
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitoshi KimuraHA-NE Project 2012                               松代大本営象山地下壕（長野市松代町） 

特別展示 戦争を伝える松 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

上田市下之郷東山の里山に
は、樹幹に矢羽根状の傷をつけ
た松の木が、数十本確認されて
いる。これは、特殊な鋸（ノコ）
で切込みを入れて「松脂（ヤニ）」
を採取した跡。 
アジア太平洋戦争末期、日本

は連合国側の包囲網により航空
機用燃料が極度に不足してい
た。軍部はその打開策として、
ドイツの文献を参考に、松脂か
ら航空機用燃料を精製しようと
した。これらの傷をつけられた
松は、戦時体制下における燃料
不足を伝える「戦争の生き証人」
として、今も静かに語りかけて
いる。 

里山保全「ヤマンバの会」松脂戦跡チーム 

 

 

第 11回まつしろ現代美術フェスティバル  

昭和 19 年 11 月 11 日午前 11 時 11 分。 

November 11, 1944, 11:11am 

長野市郊外の静かな城下町で突如爆音がとどろく。 

In a quiet castle town just outside Nagano City, the sudden boom of an explosion roars. 

敗戦が色濃くなった太平洋戦争末期、 

At the end of the Pacific War, stained with defeat,  

日本の命運をかけた大工事、「マ工事」が開始された。 

The large construction project, “MA Construction”, began, betting on Japan’s fate. 

あれから 67 年の月日が流れた。 

Sixty-seven years have passed since then. 

 

 
 
 

 

 

2012 7/１(日) -１６(月) 

●会場 

松代藩文武学校 

池田満寿夫美術館フリースペース 

象山地下壕清野側口 

特別出展・戦争を伝える松(松脂採取痕跡松) 
Special exhibit: Pine that speaks of war.  

(Pine with traces of pine resin harvesting) 
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1948 年生まれ。2012 年
新潟市「水と土の芸術祭」
に沼垂ラジオ局開局。 
群馬県前橋市在住。 
 

Tsuguo YANAI 
1953 年生まれ。杉皮を８
時間煮込んで繊維を採取
した。その繊維を紙漉きで
再び杉皮に還した。 樹木
の身体はなく、横たわった
樹皮の上方で木魂は所在
なく浮遊している。 
埼玉県飯能市在住。 
 

 
1949年生まれ。何か特別
な行為：持続するレコンキ 
スタ（失地奪還/全てを失 
った場所で、もう一度たい 
せつなものをとりもどす)プロ
ジェクト。 
伊那市在住。 
 

 

 

 

 

Shigeru NISHINA 

1955 年生まれ。2005
年から松代に参加。 
この場所で私に美術は可
能でしょうか？象山地下
壕から見た５号出口。
（制作場所） 
松本市在住。 
 

 

 
Mio SHIRAI 

1962 年生まれ。インスタ
レーションや映像作品を制
作し、近年は展覧会及び
ライブアートのイベントプロ
デュースも行う。 
東京都在住。 
 

 

 Yoshinori ARAI 
1949 年生まれ。その場
を組み込んだインスタレー
ション。 
旭川市在住。 

Itaru MACHIDA 
1977 年生まれ。株式会
社アトリエ欅代表取締役。 
山形市在住。 
 

 

 

Youichi KAYAMA 

1979 年生まれ。平面作
品の他に BOXタイプやイン
スタレーションなど、様々な
方法で心象風景を描く。 
長野市在住。 

 

1984 年生まれ。身体をモチ
ーフに版画や布を用いて立
体作品を制作。国内外で発
表を重ね、数年前よりダンス
とのコラボレーションを始め
る。自らの作品を”ソフトスカ
ルプチャー=柔らかい彫刻 ”
と呼び、ダンサーの衣装など
も手がける。 
長野市在住。 
 
 

 

Ayako TAMANO 

1986年生まれ。第 4回ア
ーチストインレジデンス in
善光寺界隈招聘作家。 
さいたま市在住。 

Akira TAMURA 
1988 年生まれ。近年では
彫刻、特に陶を中心に平
面立体に関わらず表現を
行う。 
松本市在住。 

 

1982年生まれ。「空虚を 
刻む」をテーマに制作。 
長野県茅野市在住。 
 

Hitoshi KIMURA 
1948 年生まれ。1999 年
より HA-NE Project を行
う。2002 年日韓共催ワー
ルドカップを機に「まつしろ
現代美術フェスティバル」
を始める。 
長野市在住。 

 

Chika MATSUDA 
1983年生まれ。アメリカ
合衆国ニューメキシコ州
2011−2012年
BorderArtResidency に招
待される。 
長野県信濃町在住。 
 

 
アブノーマル システム  
1964 年生まれ。"おかし
い"ものはない。"おかしい"
と思う気持ちは存在する。 
長野市在住。 

 

          Hikaru HATA 
1989年生まれ。それ自体
では動かない一コマ一コマ
に魂を入れるました。コマ
撮りアニメーションの世界
をお楽しみください。 
長野市在住。 
 

 

Nelo vilar 

1968年生まれ。社会学
的な批評観点からアプロ
ーチする、オルタナティ
ブ・アクチュアル・アート
の専門家。 
スペイン在住。 
 
 

Eva Pez 
1980 年生まれ。エロテ
ィシズムをテーマに、パ
フォーマンス作品を発
表している。 
スペイン在住。 

 

HongO-Bong 
1957年生まれ。私は日 
本が好きだ。日本は私に 
とって一つのファンタジー 
であり、夢である。早く福 
島が美しい所に生まれか 
わって願っている。 
韓国在住。 
 

Mongkol Plienbangchang 
1965 年生まれ。タイと
世界の政治社会的状
況への激しい表現。詩
人 、画家で もあ る 。
ASIATOPIA 主要メンバ
ー。 
タイ在住。 

Nopawan Sirivejkul 
1968 年生まれ。境界の
ない新しい世界、人と人
との関係。ASIATOPIA マ
ネージャー、写真家。海
外公演に多数参加、他
国との交流展も独自企
画。 
タイ在住。 

   
1984 年生まれ。作品タ
イトル：やっほーの中間
点の計測 
愛知県岡崎市在住。 

Kaori HABA 

1959年生まれ。私たち
が見ようとしないものは
現代史の中で葬り去ら
れる 。 Art_Plus-jp 主
宰。現代アートによる長
野から海外への発信に
尽力。 
松本市在住。 

Tei  KOBAYASHI 
アリゾナ生まれ。日本人の母とアイル
ランド系アメリカ人の父との間に生まれ
る。3 匹の柴犬、１匹の山猫および夫
と共に住む。 
日本在住。 

  
Takashi ONO×Bonto YAMAMOTO×
Satoru SHINOZAKI 
2001年より現代音楽アンサンブル
Ensemble sans-limite を結成し東京 
を中心に活動を展開。これまで委嘱
作品も含め数多くの現代作品を上演 
してきた。 
東京、埼玉在住。 

 

Hafu （          Tomoko AOYAMA） 
1968 年生まれ。2008 年、利賀演劇人
コンクールにて優秀賞を受賞。ワークショ
ップクラスを長野市で開催する。月蝕ス
トゥーバ主催。 
長野市在住。上演作品。三島由紀夫の
近代能楽集より～『葵の上』 
 

 


