画美術館、東京多摩市、韓国版画協会、
福島県矢吹町芸術の村企画展示室、帯広六花亭製菓
株式会社、極東産業株式会社、羽村市松林小学校、
ワルシャワ ファインアート アカデミー、
（農業法
人）藤野クラブ、宇フォーラム美術館他

186-0001 東京都国立市北 3-22-15-104
moon-river@s6.dion.ne.jp
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イ ベ ン ト 2 0 14 ／ Even ts 2 0 1 4
2014 年は、新たな取り組みが多くあった。グランドオープン（全会場の公開）は 8 月 30 日であったが、その 3 週間
前から様々なイベントを実施した。滞在型のアートイベントの場合は、この準備期間中に地域の人々との交流や、地域
を巡る中から制作のポイントとなる出会いを得ることも多い。ここでは、それぞれの取り組みを時系列と写真で示して
いる。
8月9日

大島元町仲通りにアートアイランズプレゼンテーション店オープン ❶

8 月 9、10 日

アートアイランズプレゼンテーション 夏祭り参加（同上）

8 月 10 日

「駒ヶ嶺親子展」展示スタート（新島：あいづや）

8 月 18 日

「公開制作」スタート（制作はそれ以前から始まっていた）❷

8 月 20 日

「世界の子どもたちの絵画展」スタート（大島：七島信用組合波浮出張所）❸

8 月 23 日

元町地域での作家プレゼンテーション（大島：元町プレゼンテーション店）

8 月 23 日

「幻燈会とパフォーマンスの夕べ」（大島：椿公園）❹

8 月 25 日

「映像ワークショップ」東京工芸大学学生によるワークショップ（大島）

8 月 27 日

「世界の子どもたちの絵画展」スタート（新島：新島港船客待合所）❺

8 月 28 日

「平間磨理夫＋駒ヶ嶺三彩 コラボレーション」（新島：あいづや）

8 月 30 日

「グランドオープン」旧波浮小学校メイン会場 ❻

8 月 31 日

「バス見学ツアー」第 1 回目 ❼

9月4日
9月6日
9月7日
9 月 10 日
9 月 14 日

プレゼン店をオープン

大島第三中学校にて「海外作家 Mireya Samper による研究授業」（3 年生対象）❽
「本多真理子＋１」ワークショップとプレゼンテーション（新島：商工会館）❾
パフォーマンス：Kid アイラック、Tei Kobayashi（大島：旧波浮小学校）
「島ガールツアー」来島（9 日は台風の影響で中止）
最終日、「バス見学ツアー」第 2 回目

❶

「仲通り」は、大島のメインの商店街。
その一角の旧小泉カメラ店で、「アート
アイランズ TOKYO」の紹介のための店
をオープン。夏祭りを中心に開店。9 月
はアンコ猫写真館になりました。

公開制作

❷

8 月 18 日からどの会場でも制作を公開。
「椿公園」は、ドライバーも立ち寄りま
した。旧波浮小学校は、海外作家ともふ
れあえる。訪問者がもっと多くなると、
作家はうれしい反面、制作は大変。

世界の子どもたちの絵画展
世界の子どもたちの絵が東京の島々に
やってくる、第 3 回世界の子どもたちの
絵画展。
大島では、七島信用組合波浮港出張所に
於いて 8/20 〜 9/11 まで開催。
（写真左 ❸）
新島では、新島港船客待合所に於いて
8/27 〜 9/10 まで開催。（写真右 ❺）
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幻燈会とパフォーマンスの夕べ

❹

「椿公園」雨の予報は外れましたが、椿
公園の建物の屋根の下で実施。幻燈会で
は、参加作家の今までの代表作を発表。
パフォーマーは、タイのアーチスト「パ
ドンサク」。緊張感のある静かな時間が
過ぎていった。

オープニング・セレモニー

❻

8 月 30 日、メイン会場。川島理史町長（写
真左）波浮の港を愛する会副会長金子勇
さん（写真右）はじめ多くの方が駆けつ
けてくれた。作家の自己紹介とパフォー
マンス。この日、午後からグランドオー
プンである。

バス見学ツアー

❼

同乗する作家と共に各会場をバスで巡り
作品を鑑賞するバス見学ツアーを 8/31
と 9/14 の 2 回実施。

ワークショップとプレゼン

❾

9 月 6 日新島商工会館で、午後 1 時から
「本多真理子 + １（東京工芸大学 原田
大輔）」によるワークショップと、午後
7 時から現代美術に関するプレゼンテー
ション（海外作家：ミレイヤ、カトリー
ナと委員会から）を行う。ガラスアート
センター作家などが参加してくれた。

大島第三中学校の生徒作品展示

大島第三中学校の訪問授業

波浮の鉄砲場に中学生の作品を展示。

ミレイヤは、石彫を実演し、生徒はドロップ（しず
く）をテーマに作品を制作。映像でアイスランドの
風土を紹介し、国際的な視野を広げた。

❽
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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 2014

映像ワークショップ制作作品展示
場所：郷土資料館（右）
旧波浮小学校 男女更衣室（下）

映像ワークショップ制作 I

映像ワークショップ制作 II

映像ワークショップ制作 III

music video: Habu Minato

どうぶつ園

高橋 優馬、笠井 昇、後藤 玲奈
佐藤 詩織、谷口 理奈、滝本 律基

寒川 義希、中村 駿鷹、原田 大輔
笹 日加瑠、平山 晃妃、松島 桂子

高橋 駿介、細沼 孝之、土居 紋歌
石川 桃茄、川久保 杏、西出 結

優馬くんに初めてカメラを持たせて自由
に撮ってもらいました。普段、優馬くん
が見ている景色が伝わる作品。

大島第三中学校の生徒と一緒に撮影を行
い波浮港周辺を題材にして作った疾走感
のある作品。

[ 機材：iMovie, SONY VX720V]

[Adobe After Efect, Adobe Premire Pro]

小学校 4 年生の駿介くんに、まずは映像
に親しんでもらおうということで、都立
大島公園の動物を、駿介くんが撮影した
映像と大学生が撮影した映像の 2 つの視
点から紹介する作品。

おれが見たもの、
日の出浜に行ってきたよ

[ ワークショップ中の撮影写真 ]

[ ワークショップ風景 ]

[ 東京工芸大学（アドバイザー）]
笠井 昇、後藤 玲奈、佐藤 詩織
谷口 理奈、滝本 律基、原田 大輔
笹 日加瑠、平山 晃妃、松島 桂子
細沼 孝之、土居 紋歌、石川 桃茄
川久保 杏、西出 結
[ ワークショップ受講メンバー ]
寒川 義希（大島町立第三中学校）
中村 駿鷹（大島町立第三中学校）
高橋 優馬 ( 大島町立ツバキ小学校 )
高橋 駿介 ( 大島町立ツバキ小学校 )
助成：東京工芸大学 Co-G.E.I チャレンジ 2014（学生による工・芸共同研究）
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コ ラ テ ラ ル／ Co lla teral
同時期、同地域で行われるアートイベントと共働し、互いに支援や応援することで見学者の相互交流や理解が深まるこ
とを目標にアートアイランズより呼びかけを行った。昨年に続いて、駒ヶ嶺修三氏他、団体として「夏ゼミ」や「恵の園」
「大島教育研究会図工美術部会」があった。さらに以前のアートアイランズに参加した、エサシ氏・尾形氏が参加したこ
とは特筆すべき事項となった。アートの多様性は語るまでもなく広がっている。私たちの「アートアイランズ TOKYO」
では収まりきれない作品たちも、この機会に見ることができるのは幸いだ。今後、様々な新旧文化を紹介できるチャンス
として捉えている。

めざめる色と形 ～大島恵の園作品展〜
場所：大島恵の園「喫茶太平洋」ほか
主催：社会福祉法人武蔵野会 大島恵の園・第２大島恵の園
日常生活に常時支援を必要とする人が、自立に向けた生活をおくる恵
の園。その一角にある「喫茶店 太平洋」は交流の場、憩いの場とし
て地域住民に開放されている。そこに園の方々の作品を展示した。

世界とつながる！子どもたちの絵画展
～世界と大島の子どもたちの国際絵画展～
場所：大島元町港船客待合所
主催：大島教研図工美術部会
協力：美育文化協会（海外作品提供）
大島町の小中学校の図工美術で描いた島の子どもの絵と世界の子ども
の絵を同時に展示。

椿写真館 〜アンコ猫と写真〜
場所：旧小泉カメラ店（大島元町仲通り北側）
主催：椿写真館（店主エサシ & ムツミ）
椿写真館は元町港から坂道を上がった中程の角にあります。観光客も
島民もみな立ち寄っておしゃべりが出来る場をコラテラルの展示とし
て作ってみました。元町商店街の未来へのエールをこめて。

インスタレーション「One day」～福島から大島へ～
場所：椿の森公園
作者：尾形 勝義（アートスペース Whitehead）
ある日の私の生の波動が、福島と大島の森の波動と共振することがで
きるのだろうか？
100 時間ほど要した、私の 24 時間心電図トレースは全長 2000 ｍに及
んだ。

「黒い砂と白い土を生かし 〜古代に遊ぶ」
駒ヶ嶺 修三 作品展
場所：新島／あいづや
縄文人が、土器、土偶へ施した装飾は過剰で怪奇である。
これは超自然観、宇宙観を基にした豊かな生活力から育まれたものと
考察されている。
生活陶器を創る者として改めて「原点」である縄文の造形、精神性を
学びながら作陶に励んでいる。
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資 料 ／ D o cu men t
見学者数

アンケート

メイン会場（大島旧波浮小学校）以外は、見学者名簿がな
く概数での処理である。バスツアー、夜間のパフォーマンス
などの記載漏れもあり、少なくとも 1200 名ほどの見学はあっ
たものと思われる。旧波浮小で島外からの見学者の比率は
27％を超えている。2011 年の 20％以外は、島外者の見学者
がほぼ 30％前後で推移している。島内の見学者はリピーター
が多い（アンケート結果）のと比較して、初めて訪れる人も
多く美術展を通して島を知るきっかけとなっているようであ
る。
郷土資料館、海のふるさと村、藤井工房、新島の 2 会場は
有人で屋内会場でもあり、今後は、芳名帳など工夫し、実数
の把握に努めたい。

場所

数字

（旧波浮小学校以外は概数）

旧波浮小

557

新島プレゼン

15

新島会場（3 か所）

150

郷土資料館

50

藤井工房

150

うみふる

100

椿公園

60

夏祭り

60

幻燈会

20

大島プレゼン

10

KidAilack パフォーマンス

20

4 回目の今回、初めてアンケートをお願いした。122 名から回答があった。
アンケートは誌面の関係で一部割愛した。

3 回目
2 回目
4 回全部
初めて来た

複数回答
その他
ウェブサイト
ポスター
友人・知人（口コミ）

良くない 0%

その他 2%

短時間なので致し方ない

合わないと思う 3%

問題ない

作品自体がよくわからない
場を生かした作品が多かった

単独
家族
友人・知人

70 歳以上
50 歳代
20 歳代

不必要

高校生以下

どちらか判断しにくい

60 歳代

必要だと思う

40 歳代
30 歳代

その他、他の同じような美術展を見学したことがありますか？もし、入場料を払うとしたらどのぐらいなら払
いますか？という質問をしました。同じような展覧会を見ている人は少数派、入場料は払ってもいいという人が
70％ほどでした。交通の不便な場所での美術展へ足を運ぶ人々のプロフィールが垣間見えるようです。
ご協力ありがとうございました。

報道関係
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新聞：

9 月 8 日 東京七島新聞 [ 大島 ] 紹介記事、写真「戸野倉作品」
8 月 28 日 東京七島新聞 [ 新島 ] 親子展記事、写真「駒ヶ嶺作品」
FM ラジオ： J-WAVE 8 月 30 日 12:00 ～ 3 分ほどの放送、電話取材
ウェブ情報：朝日デジタル・マイナビ
大島広報誌、他

編集後記
作家さんたちは忙しいらしい。もう少し早く仕上げたかったのだが、押せ押せになってしまった。会場が広くなり、イベ
ントも増え記録写真が追いつかなかった。今年も台風の影響で島ガールの一つがキャンセルになった。それでも、新島で
も大島でも新たな試みが行われたこと、土石流災害のあった元町地区に会場を設置できたことなどはとてもうれしいこと
だった。皆さんありがとうございました。
推薦文を寄せてくださいました近藤幸夫氏に感謝いたします。

[ アートアイランズ TOKYO 事務局スタッフ ]
髙田 芳樹 本多 真理子 菅原 史也 竪川 可奈

小林 ナオコ

尾形 勝義

[ 報告集 ]
発行日：2014 年 12 月 28 日
発行：東京の島々を結ぶアート航路開発委員会
発行所：177-0035 東京都練馬区南田中 2-4-11
編集・デザイン：Tatekawa and Associates
写真提供：門井 幸子 貴俵 秀行 髙田 芳樹 菅原 史也
表紙写真作品：本多 真理子（Red Line Connection ’
14 NIIJIMA）

藤井 虎雄

[ 主催 ]
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会

[ 協賛画廊 ]
[ スペシャル・サンクス ]
金子勇博古館（波浮）
白井 嘉則
大島農民美術資料館（元町）
建築 高田
[ 共催 ]
ランプ坂ギャラリー（四谷）
金子 勇
2014 アートアイランズ TOKYO 実行委員会 ぎゃらりー由芽（三鷹）
藤井 七篤嗣
NPO 波浮の港を愛する会
ATELIER・K（横浜）
峰尾 佳伸
K’
s Gallery（京橋）
三田 修
[ 後援 ]
GALERLE SOL（銀座）
三田 郷子
大島町
GALLERY 枝香庵（銀座）
花道楽
新島村
TOKI Art Space（青山）
土井 牧恵
東京都大島支庁
SPC GALLERY（日本橋）
（株）マルヰエナジー
大島町教育委員会
アートギャラリー DECCO（千葉御宿）
妹尾 直子
新島村教育委員会
ギャラリー檜（京橋）
村松興業（株）
大島町商工会
ギャラリー茶房 歳時季（荻窪）
OASIS ISLAND GATE
新島村商工会
ギャラリー ｆ分の１（神田）
青木 健
一般社団法人大島観光協会
ギャラリー 湘南くじら館「スペース Kujira」（藤沢） Kichi
新島観光協会
ギャラリー街角（国立）
大島郷土資料館の方々
新島ガラス協会
ポラリス ジ アートステージ（北鎌倉）
海のふるさと村の方々
東京七島新聞社
ギャラリー 現（銀座）
元町仲通り会の方々
波浮婦人会
RISE GALLERY（目黒）
ひまわり号のボランティアの方々
アイスランド大使館
アートスぺース月光醤油（福島）
波浮保育園
ニュージーランド大使館
ギャラリー GK（銀座）
差木地保育園
タイ王国大使館
GALLERY 801（千葉長生郡）
大島町立図書館
駐日韓国大使館韓国文化院
ギャラリーせいほう（銀座）
古谷 香代子
オノ・ギャラリーくにたち（国立）
エサシ トモコ
[ 協力 ]
アートスタジオ Dungeon（板橋）
石井 悠貴
社会福祉法人武蔵野会第２恵の園
ギャラリー / 書肆蒼穹舎（新宿）
高山 奈実
大島町立小中学校教育研究会図工美術部会
アートスペース WHITEHEAD（元町）
濱谷 俊輔
村松興業（株）
ギャラリー れがろ（荻窪）
佐藤 ムツミ
大島旅客自動車（株）< 大島バス >
沢里 富也
[ 個人協賛 ]
伊豆大島コミュニティーボラン
鈴木 幸一
谷口 淑恵
木戸 修
柳瀬 洋樹
[ 協賛法人・企業・団体 ]
尾形 房子
大沼 由美子
樋口 秀司
東海汽船（株）
山田 重雄
山口 俊朗
村松 栄子
（株）日本標準
嶋津 晴美
野見山 由美子
堀尾 貞治
村上工業（株）
新島 Saro
内山 五月
野村 眞理子
東京造形大学校友会
小久保 正雄
髙田 てる子
三木 祥子
JUN 設計事務所
武藤 美子
髙田 洋子
金城 安正
九段坂総合法律事務所
大沼 由美子
梅村 勝
小林 眞砂子
公益財団法人美育文化協会
植松 摂
鈴木 博美
礒貝 昌隆
七島信用組合
前田 孫一
田代 恵子
嶋津 晴美
東京工芸大学芸術学部
前田 明永
田鶴濱 洋一郎
若林 久美子
善コンディショニング
大沼 暁
MOCK MOCK
秋澤 慎吾
岩瀬 千鶴子
清野 義光
おかんの味まっちゃん
金澤 正義
白井 権吉
須藤 貴子
（株）大島牛乳
橋本 憲治
関根 あけみ
林 貞次
（株）加藤設備
江上 弘
上杉 英
林 君江
[ 助成 ]
公益財団法人朝日新聞文化財団

伊藤 真澄
中山 登
沼崎 憲滋
入谷 弘
髙田 直樹
星晃
阿部 比左志
栁澤 剛
時得 孝良
藤井 孝次朗
竹中 秀男

赤川 浩之
足利 桂子
中山 好
三輪 暁
谷川 博史
谷川 博子
神林 まどか
山田 三正
秋広 幸男
タニグチ キヨエ
その他匿名の方々

[ ボランティア ]
嶋津 晴美
秋田 京子
秋田 眞由美
浅見 良子
五十嵐 初代
今成 秀榮
柏木 早苗
金川 加代子
金川 文代
櫻井 きみ子
佐藤 佐代子
嶋田 幸子

西浜
浜野
藤井
前沢
吉本
吉本
三田
三田
堀田
山本
島村
髙田

[Volunteer]
Asta Gudmundsdottir
Asra Rán Björt

www.art-islands-tokyo.com

芙美
きよ江
由美子
富子
雄二
みな子
修
郷子
五郎
昌人
宗充
洋子

