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アートアイランズ TOKYO 2019
第９回

国際現代美術展

アートアイランズ TOKYO 2019
第9回

国際現代美術展

大島 ＋ 新島＋ 式根島

大島会場／ OSHIMA:

AUG.

31st, SAT. – SEP. 15th, SUN.

新島・式根島会場／ NIIJIMA・SHIKINEJIMA:

AUG.

28th, WED. – SEP. 12th, TURS.

た

邂逅の航路

び

（時折、こんな風に思う）

回帰の航路は、費やした時間を振幅する

共鳴する、曳き波と時間

回帰の航路は、行先に佇む己の船影を映す

私たちは気づいている、回帰の航路もまた

今までと 違う海に在ることを

誤られる回帰の航路を嘆くことはない

新たな邂逅が必ずある

Art Islands TOKYO 2019
The 9th International Contemporary Art Exhibition
Oshima, Niijima, and Shikinejima

Voyage for the Encounter
(at times I ponder as follows)

The homeward voyage oscillates, resonates the amount of time she has spent.
The back rush and the time:
The homeward voyage hurls her own silhouette against the destination.
We all know that the homeward voyage is
also on the different sea than before.
There is no point crying over having taken a wrong route homeward,
as a new encounter will surely await you ahead.
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ファクサイ

Faxai がやってきた展覧会
An Art Exhibition with “Faxai”
例年のように 16 日間程の展示を予定していた。しかし、大島で開催できたのはオープン
からの 9 日間であった。残りの 7 日間は公開中止となった。台風 15 号の直撃を受けた結果
だ。同様に、新島・式根島でも 12 日間で展示を中止とした。
今までも台風は毎年のようにやってきた。パフォーマンスや東京からの見学ツアーの中
止、海外作家の繰り上げ帰国など様々な影響があったが、多くは欠航に伴う移動の問題で
あり、作品への影響は最小限で済んできた。室内展示作品が被害を受けたことはない。
だが、今年は違った。強風は、会場の旧波浮小学校の窓枠も昇降口の鉄製の引き戸まで
押し倒し、南からの潮を建物内部まで運んだ。多くの作品が被害にあった。堀尾貞治氏の
15 メートルほどある紙作品は数片にちぎれ回収に苦労した。交通路も電気も水道も遮断さ
れた中で、展示継続を望むことはできなかった。

東京の島々を結ぶアート航開発委員会
実行委員長

髙田 芳樹
Yoshiki TAKATA
Chairperson
Planning and Development
Committee for Contemporary
Artways Linking TOKYO Islands

元々、島で行う展覧会である。参加者
は天候悪化を想定して計画をしている。
野外展示は悪天候に対する対処も考慮し
ている。しかし、室内については、そう
ではない。
台風後、撤去に訪れた作家は、現状を
見て様々な思いを持った。多くは作品と
会場の変化を単に破壊された場と見てい
るものではなかった。台風前に会場を訪
れた人が、再びこの場にいることができ
たのなら、その気持ちが理解できたかも
しれない。
この展覧会の作品は、場との関わりの中で成立するものが多い。関係（性）の芸術（リレー
ショナル アート）である。場をどのように考えるか作家独自の観点が求められる。海に囲
まれた島で時間をかけて島独自の文化が作られる。その一端に触れる時間を過ごした者と
して展示を考えるとしたら、この台風も環境の一部と捉えることができる。それは、台風
が作品上にもたらしたことも関係性そのものとして捉えようとする試みである。
中止を知らずに訪れた鑑賞者がどのように作品を見たのかも興味深く思う。
台風 15 号は、伊豆諸島を通過し房総の海辺を北上した。犠牲者は出なかったが、膨大な
被害をもたらした。この台風が Faxai（ファクサイ）というラオスの女性名である。この
時はまだ、台風 19 号が猛威をふるうことは誰も知らなかった。
9 回目まで、多くの方の協力により波浮地区をメイン会場としてきた。波浮にメイン会
場を置くことは難しい。それでも展覧会の実施を期待する声もある。
次回 2020 年この展覧会は 10 回目の節目を迎える。どのような形になるかは、現時点で
は判然としないが、Faxai（ファクサイ）が、新たに関係性をもたらしたと理解し、実施の
計画を立てている。

皆さまからの温かな支援に感謝を込めて。
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Faxai

We planned the exhibition over 16 days as was always the case ever. We could, however,
hold it in Oshima only for nine days. We had to cancel the rest of 7 days. This was an outcome
of the typhoon directly hit the island. We also decided to give up exhibitions in Niijima and
Shikinejima at the point of the twelfth day.
Typhoons have come every year. We thus suffered from many effects resulting in cancellation
of performances and tours from Tokyo and so on. At one time, some oversea artists needed
to go home earlier than initially planned due to a typhoon. Still, these problems were chiefly
with transport and hence our art works had hardly been damaged so far. Art works inside the
building were never damaged by typhoons at all.
Yet, things were different this time. The strong wind destroyed our main venue, the former
Habu elementary school, with window frames utterly
creeked and even with the steel door at the main
entrance battered down to the ground, and finally
carried the tide from the south to the inside of school.
Many art works were damaged as well. Sadaharu
HORIO’s piece, which was made of paper and 15
meters long, was split into such pieces that it was
difficult to collect them. Under the circumstance that
electricity and water supply on top of transport were
all suspended, we could do nothing but giving up the
exhibition.
Participants were well-informed in advance of
possible unfriendly weather as the exhibition was to be
held in islands. Art works displayed outside were thus
well prepared for bad weather. However, this was not
the case with art works inside the building.
Those who visited the venue to clear their art works after the disaster had varied feelings on
facing the ravaged stuff in reality. Most of them did not understand the change in the venue and
art works as a mere result of devastation. You would have felt the same as they felt if you had
visited the venue before the disaster and know what it was like.

Many of art works in this exhibition were supposed to make themselves come out in the
relationship with their topos. That is to say, they are so called relational art. Each artist is
required to consider how to establish the relationship with the topos. The unique culture in the
island surrounded by sea has been formed over long time. If artists are supposed to touch the
culture and to think about their art works in the context, then it may be possible to understand
that the typhoon was also a part of the environment of the island. This can be interpreted as an
attempt that the severe damage left by the typhoon should also be grasped in the perspective
of relationship with the island’s environment.
I think with fascination how the
audiences who visited to look at art
works without knowing the cancellation.
The fifteenth typhoon went through
Idzu islands to the north passing by the
Boso peninsula. Luckily, we saw no victim
but the damage was huge. The typhoon
was named Faxai after a Lao female name.
At that point, nobody knew that the 19th
typhoon would come soon to bring even
much severer damage.
We had used the former Habu elementary school as our main venue up the 9th exhibition
with the cooperation of many local people. It is no longer easy to further use the school as our
main venue with the cooperation of many people. Yet, I hear that many people expect we will
return to Habu again to have the exhibition.
Next exhibition in 2020 will be the tenth anniversary. Though details are still fluid for the
moment, I am now writing up the plan, with keeping in mind that Faxai brought in a new
relationship to us.
With gratitude to your heartfull support.
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「邂逅の航路」
第 9 回国際現代美術展アートアイランズ TOKYO 2019 への挨拶
To the 9th International Contemporary Art Exhibition, Kaiko-no-Koro (Voyage for the
Encounter), Art Islands TOKYO 2019
第 9 回国際現代美術展の開催おめでとうございます。
今年も美術展にお招き頂き有り難うございます。この美術展がこの波浮港小学校の跡地を
メイン会場として始まって、早や 9 回目となりましたが、年々その内容も充実されているよう
に感じます。この美術展を準備された方々、出品して下さった方々に、心から感謝いたします。
私は、旧波浮小学校や甚之丸旅館跡地の展示作品については、拝見いたしました。私の率
直な感想は、それぞれの作品に明確な主張があり、何かを訴えていることを強く感じること
ができました。それは、大島の自然や文化を再評価し、大切にしようというメッセージと受
け止めました。
出品される作家の方も増え、且つ、国際性がより広がっております。特に、今年はフラン
スから 3 名の方が遙々参加されてことは大変嬉しいことでした。

NPO 波浮の港を愛する会
理事長

秋廣 道郎

Michiro AKIHIRO
Chairperson of the Board,
NPO Habu-no-minato-wo-aisuru-kai
(Non-Profit Organization of
Fans of Habu Harbour)

オープニング懇親会の席上、波浮の港を愛する会の役員のある女性が、
「観光客が潮が引い
たように少なくなるこの初秋の時期に、このようなイベントを企画して頂くことは、島でさ
さやかな商売をしている身にとって、嬉しいことです。
」と述べたことが印象的でした。
トワ・エ・モアの「だれもいない海」の歌にもありますが、島で暮らす人々にとって、秋
のだれもいなくなる海辺の風景は、とても寂しく切ないものなのです。この島にとって詩的
なこの初秋の時期に、国際現代美術展を企画して頂いている皆様のセンスに敬意を表します。
しかし、初秋は同時に台風の季節でもあります。今年は、台風 15 号が美術展中に大島を襲
い、美術展も途中で中止を余儀なくされる事態となったことは、極めて残念でした。
「美しい
景観あるところは、災害も多い」と言われておりますが、これに懲りず、負けず、来年も記
念すべき第 10 国際現代美術展を開催できるよう切に祈念しております。
そして、この美術展が大島を超えて、新島は勿論、伊豆七島・小笠原諸島地域全体にも展
開され、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、大きくブレークすることを、繰り返しですが、願ってやみません。
最後に、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。

I am delighted to offer my deepest congratulations on the 9th International Contemporary Art
Exhibition.
I appreciate the invitation to the exhibition this year again. It is already the ninth time that
this art exhibition has taken place at the former Habu elementary school as its main venue, and
I feel that the exhibition has been getting more enriched year after year. I sincerely thank all
the people who were involved in the preparation and who displayed their art works.
I saw all the art works at the former Habu elementary school and at former Jinnomaru Inn.
Frankly speaking, I received clear messages from every art work and strongly felt as if they
were appealing for something. In my understanding, it must have been a message that we
should re-evaluate and protect the environment and culture of Oshima.
The number of participants increased and the exhibition became increasingly international. I
was especially glad to welcome three artists from France.
At the opening reception, I was impressed with a speech delivered by a lady, who is a
committe member of our NPO, saying, “This sort of event is more than welcome to those who
are in small business in the island, especially in this time of year in autumn, for the number of
tourists drops like the ebb.”
As Toi et Moi is singing in “Dare mo inai Umi”, the landscape along seashore in autumn with
nobody walking around looks quite sad and sorrowful to islanders. I thus pay respect to the
bon goût of you in organising this exhibition in the begining of autumn, i.e. the most poetic
season in this island.
The begining of autum is, however, the high season of typhoons as well. It was hugely
regrettable that the exhibition was suspended in the middle of the term due to the 15th typhoon
that has directly hit the island. As the saying goes, those places that have beautiful landscapes
also have many disasters. I fervently hope that you will not give up coming over here again to
hold the 10th International Contemporary Art Exhibition next year.
I also wish again tthat this art exhibition should expand over Oshima, needless to mention
Niijima, up to the whole area of the Seven Islands of Idzu and Ogasawasa Islands to recognizet
these places for creating new arts and culture, considering their richness in nature and history.
To conclude my greeting, I wish those artists who participated in this exhibition be further
successful.
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The 9th International Contemporary Art Exhibition, Art Islands TOKYO 2019
Oshima, Niijima, and Shikinejima

ARTISTS ／参加作家

Rica OHYA 大矢 りか
Katsuyoshi OGATA 尾形 勝義
Kazumi KATO かとう かずみ
Hiromu KOHNO 河野 博
Sarah COHEN コーエン サハ
[FRANCE] [ フランス ]

Koji KOBAYASHI 小林 浩志
Yusuke SHIKANO 鹿野 裕介
Julien SIGNOLET シニョレ ジュリアン
[FRANCE] [ フランス ]

Kengo SHIBATSUJI 柴辻 健吾
Hiroko TAKAKUSAKI 高草木 裕子
Yoshiki TAKATA 髙田 芳樹
Harue TAKAMI 髙見 晴惠
Haruo TAKAMINE 高嶺 春夫
Makiko TAKAMURA 高村 牧子
Kana TATEKAWA 竪川 可奈
Chizuko TANAKA 田中 千鶴子
Yuki TSUCHIYA 土屋 由貴
Ayumi TONOKURA 戸野倉 あゆみ
Junichi NAGATA 長田 淳一
NUETAMA 鵺魂
Denis VINGTDEUX ヴァンドゥ ドゥニ
[FRANCE] [ フランス ]

Sadaharu HORIO 堀尾 貞治
Mariko HONDA 本多 真理子
Minako MATSUEDA 松枝 美奈子
Yu MINAMI 南 優
Yoh MURAKAMI 村上 曜
Chikako Maria MORI 森 千香子
Sanae YANAGI 柳 早苗
Yong-uk LEE 李 容旭
[KOREA] [ 韓国 ]

会 場／ VENUES

[ 大島 ]
旧波浮小学校
旧甚の丸邸
旧港屋旅館
千波地区（濱口建設資材置き場）
旧ホテル椿園
椿サミット公園
大島農民美術資料館
元町 もてな島
ギャラリー てる小屋車舎
岡田 旧白井牛乳せんべい店
七島信用組合 本店
[ 新島 ]
キンデー宅
旧鈴幸商店
新島村本村住民センター
新島村商工会館
[ 式根島 ]
式根島開発総合センター
旧・塩の道
[OSHIMA]
Oshima Municipal Former Habu Elementary School
The Jinnomaru House
Former Minatoya Ryokan Old Japanese Style Hotel
Sennami area
Tsubaki Summit Park
The Former Tsubakien Hotel (Shinmachitei)
Reference Library of Farmer’s Fine Arts (Fujiikobo)
The House of Motena Island
Gallery Teru House’s Garage
The Headquarter of Shichitou Credit Assocoation
Former Shirai Milk Rice Cracker Shop at Okata
[NIIJIMA]
The Kindie’s House
Former Suzukoh Store
Niijima Community Center
Chamber of Commerce and Industries, Niijima
[SHIKINEJIMA]
Shikinejima Center for Research and Development
Former Road of Salt

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。
It represents the relationship between the world and Japan, Honshu (main land in Japan) and an island, an island and an island, nature and
a human being, nature and art, art and civilization, you and me, an object and a cover object. Planning and Development Committee for
Contemporary Artways Linking Tokyo Islands introduces islands of Tokyo to the world through contemporary art.

ART ISLANDS TOKYO 2019
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場所：玄関野外

光をつなぐ（台風後改題）そして、舟は彼岸へ着く／
Hand over the Light (re-titled after the typhoon) Reaching Eternal Land
[ 木、葉／ Branches, Leaves 12m/L x 2m/W x 2m/H]

役目から解き放たれた舟は、
自らを折りたたみ、地に横たわる。
静かに。
自然のなかには、悲しみも喜びもない。
Where the boat achieved the commitment
It folded up to lie down on the ground
Serenity
There is no sorrow or
joy in the nature

大矢 りか／ Rica OHYA
東京生まれ。東京造形大学彫刻専攻卒。日本大学芸術学部彫刻科修了。
近年は自然素材を使った大型の舟のカタチの作品を野外に制作し続けている。
国内での個展やグループ展の他、スウェーデン、オーストリア、イタリア、キプロス、オーストラリア、
韓国、台湾、スコットランドで野外展、個展、レジデンス多数。
Born in Tokyo, JAPAN. Graduated from Tokyo Zokei University (Sculpture), Nihon University (Sculpture)
Have been creating on open-air sites large scale ephemeral boats using natural local materials. Had many
sole exhibitions, group shows, joined residency programs held in Sweden, Austria, Italy, Cyprus, Australia,
Korea, Taiwan, Scotland, as well as in Japan.

contact@ohya-rica.com
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www.ohya-rica.com

場所：旧ホテル椿園敷地

あーす／ EARTH
[竹]

周りの風景やここの森の波動を、感じながら制作した。
山のエネルギーが地中に流れこみ均衡を保って欲しいと願っている。

尾形 勝義／ Katsuyoshi OGATA
2015 滝沢アートフィールド（岩手滝沢市）・ 被爆 70 年を考える現代美術展（長崎）
アートアイランズ TOKYO 国際現代美術展（大島町）
2016 個展（SPC GALLERY：日本橋）、ART MEETING 2016（いわき市田人）
アートアイランズ TOKYO 国際現代美術展（大島町）
かがわ山なみ芸術祭（香川）、現在進行形野外展（聖蹟桜ヶ丘）
2017 Summer Session 2017（SPC GALLERY）
、RING ART 8+9（長崎県美術館）
現在進行形野外展（原峰公園：多摩市）
2018 名栗湖国際野外美術展（飯能市）、Summer Session 2018（SPC GALLERY）
RING ART 8+9（長崎県美術館）、ART MEETING 2018（いわき市田人）
100-0101 東京都大島町元町字仲中 48-49

whitehead4948@yahoo.co.jp

ART ISLANDS TOKYO 2019
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場所：音楽室

音楽室のワラシ／ EARTH
[ カラー電線、その他 ]

ぬいぐるみ達は天井裏を這っている電線で巣を作り真夜中に大騒ぎしています。

ぬいぐるみ提供：清水 より子
西浜 芙美
吉永 朱李

かとう かずみ／ Kazumi KATO
京都市に生まれる
愛知県立芸術大学大学院修了
1975 年より海外旅行を始める。現在まで 100 か所以上めぐる。
1984 年より旅先にて、文化や環境の違う異国の地での印象や驚きをポストカードに描き自分に宛てて日本に
送る現場制作「DAY BY DAY」を始める。かとうのかずみの表現方法はドローイング、絵画、立体、インスタ
レーションと多岐にわたる。
2019 伊勢現代美術館個展、ギャラリー砂翁個展、昭和記念公園「花とみどり、いのちと心展」
2018 ギャラリー SOL 個展、ギャラリー絵具箱個展、古春堂画廊個展、ギャラリーうみか個展
2017 ミリオンズオブカラーズ個展、スパイスアートスペースひときふたき個展、ギャラリー絵具箱個展
193-0801 東京都八王子市川口町 3284-5
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kuzguz@bj9.so-net.ne.jp

場所：図書室

Untitled

河野 博／ Hiromu KOHNO
香川県生まれ
山なみ芸術祭など近隣エリアの美術展や美術企画に参加
2001 年より「アートでたんぼ」主催

767-0014 香川県三豊市高瀬町上麻 767

arthiko@yahoo.co.jp

tanbo.exblog.jp

ART ISLANDS TOKYO 2019
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場所：視聴覚室

忘れられた要素の景色として／ As a Landscape of Forgotten Elements
[Washi paper, School chalk, Water from the roof]

この青い空間では、「身体」「ゼスチャー」「視覚」に
かかわる一時性がミックスされています。
これらの身体にかかわる断片は、小さな内輪の領域お
よび小島の形で立ち現れます。
In this blue space, several temporalities linked to the
body, the gesture, the
eye sight are mixed.
These fragments
of material appear
as small intimate
territories and islets.

コーエン サハ／ Sarah COHEN

[ フランス／ FRANCE]

First graduated from the National Fine Art School in Lyon, I finished my studies by studying photography
and video at The National School of Decorative Arts (ENSAD). Today artist resident in “Le 6B” Seine-SaintDenis, I make drawings and sculptures with natural and synthetic materials such as wood, stone, resin,
paraffin (etc...) to work on representing a relevant expression of our body perceptions.
2016-20 «The Shoes box Exhibition», Ohtawara City Institute for Art Cultural-Studies, Tochigi, Japan
2019
«Poissons volants», collective exhibition, Le 6b, Saint-Denis, France
2016-18 «Les Points et un point», Group exhibition, K’s Gallery, Tokyo, Japan
2017
Art Residency in a Care Home “L’Oasis”, Paris, France
2016
Brisons Veor Residency, Cape Cornwall, England
Lives in Seine-Saint-Denis, France
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sarahcoh@gmail.com

sarahcohen.over-blog.com

場所：旧甚の丸邸 2 階

宇宙の屋根裏部屋／ In the Attic of the Universe

小林 浩志／ Koji KOBAYASHI
写真家・神主
1947 年東京生まれ
株式会社新建築社で編集部、写真部を経て独立。
建築写真、デザイン、出版を主とした株式会社スパイラルを設立。
以降、黒川紀章をはじめ、日本を代表する建築家の作品写真や、書籍のデザイン、編集など、精力的に
活動している。

180-0005 東京都武蔵野市御殿山 2-15-19

a-story-photo-koji@i.softbank.jp
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場所：6 年教室

Transfer Student
[ クラフト紙 、麻紐 、椿炭 、電球 ]

柔らかな囲いの中で描く、辿ることのない道。

鹿野 裕介／ Yusuke SHIKANO
2015 明星大学 造形芸術学部 造形芸術学科 卒業
2019 公募展「奥多摩ものがたり」
（奥多摩町立せせらぎの里美術館 東京）
アートビューイング西多摩 2019（青梅市立美術館 東京）
19 th アート in はむら展（羽村市生涯学習センター ゆとろぎ 東京）
2018 Art Viewing OME（青梅市立美術館 東京）
個展 「THE BOOK OF TREE」
（HAGISO 東京）
2017 公募展「ビエンナーレ OME」
（青梅市美術館 東京）
個展「ハジマリノオワリトオワリノハジマリ」
（ギャラリー逢む 東京）
2014 個展「ソラノトビカタ」
（Dining ＆ Gallery 繭蔵 東京）
197-0003 東京都福生市熊川 1674-6-402 yusukeshikano.art@gmail.com yusukeshikano.wixsite.com/mysite
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場所：5 年教室

ゴースト・レッスン／ The Ghost Lesson
[ 楠木 ]

学校内にある物だけで構成されるこのインスタレーションは、廃校の教室を背景に、ブランクーシ（Constantin Brancusi
1876 〜 1957）の作品「無限の柱」の構成要素である長斜方形をシンボルとしながら、人間の向上の軸である創造と学習をテー
マとして扱っている。このフォルムを彫刻した際の一刻一刻を作家自らが録音、出た木屑はすべて保存した。
彫刻と音によるこのインスタレーションによって作家が表現するのは、自己を向上させるためには既知から自らを自由にする
ことも大切であること。このことが、もしかするとこの教室に住むゴースト（お化け）の教えなのかもしれない・・・。
Composée uniquement d’éléments trouvés dans l’école, cette installation
mettant au premier plan la salle de classe abandonnée, aborde le sujet de
la création et de l’apprentissage, piliers de l’élévation humaine symbolisée
ici par une section de la colonne sans fin de Brancusi. Julien Signolet a
enregistré chaque coup d’outils et conservé tout les copeaux de la taille
de cet élément rhomboïde. L’installation sculpturale et sonore qu’il a créé
avec met l’accent sur l’importance de se libérer aussi du connue pour nous
élever. Tel est peut être la leçon fantôme de cette salle de classe...

シニョレ ジュリアン／ Julien SIGNOLET

[ フランス／ FRANCE]

2007 年から 2012 年にかけ、彫刻家レネ・クーテル（René Coutelle）のもとで「直彫り」の彫刻技法を学ぶ。
パリに自身のアトリエ「ソン・ソワソンキャーンズ（Cent75）」を構え、木から石までの素材を彫る。
シンプルかつ純粋な曲線を表現するため、素材に耳を傾け、その自然の線と力をたどる。創作力と熟視
の源は、易経、禅、侘び寂び、そして無、である。
豊富な経験と革新的な試みを常に求め、シニョレは音楽家、作家、造園家また映画監督らとのコラボレー
ションに取り組み、彫刻を通じた創作活動の幅を広げている

9 Rue du Capitaine Ferber 75020 Paris, France

signoletsculpteur@free.fr

www.signolet.net
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場所：旧ホテル椿園敷地

黄色の息吹／ Breath of Yellow

ここにいると見える
大地に流れる黄色い息吹
手を広げて流れにのって
ぐるぐるまわる。

七色の風
島に広がるキラキラとした
様々な色の光、そこに風が
吹き抜けていく。
場所：式根島開発総合センター

抗火石遊び
場所：キンデー宅 豚舎

抗火石を手に取って子供のように遊んだ。

柴辻 健吾／ Kengo SHIBATSUJI
2012 東京藝術大学 大学院 美術研究科 彫刻専攻卒業
2019 The Kunsthalle and the Villagers（Denmark/Hodsager ＆ Blåhøj ）
2018 THE INTERNATIONAL ART WORKSHOP 2018（Gldudsted/ デンマーク）
柴辻健吾個展「ともしび」（ギャラリーいろはに / 堺 / 大阪）
柴辻健吾野外個展 – 開山守護神祭（妙法寺 / 堺 / 大阪）、５selections vol. Ⅱ（十一月画廊 / 東京）
2017 贈り物展（西方寺 / 東京）
画廊×コンサート vol. 7「インスタレーション×舞踏」（西方寺 / 東京）
アートアイランズ TOKYO 2017 第 7 回国際現代美術展 大島 + 新島（大島 / 東京）
日中現代美術交流展「TWO PLACES – A LANDSCAPE」
（53 美術館 / 広州 / 中国）
277-0852 千葉県柏市旭町 6-5-8-102
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daikoukai2009@gmail.com

場所：キンデー宅 苗場

緑の絨毯にツラナリの痕跡を残す
[ 苗場の草、新島の白砂 ]

キンデー宅苗場にて草を刈りツラナリの痕跡を残す。
雨が降り、草は伸び、やがて自然へと帰っていく。

キンデー宅石蔵にてⅡ
[ ポリエチレンシート、アクリル ]

風を聞く、風を見る、風に遭う

場所：昇降口

[ ポリエチレンシート、アクリル ]

場所：キンデー宅 蔵

2015 年、アートアイランズ初参加の年、展示場所の旧甚の丸邸二階に通っ
て展示作品の一部を制作した。ある時、風が強く吹く日があって、床を吹
き上げる隙間風で「潮騒の音は風の音」と気がついた。当たり前のことだ
が、大島で初めて気がついたことである。
今回、風の吹き込むスペースで風を感じる展示となりました。胎動のよう
に動く作品を通して大島の風と出逢ってください。〈動きの少ない時は、
端をそっと持ち上げて手を離してみてください。〉

高草木 裕子／ Hiroko TAKAKUSAKI
1987 年より京二画廊、なびす画廊、G アートギャラリー、ギャラリー宏地、埼玉県立近代美術館、
masuii R.D.R、Gallery 青藍、ギャラリー香文木、いりや画廊、アートギャラリー絵の具箱等で個展。
1991 現代日本美術展（東京）
2002 Art Scholarship 2001 現代美術賞（東京）
2005 西湖芸術博覧会（中国）
2013 どこかでお会いしましたね（埼玉、〜 ’19）
2015 アートアイランズ TOKYO 国際現代美術展（東京、〜 ’17, ’19）
2016 国土海洋環境国際美術大展（ソウル）、かがわ・山なみ芸術祭（香川、’18）
2019 CON 展 2019 en ASHIKAGA（栃木）
362-0003 埼玉県上尾市菅谷 4-43

painterhjp@gmail.com

painterh.web.fc2.com
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場所：椿サミット公園

まなざし／ Regard

見ること
見ること

と
は

見られること
見られること

To see and to be seen.
To see is to be seen.

髙田 芳樹／ Yoshiki TAKATA
2019 個展【きわ（極）】ギャラリーうみか（香川県・多度津）
2018 個展【impression 痕跡－気配－記憶】ぎゃらりー由芽 ’16、’14、’12、’10、’08、’06
2017 個展【曖昧な記憶】キッチュ vol. 5 ギャラリー茶房歳時記
’16【えそら】、’14【だからその箱、、】、’11【傘はそこに置いて】、’08【キッチュしようよ】
TAKIZAWA ART FIELD 相の沢キャンプ場（岩手・滝沢市）、’13、’11、’09、’07
【見られつつ・見ること】アートでたんぼ（香川・三豊市）		
【福島からの手紙】プロジェクト アートスペース月光醤油（福島・福島市）、’16、’14
2014【The Flag】磁気状況 Part 2 ギャラリー彩園子（盛岡）、’11【ゑひもせすん 石】磁気状況 Part 1
2013【暦 No. 2】Islip Art Museum（アメリカ合衆国・ニューヨーク）
177-0035 東京都練馬区南田中 2-4-11
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www.y-takata.com

場所：旧港屋旅館

Between Sky and Earth

五色 – 緑赤黄色白紫は、
五行の木火土金水からきていて、
万物はこの五つの要素から成り立っていると言われている。

髙見 晴惠／ Harue TAKAMI
1959 京都に生まれる
1982 京都精華大学卒業
2017 非在の庭 最終章（アートスペース虹・京都）
2018 アルムグレン絹織物博物館・スウェーデン
GALLERY BROCKEN・東京
2019 KAHO GALLERY・京都
生活あーと空間ぱるあーと・京都

between2019.ht@gmail.com
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場所：資料室

なぞる

大島で見つけた流木をなぞる。

高嶺 春夫／ Haruo TAKAMINE
1993 武蔵野美術学園卒業
1995 小笠原村父島に移住
2008 小笠原はるくまアートプロジェクト「OGAH CAP」立ち上げ 企画展「0」展 開催
2009 企画展「じかん」展 開催
2010 企画展「蛸」展 開催
2011 企画展「赤ちゃんが来た」展 開催
2012 企画展「チョコレイト」展 開催
2013 企画展「忘れ物」展 開催
2015 企画展「嫉妬」展 開催
2017「アートアイランズ TOKYO 2017」（大島）
「アートアイランズ TOKYO 2017 in 小笠原」（父島）
企画展「うんち」展 開催
100-2101 東京都小笠原村父島字清瀬清瀬都住 5-203
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haru-kumao@mb.0038.net

場所：内庭

場所：旧甚の丸邸

水の気配

東京生まれ、東京育ちですが、何処かに行きたくて沖縄
に行ったり外国に行ったりしましたが、そういえば東京に
は島がたくさんありました。
展示しているゴム風船には
水が入っています。ゴムはゴ
ムの木からできています。木
が育つには水が必要で人間も
同じです。
土間という生活の場だった
ところで展示作業をしている
と、今はいない人々の気配を
感じました。

高村 牧子／ Makiko TAKAMURA
1990 第 7 回 JAPAN 牛窓国際芸術祭／日本オリーブ（岡山）
1992 Okinawa Open Air Exhibition ／百名ビーチ（沖縄）
1995 8 Japanese Artists ／ Clove 1 Gallery（ロンドン）
1996・1999 個展／プラザギャラリー（東京）
1997 Projekt Vystav skupiny C2 a Kurta Gebauera ／プラハ美術工芸大学（プラハ）
2003 水の芸術／沖縄県立芸術大学付属図書・芸術資料館（沖縄）
2006 MOVING ／伊丹工芸センター（兵庫）
2016 個展／ Gallery DODO（東京）
2018・2019 ふじさわアートフェスティバル／旧モーガン邸庭園（神奈川）
makki@tim.hi-ho.ne.jp

www.tim.hi-ho.ne.jp/makki
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場所：旧白井牛乳煎餅店

潮 流／ Tidal Current

時代の流れと共に・・・。

竪川 可奈／ Kana TATEKAWA
欧米生活での経験をもとに、独自の価値観で感じることをコンセプト化し、光と影－時間の経過を意識
し、インスタレーションを展開。作品が置かれるその場（歴史や文化）、この場の中の作品、「場（歴史
や文化）」と「作品」を対峙させて、新たな空気感を検証している。
2007 年アメリカより帰国後、野外展を中心に活動。
アートでたんぼ、かがわ・山なみ芸術祭、現在進行形野外展、滝沢アートフィールド、アートウォーキ
ング国立、アートアイランズ TOKYO 国際現代美術展、他に参加。
ギャラリー彩園子、SPC GALLERY、ぎゃらりー由芽、ギャラリー DODO、Doizaki Gallery、他で展示。

252-0242 神奈川県相模原市中央区横山 5-7-2
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kana@tatekawa.com

www.tatekawa.com

場所：キンデー宅 釜やかた

種と領域ー新島
[Wax]

「島と海」嘗ての人の
暮らしの織りなす姿に
身を寄せる。

種と領域ー式根島
場所：式根島「旧・塩の道」沿い

田中 千鶴子／ Chizuko TANAKA
［個展］村松画廊、御茶ノ水画廊、コバヤシ画廊、アートスペース、画廊香月（博多）、ギャラリー 21 ＋葉、
マキイマサルファインアーツ（東京）、東京小原流会館（東京）、Open-air 個展－「ひとり展」
（さいたま市大
門造成地、’09 〜 ’14)、川口市立アートギャラリーアトリア（鋳鉄作品）、ギャラリーブロッケン（東京）
［グループ・シンポジウム］FREIRAUM（Csongrad、ハンガリー／ Faro、ポルトガル）、国際野外の彫刻展
’03（東松山）／ ’０４（埼玉）、第５回小江戸トリエンナーレ（川越市立美術館）、札幌現代アート交流展 ’14、
どこかでお会いしましたね展（うらわ美術館〜 ’18）、第 5 回アートアイランズ TOKYO 国際現代美術展（大島・
小笠原）、かがわ・山なみ芸術祭 2016（香川県）、埼玉会館エスプラナード展 2019 実行委員会
［賞・コレクション］資生堂第五回 ADSP 選、東京都現代美術館、浦和総業（株）彫刻、和洋大学創始者肖像、
東京二番町ビル彫刻
336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門 900-13

chizukoyt840@gmail.com
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場所：1 階小部屋／ 2 階廊下

波の音は記憶を混ぜ合わせる／ Waves – Mix – Memories
[ 大島と東京で集めた音、写真、小学校にあったロッカー ]

旧波浮小学校は、
船をイメージした意匠が至る所にみられる。
ここが海だとしたら、
波の音を館内に響かせることで、
その船は、想像の中で動き出すかもしれない。
「海」と「小学校」についての個人的な記憶。

土屋 由貴／ Yuki TSUCHIYA
1985 東京都生まれ
2010 武蔵野美術大学大学院デザイン専攻映像コース 修了
2017「まぼろしレコードとホタルのテーブル / Good by Landscape 土屋由貴・野村叔子二人展」
レストラン SYOKU–YABO 農園（神奈川）
「アートアイランズ TOKYO 2017」伊豆大島・新島（東京）
「For Your Eyes Only」新美ギャラリー（東京）
2018「アートアイランズ TOKYO 2018」伊豆大島・新島（東京）
2019 個展「土屋幻像眼科」（新宿眼科画廊、東京）

yukitcy@gmail.com
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yukitcy.tumblr.com

場所：1 年教室

島渡り – のち台風／ Island–Hopping and Typhoon
[ ベニヤ板、帆布、ジェッソ、溶岩顔料、アクリルメディウム、台風／ Canvas on panel, Lava pigment, Acrylic medium, Typhoon]

8/21
8/22
8/23
8/24
8/25
8/26
8/27
8/28
8/29
8/31
9/1
9/3
9/6
9/8
9/9
9/11
9/13

竹芝桟橋発 22:50 東海汽船橘丸船中泊
八丈島底土港着 8:50 八丈島泊
八丈島底土港発 8:30 連絡船ゆり丸
青ヶ島三宝港着 12:30 青ヶ島泊
天候不良のため連絡船ゆり丸欠航。青ヶ島連泊
青ヶ島ヘリポート発 9:45 連絡ヘリ愛らんどシャトル
八丈島空港着 10:05 八丈島泊
八丈島底土港発 8:45 東海汽船橘丸
三宅島三池港着 13:25 三宅島泊
三宅島連泊
三宅島三池港発 13:35 東海汽船橘丸
大島岡田港着 16:10
旧波浮小学校教室にてパネル製作開始。
アートアイランズ TOKYO 2019 オープニング
パネル 7 枚に下地塗り。
青ヶ島、八丈島、三宅島、大島、新島、式根島で集めた溶岩で顔料作り開始。
溶岩顔料で描画開始。
台風 15 号襲来。
教室の窓全壊。制作途中の作品にガラス片等が散乱。
あまりの美しさに、これを以って完成とする。
作品上の飛散物定着。
7 枚の品を壁面に立て掛けて展示。

戸野倉 あゆみ／ Ayumi TONOKURA

173-0012 東京都板橋区大和町 2-1

a.tonokura@gmail.com

atonokura.wixsite.com/mysite
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場所：千波地区（濱口建設資材置き場）

かたちの始まり、ことばの始まり

活火山三原山の麓・伊豆の島々を遠望できる場に、
かたち・ことばが生まれでる原初的な風景をつくりだす。

長田 淳一／ Junichi NAGATA
1962
1986
1990~01
2004~

埼玉県浦和市 生まれ
東京造形大学デザイン学部 卒業
㈱髙崎正治都市建築設計事務所
Japonesia Design Office 一級建築士事務所 設立

2016
2017
2018
2019

伊豆高原アートフェスティバル ’17、伊豆高原クラフトの森フェスティバル ’17
国際野外の表現展（2017-18）
国際野外の表現展（2018-19）、かがわ山なみ芸術祭
国際野外の表現展（2019-20）
japonesia@gol.com
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場所：旧甚の丸邸

School

Untitled

[Wood and Metal, size 170cm × 40cm × 40cm]

ヴァンドゥ ドゥニ／ Denis VINGTDEUX

[Wood and Stones
size 263cm × 40cm × 40cm]

[ フランス／ FRANCE]

Born in 1954 in la Rochelle, France. Denis studied sculpture at « Beaux-arts » in Paris, and he now
lives and works in Nîmes, in the South of France. In 1990, after the fall of the Berlin Wall, he lived in
Dresden for an interdisciplinary artist residency. It became essential to his work to venture outside of his
familiar environment, as he began working on international collaborations in multiple mediums. He has
participated in numerous international symposiums, including several in Europe (Germany, Spain, Austria,
Hungary), India, the United States. Over the past 20 years, he has been travelling many times to Japan
for residencies and collective exhibitions. His mediums are diverse and his work explores themes both
involving and transcending societal issues (ecology, consumption, the arms industry, religion, to name a
few). His work is increasingly characterized by timeless subject matter.
1 Rue Bizet, Nîmes, Gard, France 30000

denisxxii@gmail.com

denis22.tumblr.com/

ART ISLANDS TOKYO 2019 27

場所：3 年教室

あたりまえのこと

堀尾貞治は 2011 年『波浮港現美術展』
（第 1 回アートアイ
ランズ TOKYO 国際現代美術展）に参加し、第 3 回は作
品企画という形で参加しました。
『具体』の作家として、多くの作品が海外の美術館で収蔵
されています。

堀尾 貞治／ Sadaharu HORIO
1939 神戸市に生まれる
1966 具体美術協会会員となり、1972 年解散まで参加
2018 11 月 逝去
1985 年頃から「あたりまえのこと」という一貫したテーマのもと、国内外で年間約 100 回に及ぶ個展、
グループ展、パフォーマンスを行う。
アートアイランズ TOKYO には、第 1 回・第 3 回と参加
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場所：式根島開発総合センター

ila ／地球
[ 炭化セミの抜け殻、炭化ほおずき、パラフィンワックス、アクリルケース ]

今日この瞬間を幸せと感じられることがすべて。
その積み重ねで今がある。
植物も昆虫もそして私たちも。
それぞれの速度でこれからも続いていく。
写真提供：小川 淳子

場所：新島村商工会館
[ 炭化ヒマラヤスギ、炭化スズメガ、パラフィンワックス、木箱 ]

本多 真理子／ Mariko HONDA
[ 個展 1991 〜 ] ルナミ画廊（東京）、秋山画廊（東京）、エル・ポエタ（埼玉）、トキ・アートスペース（東京）、
Weissraum（京都）、GALERIE SOL（東京）、RAMP Gallery（東京）、ぎゃらりー由芽（東京）、ギャラリー
健（埼玉）、メタルアートミュージアム光の谷（千葉）
[ グループ展 1989 〜／国際アートシンポジウム 2000 〜 ] 2004, ’17 第 20 回我孫子国際野外展／千葉、
2007, ’08「国際野外の表現展」東京電気大鳩山キャンパス／埼玉、2012 〜 19 アートアイランズ TOKYO
国際現代美術展（’11 波浮港現代美術展）伊豆大島、新島、式根島／東京、2013 〜 19 どこかでお会いし
ましたね、美術と街めぐり・浦和、エスプラナード展／埼玉、他（かがわ・やまなみ、岩手 彩園子、福島
月光醤油、リトアニア、オーストリア、ドイツ、タイ、ルーマニア、韓国など）
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：旧鈴幸商店

Sequence in Niijima

見えない何かをトラエル
たとえば教室の幽霊、あるいは
凪としけのあいだ
To capture something
invisible.
For example, a ghost in a
classroom, or between a calm
and a storm.

Sequence in Oshima
場所：印刷室

松枝 美奈子／ Minako MATSUEDA
1991 東京造形大学 彫刻科卒
2018 アートアイランズ TOKYO 国際現代美術展
2018, 2017 アート in はむら（東京）
2016, 2014 貝塚まちなかアートミュージアム（大阪）
2015, 2013, 2011, 2009 中之条ビエンナーレ（群馬）
2014 清里現代彫刻展（山梨）
2013 土湯アラフドアートアニュアル（福島）
2012 我孫子国際野外美術展（千葉）
190-0021 東京都立川市羽衣町 1-14-5
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minakomatsueda.jimdo.com

場所：ギャラリーてる小屋車舎

忘れられ損なった記憶のかけらたち／ Fragments of Memory that Failed to be Forgotten
[ ベニヤ板、帆布、ジェッソ、溶岩顔料、アクリルメディウム、台風／ Canvas on panel, Lava pigment, Acrylic medium, Typhoon]

南 優／ Yu MINAMI
2017 福島からの手紙３（福島）、個展（東京）
2015 Traveling Minds 4th（インドネシア）
2014「袖ふれあうも堀尾貞治」展（東京）、「Pace（パーチェ）－平和」展（イタリア）
Four traveling minds 漂う空気（東京）
2013/16 かがわ・山なみ芸術祭（香川）
2013 10 Echoes Between Conscience 反響する精神（香川）
2012/13/15/16/17 アートアイランズ TOKYO・波浮港国際現代美術展（東京）
2011/12/14/15/16/17 ZIKKEN 展（香川）
2008 〜 17 アートでたんぼ（香川）
765-0021 香川県善通寺市下吉田町 91-1

jaz373@gmail.com

ART ISLANDS TOKYO 2019

31

場所：椿サミット公園
そら

宙へ／ To the Space

作品の赤い枠の真ん中に入ると宇宙と交信出来る ?
かもしれません。

森 千香子／ Chikako Maria MORI
1963 静岡県浜松生まれ 武蔵野美術大学卒業
[ グループ展 ]
1995「8 Japanese Artists」ロンドン 1997「Projekt Vystav Skupiny C2 a Kurta Gebauera」プラハ
2001 Atrium Gallery、Price water house coopers ロンドン 2012「Red and More」ミュンヘン
2014「on to red」ウィーナノイシュタット、オーストリア 2016「追分ビエンナーレ」文化磁場油や 軽井沢
[個 展]
2001 個展と和紙漉きワークショップ カーライル、英国 2005「Come & Go」ブラックボーン、英国
2011「2/4」ギャラリー DODO、東京 2015「龍の色」えすぱすミラボオ、東京
2018「手を洗ふⅡ」えすぱすミラボオ、東京 他、多数
249-0004 神奈川県逗子市沼間 2-21-17
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chika2000mm@dk.pdx.ne.jp

chikakomaria.com

場所：2 年教室

Au Fil du Temps ／時空を超える
[ 自分が使っていたベビーベット、くるくるライト工作、ドローイング、和紙、教室の机と椅子、鑑賞者／ Baby bed I used, Round and round
light work, Drawing, Japanese paper, Classroom desk and chair, Audience]

母が残してくれたもの
私が繋ぐもの
未来を描くこと
過去を想うこと
今をみつめること
What my mother left
What I connect
Drawing the future,
Thinking about the past,
Looking at the present

柳 早苗／ Sanae YANAGI
2019 個展 Au fil du temps / JINEN GALLERY・東京
Poissons Volants / アトリエ 6b・パリ
2018, ’17, ’16, ’10 YEAR END EXHIBITION OF MINI SCULPTURE / ギャラリーせいほう・東京
2017 SHIBUYA AWARDS 渋谷芸術祭 / 渋谷駅構内・東京
2016 8éme Le Génie des Jardins – Biennale Internationale d’Art Contemporain / Square
de la Roquette・パリ

nekoyanagi57@gmail.com

sanaeyanagi.wix.com/sculpture
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場所：農民美術資料館（藤井工房）

ラクダのために 2019 ／ For Camel 2019
[ 映像 2 分（VR）、写真資料／ Moving image 2 mins. (VR), Still image］

戦前三原山にいたラクダ。
忘れ去ったその軌跡を追うプロジクトの 2019 年度版。
昨年に引きつづき三原山でのラクダ乗りの体験を VR 映
像で再現、そして大島の風物詩であったラクダの関連資
料を提示。
去っていくものから去っていたものへの「追憶と再生」。

李 容旭／ Yong-uk LEE [ 韓国／ KOREA]
映像作家、美術家／ Visual Artist, Educator
[GROUP] 2014「お山の駱駝のために No.2-2014」再生プロジェクト、大島／東京
2016 かわさきでアート、川崎 ’14 ’15
		
ART Meeting、いわき／福島 ’14 ’15
[SOLO] 2012 ギャラリー十月、新宿／ Gallery Zyugatu, Sinjuku
		
マンゴーへの道／ 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
2015 HAPPY Project ギャラリー檜、東京
165-8678 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
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イベント／ ENENT

鵺 魂／ NUETAMA
オープニング パフォーマンス
8 月 31 日 2:00PM 堀尾貞治展示会場
『身体と音』のパーフォーマンス
9 月 1 日 7:00PM

メイン会場の旧波浮小学校で『身体と音』のパーフォーマンスが
2 部だてで行われた。
40 人ほどの観客が見守る中、日頃 TV やラジオなどの音楽番組
などでは聴き慣れない組み合わせや、即興的に進んでいく音の調
べと重なるノイズが鵺魂の世界観を見せていました。
途中、大島在住のダンサー青木健が、音の世界に呼応するかのよ
うに観客席から出てきて受けとめた音を身体を通して視覚化して
くれました。これもまた即興で、1950 年代の終わりごろ美術界
に現れたハプニングのようであった。
（Web 上で『鵺魂』で検索していただけますと演奏動画が多数あります。）

琵琶語り：玉響海星【たまゆらひとで】（薩摩琵琶、声）
即興演奏：鵺魂【ぬえたま】＝玉響海月【たまゆらくらげ】（エ
レクトロニクス、鳴り物）＋玉響海星
鵺魂は海月と海星の 2 名によるパーカッション、琵琶、ノイズな
ど音と音声を扱い数多くの公演をこなしている。海月は海外公演
や内外のアーチストとコラボレイションも多く年間 100 本以上の
ライブセッションに参加する。海星は国立音楽大学声楽科を卒業。
フランス歌曲・浄瑠璃など幅広く研鑽を高め、国立劇場・三越劇
場での小唄の会、NHK-FM「邦楽のひととき」に三味線（爪弾き）
で出演するなど幅広く活動。2016 年鵺魂ユニット結成。

表敬訪問
8 月 26 日 3:00PM
海外作家 3 名と日本作家 3 名が大島町役場を訪れる。
三辻町長と橘田副町長が出迎えてくださいました。

作家の作業公開
8月24日〜8月30日の中で行われた、
作業公開である。
野外や、
一般公開されている建物での作業には、観光客が声をかけて
くれることが多い。この時期の観光客の多くはスポーツを楽
しむ人や、ドライブで島一周をする人などであるが、各地で
行われている美術展を知る人も多く、関心が高い。また、立
ち寄る地元の人との会話は作家にとって貴重なものである。

美術展プレゼンテーション：元町もてな島と旧波浮小学校
8 月 26 日 7:00PM
教室の半分ほどのスペースに、椅子を 20 個ほど追加して、
『幻燈会：参加作家の作品紹介』や『海外作家のプレゼンテー
ション』などを行う。ワークショップを行う東京工芸大学
映像学科の学生も参加し、作家とのひと時を過ごした。そ
の後、もてな島は 15 号台風により建物を取り壊すことと
なった。今まで使わせていただき感謝。また、旧波浮小学校では夕食後に参加作家のプレゼンテーションを随時実施した。
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村上 曜／ Yoh MURAKAMI
オープニング パフォーマンス
8 月 31 日 2:00PM
作家プレゼンテーション
9 月 1 日 7:00PM

村上曜は、2015 年アートアイランズ TOKYO の展覧会場に、知り合
いの作家が島での展覧会を紹介したことで初めて大島にチェロを担ぎ
現れた。その後も本美術展に演奏者として、身体表現者・他ジャンル
の音楽・美術家とのコラボレーションを即興的に行ってきた。今年は、
オープニング・パフォーマーとして鵺魂と数分の打ち合わせの後、メ
イン会場の堀尾貞治の展示会場で演奏をした。前年の秋に亡くなった
堀尾貞治は、『具体』の作家としてパフォーマンスアーティストとし
て半世紀にわたり世界各国で活躍した作家でもあり、オープニングに
ふさわしい内容となった。
村上曜は作家プレゼンテーションの中で、マラン・マレー（1656-1728）
作曲の「膀胱結石手術図」を演奏した。作曲に付随する台詞の語りを
フランス人美術家とコラボし、村上自身が描いたスケッチを表示する
パフォーマンスであった。

ワークショップ「島から生まれた色を使おう」
講 師：戸野倉 あゆみ
8 月 22 日〜 8 月 27 日にかけて講師が八丈島・青ヶ島・三宅島
を巡り手に入れた岩石と、かつて他の伊豆諸島で手にいれた岩
石から作られた顔料（絵具）で自由に描くワークショップ。
展覧会期間中、作家が会場にいる時間帯の中で随時行う計画。
島在住の親子で参加が何組か。親はそれぞれの島の溶岩からで
きる色に興味を持ち、子どもはキャンバスの感触に楽しそう。

波浮地区作品見学会＆アーティスト・トーク
8 月 31 日 2:30PM
メイン会場の旧波浮小学校と波浮港までの旧甚の丸邸・旧港屋
旅館などを徒歩見学。31 日はオープニングの日で、多くの作
家が滞在。参加者との交流があちらこちらで見られた。

パフォーマンス：高村 牧子
9 月 1 日 PM
その昔の凄く賑わったと言うあの港に船で入るのはどんな気分
だったのだろうか？港で船を待ち受ける方の気持ちは？より思
いを馳せたくて自分を船に見立て港を泳ぐパフォーマンスを行
いました。（高村）
晴天に恵まれる中、見学ツアーの参加者を巻き込んだパフォー
マンスを波浮港で行った。
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『身体と音』のパーフォーマンスより

〜歌に想いを乗せて〜

9 月 1 日 7:00PM
数組の家族連れを含む鑑賞者の前で、廃校以
来長く使われなかったはずの小ぶりのグラン
ドピアノの演奏で楽しいひと時を演出。今回
は、短い準備の中楽しい時間を創出していた。
島にとって貴重なひと時であった。
ソプラノ：相羽 紗希
ピアノ：荒井 真梨子

映像ワークショップ

パズルで大島

プログラムに『浜辺の歌』
・
『くちなし』など親しみやすい曲や J. シュトラウス 2 世『ほ
ろ酔いの歌』などをいれた。
相羽 紗希：ミラノ留学 さまざまなオペラ、宗教曲のソロリストとして数多くの演奏
会に出演。2017 年楽天イーグルスの本拠地でのプロ野球公式戦の国家独唱歌手を務めた。

by 東京工芸大学芸術学部映像学科

日 時：8 月 26 日〜 28 日
場 所：大島町開発総合センター
今年のテーマは「パズルで大島」大島の良さをパズル化して表
現することです。
大島町立第一中学校の生徒と東京工芸大学芸術学部映像学科の
学生のコラボレーションにより行われました。3 日間、2 班に分か
れ、A 班は動画配信者をコンセプトとしたコメディー調の映像
作品を、B 班はゲーム世界を舞台としたファンタジー調の物語性
があるショットムービーを制作しました。
大変ではありましたが、楽しみながら制作に取り組むことがで
きて、見応えがあるショットムービーを作ることができました。
完成した作品は、会場の旧波浮小学校（更衣室）で設置、上映
されました。

映像計画会議

【東京工芸大学 映像情報研究室 3 年】
A 班：大澤 優希 及川 愛日 楊 豫 若林 拓哉
B 班：吉澤 麗奈 石黒 友香 儲 浩成 福田 航也
【東京工芸大学 協力】
長谷川 空（テレビ研究室 4 年）
米山 雄太（映像情報研究室 4 年）
高村 環（1 年）
田部 翔太（機材センター）

撮影開始と編集作業

【大島第一中学校】
黒米 未菜海 川島 信元 小泉 聖磨
美術部顧問：佐藤 繭子先生 松原 陽子先生

映像プレゼンテーションと終了後の集合写真
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世界の子どもたちの絵画展
作品は、公益財団法人美育文化協会「世界児童画展」の
出品作品を島の教育に活かすことを条件に提供していた
だいています。
公益財団法人美育文化協会は、1950 年に美術教育の振
興を目的に設立。世界の子どもたちの普段着の絵画を集
め「世界児童画展」を毎年開催している。

写真上：

式根島開発総合センター
8 月 23 日 [ 金 ] 〜 9 月 8 日 [ 日 ]

写真左：

新島村本村住民センター
8 月 23 日 [ 金 ] 〜 9 月 8 日 [ 日 ]

写真右：

七島信用組合本店（元町）
8 月 16 日 [ 金 ] 〜 9 月 13 日 [ 金 ]

日帰りバス見学ツアー

by

9月1日
恒例となった、東京発弾丸見学ツアーはバス一台満席状態で
あった。強すぎる日差しの中、
大島の展示作品のほとんどを、
作家の説明付きで見学することができた。

コラテラル／ Collateral

～空につどう色と形～
場 所：交流広場（恵の園内）
主 催：社会福祉法人武蔵野会 大島恵の園・第 2 大島恵の園
メイン会場から程近い、知的障害者の支援・介護をおこなう園内に設置された作品は、
入所する人たちの豊かな感性のあふれる色彩で包まれていた。

Dr. エサシ「椿診療所」（自慢の島内あんこ猫大集合）
場 所：ゲストハウス「ホライゾン」
大島の『あんこ』さんとは、女性を表す言葉。2012 年、2013 年と本美術展に参加した
作家（エサシトモコ）は、事あるごとに『あんこ猫』を通して島のアピールを続けている。
そして、今年もやってきました。
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ファクサイ

Faxai（台風 15 号）リポート
The Report of “Faxai (the 15th Typhoon)”
2019 年：台風後の様子。会場のあった式根島・新島・大島の 3 島とも少なからず被害があった。特に、大島南部の被
害は甚大で、メイン会場の旧波浮小学校はじめ、会場となった建物全てに被害が出た。建物の様子と一部作品の台風後
を記録しておく。

旧波浮小学校新館廊下
2019 年 9 月 9 日 台風 15 号通過 6 時頃の様子
土屋 由貴 展示場所

旧波浮小学校 事務所として使っていた元職員室
2019 年 9 月 9 日 午後撮影
片付けを始める。

旧波浮小学校アプローチ付近
2019 年 9 月 9 日 朝
大矢 りか 作品
早めに来島した作家が近隣から調達した木々は、なまし鉄線などで繋がれ、
帆先を海に向け立っていた。確かに昨日までは。
大木がネジ切れるような強風の中、昨日までの姿を知るものにとっては、
横たわる姿から静かに作品が蘇ってくる。

旧波浮小学校新館階段踊り場天井
2019 年 9 月 9 日 午後撮影
FRP 製の明かり取りのアーチが台風で飛び去り
台風通過後の青空が見える。

旧波浮小学校 3 年教室
2019 年 9 月 11 日 午後撮影
堀尾 貞治 作品
風に飛ばされ潮を含んだ大きな作品は、
数個の塊で回収し乾燥した。
作品は、台風の記憶を内包して静かに佇んでいる。
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旧波浮小 1 年教室
2019 年 9 月 11 日 朝
戸野倉 あゆみ 作品
公開制作中に予想しなかった来客の台風がもたらした変化を、画面に取
り込む様子。場と環境は展示にも大きな影響を及ぼす。
それは額に入れられた絵画であっても同様であろう。島で起こりうるこ
とを『環境』と見るのなら。

旧港屋旅館
二階で高見晴惠が展示を行なった。
この旅館は『伊豆の踊子の里」として波浮に残る木造 3 階建ての日本旅館。
地震が来たように門柱が倒れ、3 階の雨戸の内側のガラスが割れた。
最大瞬間風速 57.5m/s（記録は千葉）という暴風台風であった。

旧波浮小学校の東側には、大きな松が数十本並んで
立っている。このうちの数本が、途中から目地取られ
たように折れている。
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旧波浮小 2 年教室
2019 年 9 月 12 日 午後撮影
柳 早苗 展示会場
会場に戻った作家が、展示会場の状況を見る。
一変した状況も今回の作品の一部として記憶に留める

旧甚の丸邸
3 名（高村牧子、小林浩志、ヴァ
ンドゥ・ドゥニ）の発表会場
となった。甚の丸はその名が
示すように船を所有した往時
の実業家の建物。
一見大きな被害はなかったか
のようであり、作品も大きな
被害はでなかった。しかし、
ガラス戸は外れ、屋根瓦が相
当数吹き飛んだ。この会場も
すぐに臨時閉館となった。

片付けられたガラスの破片

[ 主催 ]
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会

[ 協賛ギャラリー（地域名）]
大島農民美術資料館（元町）
四谷三丁目ランプ坂ギャラリー（四谷）
[ 共催 ]
ぎゃらりー由芽（三鷹）
アートアイランズ TOKYO2019 実行委員会
K’s Gallery（銀座）
NPO 波浮の港を愛する会
GALLERY 枝香庵（銀座）
TOKI Art Space（青山）
[ 後援 ]
SPC GALLERY（日本橋）
大島町
ギャラリー檜（京橋）
新島村
アートスぺース月光醤油（福島）
東京都大島支庁
ギャラリーせいほう（銀座）
大島町教育委員会
Galerie VERGER（相模原）
新島村教育委員会
十一月画廊（銀座）
大島町商工会
㈱ 制作美術研究所（越谷市）
新島村商工会
Gallery & Café DODO（府中）
一般社団法人大島観光協会
GALLERY KINGYO（千駄木）
新島観光協会
カフェ & ギャラリー香文木（鴻巣市）
式根島観光協会
ギャラリー GK（銀座）
新島ガラス協会
Gallery Pepin（さいたま市）
七島信用組合
O ギャラリー（銀座）
東京七島新聞社
うみかギャラリー（香川）
波浮港婦人会
アートスペース WHITE HEAD（元町）
波浮小波会老人クラブ
ギャルリー成瀬 17（町田市）
大島旅客自動車 ㈱
八ヶ岳画荘＝ AVY（長野県）
駐日韓国大使館韓国文化院
ギャラリー 2511（水道橋）
在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本 ギャラリー BROCKEN（小金井市）
re: 森の喫茶店（小笠原）
[ 協賛法人・企業・団体 ]
ギャラリーてる小屋車舎（元町）
㈱ 日本標準
東海汽船 ㈱
公益財団法人美育文化協会
東京造形大学校友会
東京工芸大学芸術学部映像学科映像情報研究室 [ スペシャル・サンクス ]
前田 孫一
小久保 正雄
九段坂総合法律事務所
秋澤 信吾
社会福祉法人武蔵野会大島恵の園・第 2 大島恵の園 前田 明永
村松興業 ㈱
㈱ 濱口建設
七島信用組合
藤井 七篤嗣
青木 健
NPO 新島村こどもくらぶ
峰尾 佳伸
オアシスアイランドゲート
㈱ 大島牛乳
ホテル椿園
㈱ マルヰエナジー
㈱ 加藤設備
ベーカリー・ペルル もてな島
東京土建杉並支部阿佐ヶ谷分会
宇戸 ナヲミ
建築高田
NPO ゲンキふじグループ
鈴木 健士
下井 勝博
岡部 安曇
佐藤 繭子
[ 助成 ]
白井 彰
時得 孝良
芸術文化振興基金
西浜農園
JUN 設計事務所
公益財団法人 朝日新聞文化財団
小川 淳子
武藤 隆一
武藤 美子
山田 尚孝
松波 由香
貴俵 秀行
里見 幸信
西浜 芙美
吉永 朱李
清水 より子
旧甚ノ丸邸、旧港屋旅館管理の方々

[ 個人協賛 ]
伊藤 真澄
堀尾 昭子
田代 惠子
岡本 美知子
大沼 由美子
梅村 勝
藤井 孝次朗
松田 陽子
髙田 直樹
和田 芳子
内山 五月
柳澤 剛
柳瀬 洋樹
秋廣 道郎
中山 登
阿部 比左志
岩瀬 千鶴子
金城 安正
前田 精史
石坂 孝雄
藤井 虎雄
白井 嘉則
井上 しげこ
広田 美穂
エサシトモコ
曽根 光子
中谷 欣也

佐藤 ひろみ
佐藤 成
大坪 圭輔
星晃
佐藤 睦美
村松 英子
野見山 由美子
柳 重雄
岩出 まゆみ
関根 あけみ
植松 正
西野 美智代
田村 純利
藤波 ふじ子
時得 孝良
岡田 邦子
井波 未知子
島村 宗充
田邊 修
山口 俊明
佐々木 陽子
妹尾 直子
斎藤 正人
松戸三中同窓会
髙田 てる子
髙田 洋子
その他匿名の方々

[ ボランティア ]
塚本 純子
西浜 芙美
柏木 早苗
前沢 富子
秋田 京子
金川 加代子
櫻井 喜美子
藤巻 繁子
高柳 典子
金川 文代

後藤
秋田
藤井
荒瀬
安齋
石渡
石渡
佐藤
尾形
髙田

美喜子
眞由美
由美子
庸夫
綾子
眞理子
土水香
有
房子
洋子
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Our Story
船は、東京の摩天楼の間の水路をぬうように大海へ進み、やがて緑多き島々に着きます。
この地には独自の風土があり、文化があり、日々の生活があります。壮大な自然の産物で
ある、美しいが時に火を吹く山があります。19 世紀中頃までは海そのものが他国との距
離そのものであり、物も情報も海からやってくるものでした。しかし今、情報は世界中の
どこからでも瞬時に、交通インフラの整備は人や物を遠くから短時間で運ぶ時代となりま
した。急激な変化は、文化の変容を迫るものでもあります。
私たちは、自分たちの位置を絶えず知る必要があります。そうすることで、今日的課題
が明確になります。島外からあるいは海外から訪れるアーチストは、この島をどのよう感
じ、どのように表現するのでしょうか。地域から受ける印象だけでなく、アーチスト自身
の課題や時代性をどのように表現するのでしょうか。
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なのです。
インターネット上での情報交換が容易になった今こそ、島の地に立ち現地の魅力や想いを
ウェブの風に乗せ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。

編集後記／ Editor´s Note
いつも『年内には発行をする』と言いながら、年度末にどうにか間に合う状態であった編
集作業は、今回は台風 15 号のための遅れだけでなく、年度末に来てコロナウイルスが問
題となってきた。風土病（一つの説ではあろうが）というローカルな疾病であるものが、
グローバル化の進む世界のコネクションによって未曾有の状況に陥る状況になってきた。
第 9 回の展覧会は、気候変動の影響を受けやすい島での活動の意味を問われるとともに、
最後に来て人間の営のあるべき姿を再確認させられている気がする。報告集の届く頃には
平穏な日常が戻っていることを願うばかりである。
2020 年 5 月末

[ アートアイランズ TOKYO 事務局 ]
キュレーション：髙田 芳樹

本多 真理子

準備・運営：[ 大島 ] 藤井 虎雄
[ 新島 ] 武藤 美子

尾形 勝義
小久保 正雄

デザイン ディレクション・広報：竪川 可奈
見学資料：小林 ナオコ

土屋 由貴

[ 報告集 ]
発行日：2020 年 6 月 1 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：高嶺 春夫
竪川 可奈

戸野倉 あゆみ
高草木 裕子

髙田 芳樹
尾形 勝儀

李 容旭
田中 千鶴子

翻訳協力：村上 曜
表紙写真作品：戸野倉 あゆみ「島渡り – のち台風」場所：1 年教室
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