
アートアイランズ TOKYO 2017

東京の島々を結ぶアート航路を探そう

第7回 国際現代美術展

大島会場オープン期間 2017年9月2日(土)～9月17日(日)

新島キンデー宅会場オープン期間 2017年8月29日(火)～9月15日(金)

その他イベント情報参照

8/20～9/6 08:30～17:00
8/21～9/1 10:00～17:00
8/25～9/14  営業時間内
8/27 19:30～
8/28～30 
8/29
9/2  14:00～
 14:00～
 14:30～
 18:30～
9/3  19:30～
9/10 13:30 ～15:30
  19:30～
9/15
9/16  14:00～
9/17 ～18:00

新島住民センター 1F
各会場
七島信用組合波浮港出張所
元町港傍「もてな島」　
郷土資料館
キンデー宅
旧波浮小学校 他
旧波浮小学校
旧波浮小学校 玄関集合 14:30
旧波浮小学校 理科室
旧波浮小学校
光と風の塔 三郎浜（発表：商工会館）

新島村商工会館
旧波浮小学校
旧波浮小学校 玄関集合 14:00
全会場

新島会場「世界の子どもたちの絵画展」 
作家の作業開始（8/25より見学できます。）

大島会場「世界の子どもたちの絵画展」　
美術展・作家プレゼンテーション（映像作品紹介）

大島会場「ワークショップ」
新島会場オープン
グランドオープン
音のパフォーマンス
波浮地区作品見学会（雨天実施、天候により校内のみとする）

オープニングパーティー
パフォーマンスの夕べ
新島会場 ダンス×ペイントWS 「からだでめいっぱい絵を描こう」
新島会場 美術展・作家プレゼンテーション
新島会場 最終日
波浮地区作品見学会（雨天実施、天候により校内のみとする）

最終日

日 時 イベント 会 場

＊新島・大島でのワークショップ、作家プレゼンテーション（旧波浮小学校会場）、各パフォーマンスの詳細は、HPをご覧ください。

た   び
コウサする花探しの航路よ
縹渺たる間に、此処と彼方の視線が漂い、
一瞬、視線は微かに触れ合う。
はるか以前から花探し人は、わたしでありあなた。
無我の島で漂游する個々の精神が触れ合う。

ーアツータニモ 学見展術美代現際国 7102 OYKOTズンライアトーア 】ルーガ島【 

9/10 [日]～11 [月]　13,000円／人　
（往復ジェット船＋温泉ホテル1泊2食＋2弁当＋島内バス込み）

 9/10 07:30 竹芝客船ターミナル集合・受付開始　　

9/11 15:35  大島発～17:20 東京着
  08:05 東京発～09:50 大島着

【共 催】 アートアイランズ TOKYO 2017 実行委員会　NPO 波浮の港を愛する会
【後 援】 大島町　新島村　東京都大島支庁　大島町教育委員会　新島村教育委員会　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　七島信用組合　東京七島新聞社　波浮婦人会　波浮小波会老人クラブ　ニュージーランド大使館　駐日韓国大使館韓国文化院　
 台北駐日経済文化代表処

【助 成】 芸術文化振興基金　公益財団法人朝日新聞文化財団
室究研報情像映科学像映部学術芸学大芸工京東　会友校学大形造京東　会協化文育美人法団財益公　）株（業工上村　）株（船汽海東　準標本日）株（】賛 協【

 JUN 設計事務所　九段坂総合法律事務所　社会福祉法人武蔵野会大島恵の園　多摩美術大学校友会
【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） 四谷三丁目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 ）窪荻（季時歳 房茶ーリラャギ ）橋京（檜ーリラャギ ）橋本日（YRELLAG CPS ）山青（ecapS trA IKOT ）座銀（庵香枝 YRELLAG ）座銀（yrellaG s
 ギャラリーｆ分の１（神田） ギャラリー れがろ（荻窪） ギャラリー 現（銀座） アートスぺース月光醤油（福島） GALLERY801（千葉長生郡） 

 ）原模相（ REGREV eirelaG ）橋板（noegnuDオジタストーア ）座銀（うほいせーリラャギ カフェ & ギャラリー香文木（鴻巣市） 始弘画廊（南青山） 
（株）制作美術研究所（越谷市） Gallery & Café DODO（府中） GALLERY KINGYO（千駄木） 十一月画廊（銀座） いりや画廊（入谷）

 アートスペース WHITE HEAD（元町） ギャラリー GK（銀座） うみかギャラリー（香川） O ギャラリー（銀座） Gallery Pepin（さいたま市）
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光と風の塔・三郎浜光と風の塔・三郎浜

【主 催】 東京の島々を結ぶアート航路開発委員会      高田芳樹　090-1538-5202

 

9/17[日] 　10,000円／人　
（往復ジェット船＋弁当＋島内バス込み）

           07:15 竹芝客船ターミナル集合・受付開始　　

         15:35  大島発～17:20 東京着
  07:50 東京発～09:35 大島着

国際現代美術展日帰り見学ツアー

詳細は、www.shimagirl.com www.tokaikisen.jp/tour/

9/10（日）19:30-

B

美術展・作家プレゼンテーション

村役場前　屋号”キンデー”宅地。コーガ
石で作られた蔵と豚小屋がＬ字に並ぶ。
別棟、かまどと五右衛門風呂を備えた
釜ヤカタ。

豚舎+苗場
+釜ヤカタ+蔵

高田芳樹　竪川可奈
内海　仁　高草木裕子

8/29（火）～9/15（金）

A

8/20（日）～9/6（水）

新島住民センターC

光と風の塔・
三郎浜

ダンス×ペイントワークショップ

細川麻実子
宮内　理

9/10（火）13:30-15:30

D

休憩所:前田明永邸の庭休憩所:前田明永邸の庭

アートアイランズ TOKYO 2017

東京の島々を結ぶアート航路を探そう

第7回 国際現代美術展

大島会場オープン期間 2017年9月2日(土)～9月17日(日)

新島キンデー宅会場オープン期間 2017年8月29日(火)～9月15日(金)

その他イベント情報参照

8/20～9/6 08:30～17:00
8/21～9/1 10:00～17:00
8/25～9/14  営業時間内
8/27 19:30～
8/28～30 
8/29
9/2  14:00～
 14:00～
 14:30～
 18:30～
9/3  19:30～
9/10 13:30 ～15:30
  19:30～
9/15
9/16  14:00～
9/17 ～18:00

新島住民センター 1F
各会場
七島信用組合波浮港出張所
元町港傍「もてな島」　
郷土資料館
キンデー宅
旧波浮小学校 他
旧波浮小学校
旧波浮小学校 玄関集合 14:30
旧波浮小学校 理科室
旧波浮小学校
光と風の塔 三郎浜（発表：商工会館）

新島村商工会館
旧波浮小学校
旧波浮小学校 玄関集合 14:00
全会場

新島会場「世界の子どもたちの絵画展」 
作家の作業開始（8/25より見学できます。）

大島会場「世界の子どもたちの絵画展」　
美術展・作家プレゼンテーション（映像作品紹介）

大島会場「ワークショップ」
新島会場オープン
グランドオープン
音のパフォーマンス
波浮地区作品見学会（雨天実施、天候により校内のみとする）

オープニングパーティー
パフォーマンスの夕べ
新島会場 ダンス×ペイントWS 「からだでめいっぱい絵を描こう」
新島会場 美術展・作家プレゼンテーション
新島会場 最終日
波浮地区作品見学会（雨天実施、天候により校内のみとする）

最終日

日 時 イベント 会 場

＊新島・大島でのワークショップ、作家プレゼンテーション（旧波浮小学校会場）、各パフォーマンスの詳細は、HPをご覧ください。

た   び
コウサする花探しの航路よ
縹渺たる間に、此処と彼方の視線が漂い、
一瞬、視線は微かに触れ合う。
はるか以前から花探し人は、わたしでありあなた。
無我の島で漂游する個々の精神が触れ合う。

ーアツータニモ 学見展術美代現際国 7102 OYKOTズンライアトーア 】ルーガ島【 

9/10 [日]～11 [月]　13,000円／人　
（往復ジェット船＋温泉ホテル1泊2食＋2弁当＋島内バス込み）

 9/10 07:30 竹芝客船ターミナル集合・受付開始　　

9/11 15:35  大島発～17:20 東京着
  08:05 東京発～09:50 大島着

【共 催】 アートアイランズ TOKYO 2017 実行委員会　NPO 波浮の港を愛する会
【後 援】 大島町　新島村　東京都大島支庁　大島町教育委員会　新島村教育委員会　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　七島信用組合　東京七島新聞社　波浮婦人会　波浮小波会老人クラブ　ニュージーランド大使館　駐日韓国大使館韓国文化院　
 台北駐日経済文化代表処

【助 成】 芸術文化振興基金　公益財団法人朝日新聞文化財団
室究研報情像映科学像映部学術芸学大芸工京東　会友校学大形造京東　会協化文育美人法団財益公　）株（業工上村　）株（船汽海東　準標本日）株（】賛 協【

 JUN 設計事務所　九段坂総合法律事務所　社会福祉法人武蔵野会大島恵の園　多摩美術大学校友会
【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） 四谷三丁目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 ）窪荻（季時歳 房茶ーリラャギ ）橋京（檜ーリラャギ ）橋本日（YRELLAG CPS ）山青（ecapS trA IKOT ）座銀（庵香枝 YRELLAG ）座銀（yrellaG s
 ギャラリーｆ分の１（神田） ギャラリー れがろ（荻窪） ギャラリー 現（銀座） アートスぺース月光醤油（福島） GALLERY801（千葉長生郡） 

 ）原模相（ REGREV eirelaG ）橋板（noegnuDオジタストーア ）座銀（うほいせーリラャギ カフェ & ギャラリー香文木（鴻巣市） 始弘画廊（南青山） 
（株）制作美術研究所（越谷市） Gallery & Café DODO（府中） GALLERY KINGYO（千駄木） 十一月画廊（銀座） いりや画廊（入谷）

 アートスペース WHITE HEAD（元町） ギャラリー GK（銀座） うみかギャラリー（香川） O ギャラリー（銀座） Gallery Pepin（さいたま市）
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【主 催】 東京の島々を結ぶアート航路開発委員会      高田芳樹　090-1538-5202
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         15:35  大島発～17:20 東京着
  07:50 東京発～09:35 大島着

国際現代美術展日帰り見学ツアー

詳細は、www.shimagirl.com www.tokaikisen.jp/tour/

9/10（日）19:30-

B

美術展・作家プレゼンテーション

村役場前　屋号”キンデー”宅地。コーガ
石で作られた蔵と豚小屋がＬ字に並ぶ。
別棟、かまどと五右衛門風呂を備えた
釜ヤカタ。

豚舎+苗場
+釜ヤカタ+蔵

高田芳樹　竪川可奈
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9/10（火）13:30-15:30
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農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館

1a

しんまちてい

新町亭　

倉石文雄
OPEN 10:00～17:00
◆アクセス
所在地　元町神逹５５０　
元ホテル椿園敷地内
工事器材、車両等ありますので
ご注意ください。

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。

椿公園(椿サミット公園)2a

　　　中谷欣也　　本多真理子
OPEN  ～日没まで
◆アクセス
停留所はありませんが、定期バスは乗り降りできます。　　　

波浮港ラインで「大昇団地」と「大宮神社前」の間です。
バスに乗ったら、運転手さんに「椿サミット公園で
降ります」と伝えてください。
ここから乗る時は、バスが来たら運転士さんに
見えるように手を上げてください。
タクシー　元町港から　約650円

2a

安永元年（１７７２年）船持ちの旦那
である那知家が建造。大島では数少
ない江戸時代の既存建物です。船
底天井・曲り梁の大島の伝統的建
築様式で、平成２５年台風２６号土
砂災害からも免れ、現在保存・活用
を目指しています。

椿
の
森

公
園

椿
の
森

公
園

上の山上の山

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ます。

旧波浮小学校 1a

旧波浮小学校旧波浮小学校

郷土資料館郷土資料館郷土資料館郷土資料館

1b 旧甚の丸邸

中田朝乃　　油井瑞樹　  
シン・イフィー
OPEN 9:00～16:00(無休)
◆アクセス
バス 波浮港ライン｢上の山」バス停下車 
徒歩5分

海のふるさと村海のふるさと村海のふるさと村海のふるさと村

大島恵の園

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
少ない建物の一つです。

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
少ない建物の一つです。

金子勇博古館

◆アクセス
バス 波浮港ライン
｢上の山」バス停下車　徒歩

明治時代からの多くの資料、写真
が保存整理されております。波浮を
訪れた文人達の資料も多くありま
す。（有料）

明治時代からの多くの資料、写真
が保存整理されております。波浮を
訪れた文人達の資料も多くありま
す。（有料）

イ

3

OPEN 10:00～16:00
8月無休　9月水曜休
8/27（月）19:30～
美術展・作家プレゼンテーション
（映像作品紹介）
◆アクセス
元町船客ターミナルより徒歩１分
大島バス営業所正面

無料休憩所

もてな島

2b

4

冷房中
お気軽にお立ち寄り

ください。

椿
・花

ガ
ー
デ
ン

椿
・花

ガ
ー
デ
ン

総合受付・メイン会場

内海仁　　佐々木薫　　関直美　　
曽根光子　　高嶺春夫　　田中宏美
辻村ありさ　　土屋由貴　　戸島大輔
中谷欣也　　藤沢恵　　南優
吉岡朝美　　李容旭　　ティン・チェン・ウェン
レイチェル・ブラックバーン & ジェイソン・アルドリッジ　

工芸大学生によるワークショップ作品展示
OPEN 10:00～18:00(無休)

◆アクセス
バス 波浮港ライン｢上の山」バス停下車 目の前

ワークショップ・パネルディスカッション・身体表現
など、さまざまなイベントの会場です。
最新情報はHPをご覧ください。

旧港屋旅館

広田美穂
OPEN 9:00～16:00(無休)
◆アクセス
バス 波浮港ライン「波浮港」下車
徒歩3分

1c

◆展覧会期間中のバスによるアクセス
大島の定期バスは、始発(7時台)から、最終（遅いところで18
時台）まで、毎日11～12本運行しています。
そのほか、船の発着港により臨時バスや、直行バスが運行さ
れます。港でのアナウンスをお聞きください。

中谷欣也
東京工芸大学生によるワークショップ
OPEN 9:00～16:30(無休)

※古民家は無料
　資料館入館料　\200
◆アクセス
バス大島公園ライン
「郷土資料館入り口」下車 徒歩６分
タクシー　元町から1500～1600円

郷土資料館5

大島の成り立ち、歴史、民俗が学べる資
料が多数。あんこさんの衣装を着ての記
念撮影もできます。 休憩室もあります。

椿サミット公園　バス通過予定時刻　１　　元町港から波浮方面

椿サミット公園　バス通過予定時刻　２　　　波浮港から元町方面

 展示会場に一番近いバス停一覧
●もてな島：元町港
●新町亭：元町南口バス停（波浮港ライン）
●郷土資料館：郷土資料館入り口バス停（公園ライン）
●旧波浮小学校・甚ノ丸：上の山バス停（波浮港ライン）
●旧港屋旅館：波浮港（波浮港ライン）

※椿サミット公園・『薬師さま』参道：（波浮港ライン）
　椿サミット公園には、バス停はありません。波浮港ラインの『大昇団地前』バス停と、『大宮神社前』バス停の間です。停
留所はありませんが、乗り降り可能です。下車の場合は、口頭で、乗車の場合は手を振るなどバスの運転手さんに乗る意志が
伝わるようお願いします。元町から波浮方面と波浮港から元町方面のバスの時刻表を載せます。ただし、時刻は予想なので、
早めにご準備ください。

7:43 8:53 9:23 10:23 11:53 12:53 13:53 15:03 16:23 17:33 18:23 18:53

7:34 8:04 9:04 10:34 11:34 12:04 13:04 13:44 15:04 16:24 17:04 17:44

農民美術資料館
(藤井工房)

◆アクセス
元町の大島役場すぐ横です。

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と収集と研究を見る
ことができます。喫茶もある平成の建物です。
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役場大島町
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港

上の山役場前

もてな島もてな島

農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館農民美術資料館

旧甘晴堂旧甘晴堂

3

岡田港

元町港

http://www.art-islands-tokyo.com/

冬の晴れた朝は伊豆の山々の黒いシルエットの上に白き富士山の姿を見ることができる。夜は、伊豆半島を行き来

する車のヘッドライトが、海向こうの生活を映し出す。熱海から、高速船で45分の距離に浮かぶ『大島』は、伊豆

が冠にあるように、1878年東京府に移管されるまで、伊豆国などの管轄地であり、中央からの文化の伝播は、伊豆

半島経由であった。しかし、移管前の江戸時代末期から、大消費地であった江戸の海運の中継基地や、魚の供給地

として重要な存在となっていた。波浮港は、その大島にあっても良港として、時代時代に改修がなされ、大いに発

展した。その栄華を残す建物は、島の厳しい自然環境や、災害などに見舞われ、わずかに残るのみとなっている

が、ほんの少し想像力を働かせると、島の活気あふれる時代が個々に感じられる。

７回目の現代美術展は、波浮港や、元町の時代を感じられる空間で展示される。
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場
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椿公園椿公園

波浮港波浮港
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一
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路

大島一周道路

1b

1a

上の山クダッチ

上の山上の山

上の山波浮港

波浮保育園

第三中学校

つつじ小学校

旧波浮小学校旧波浮小学校

旧甚の丸邸旧甚の丸邸

金子勇博古館
金子勇博古館

イ

上の山クダッチ

七島信用組合
波浮港出張所
七島信用組合
波浮港出張所

1c波浮港波浮港

大
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路

1d

1e

七島信用組合
波浮港出張所

OPEN 9:00-15:00(土日休)
◆アクセス
バス 波浮港ライン「クダッチ」下車　
徒歩3分　

8/25(金)～9/14(木)
世界の子どもたちの絵画展

1e

▲三原山

火口

裏砂漠

展示会場

お勧めスポット

バス停

おおしま会場マップ

薬師堂

大昇団地前

大宮神社前大宮神社前
大宮神社

2a
2b

椿公園椿公園椿公園椿公園
大
島
一
周
道
路

椿公園椿公園椿公園薬師堂
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新町亭新町亭

もてな島もてな島

薬師さまの参道2b

　　油井瑞樹

OPEN ～日没まで
◆アクセス
「椿サミット公園の道路を挟んだ反対側
です。入口がちょっとわかりづらいです。

「おびんずるさま」ともよばれ、薬師如来像
のほかに賓頭盧像が安置されています。
元町の石畳の参道「吉谷神社」の飛び
地とされています。小さな階段から先は、
礼儀正しく参拝をお願いします。
※現代美術展の作品は、手前の森をお
借りしています。

サンダル
禁止!

マムシ
に注意!

      　

●アートスペースWHITEHEAD　リニューアルオープン展　
9月3日[日]～6日[水]　13:00～18:00
9月12日[火]～24日[日]　13:00～18:00
場　所： 大島町元町字仲中49-48
連絡先： 尾形 勝義 ☎ 080-2551-0796
 whitehead4948@yahoo.co.jp
●～めざめる色と形 2017～　大島恵の園作品展
9月2日[土]～9月17日[日]
場所：喫茶「太平洋」他（恵の園内）
主催：社会福祉法人武蔵野会 大島恵の園
●「大島が好き写真展」
9月2日[土]～9月17日[日]　[水、木]は休み
場　所： 藤井工房　大島町元町2-1-5
連絡先： 大島写真倶楽部 ☎ 090-4026-0645（藤井虎雄）
 qqxt3tz9k@room.ocn.ne.jp 

しじま音楽室しじま音楽室

しじま音楽室しじま音楽室

火山博物館火山博物館

火山博物館火山博物館

日の出浜

5

1d 波浮地区野外
柴辻健吾
OPEN　～日没まで
◆アクセス
大島町役場　波浮出張所となり

港屋旅館港屋旅館

●【新島】「駒ヶ嶺三彩×平間磨理夫」展
８月31日[木]～9月15日[金]　10:00～18:00
場　所： 新島 鈴幸（農協隣り）
連絡先： ☎ 090-6116-0262（駒ヶ嶺）

◆地域の文化的行事
【大島】波布比咩命神社祭礼　7月29日[土]、30日[日]
【新島】大踊り　8月14日[月]若郷妙蓮寺、15日[火]　本村長栄寺
　　　　為朝神社祭礼　9月13[水]
 

この夏に大島・新島で行われる文化の催しです。
アートアイランズTOKYO 2017とともにお楽しみください。

波浮地区野外波浮地区野外

ロ

ロ


