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2013.10.27(sun)-11.10(sun)
第 12回まつしろ現代美術フェスティバル

2013.10.27( 日 )～11.10( 日 )
会場：松代藩文武学校　池田満寿夫美術館
　　　真田邸三番土蔵　旧前島家住宅
　　　山寺常山邸　象山地下壕清野側口
　　　旧松代駅舎

URL：http://mcaf.jp

松代大本営象山地下壕 ( 長野市 )　HA-NE Project 2013 Hitoshi KIMURA
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白川昌生　Yoshio SHIRAKAWA

米林雄一　Yuichi YONEBAYASHI

北澤一伯　Kazunori KITAZAWA

仁科茂　Shigeru NISHINA

荒井善則　Yoshinori ARAI 

香山洋一　youichi KAYAMA

町田至　Itaru MACHIDA

沼田直英　Chokuei NUMATA

ごとうなみ　Nami GOTO

坪内真弓　Mayumi TUBOUCHI

中村明　Haru NAKAMURA

津金多朗　Taro TSUGANE

木村仁　Hitoshi KIMURA

ステハン・コビッチ  STEVAN KOJIC ( セルビア )

ユン・ドンチュン   Yoon Dongchun ( 韓国 )

パク・カンギュル   PARK, Kwang Yul ( 韓国 )

ホン・オボン　Hong O-Bong( 韓国 )

モンコン・プリエンバンチャン　Mongkol Plienbangchang（タイ）

幅佳織　Kaori HABA

おまゆみ　OMAYUMI

田中照幸　Teruyuki TANAKA

テイ・コバヤシ　Tei KOBAYASHI

1973 年キヒンダ（セルビア）生まれ。
1997年ベルグラード芸術大学卒業。1999年ベルグラード芸術大学大学院修了。
2004 年よりノビサド美術大学ニューメディア学科で働く。
国際シンポジウムやプロジェクトを始め個展、グループ展多数。
2010 年ノビサド、サロングランプリ。2002 年パンセボ、サロングランプリ。
1997 年ベルグラード芸術学部、イリア・コラレビック基金。
彼のテーマは、公的なものと私的なもの、ハイテクとロウテク、環境と経済
などの両者に横たわる隙間を見つめることにある。2013 年アーチスト・イン・
レジデンス in 善光寺界隈招聘アーチストとして来日。

アメリカ生まれ。日本在住歴 30 年。
3 匹の犬と 1 匹の猫と共に山中に居住する。
インスタレーションとパフォーマンスを手がける。

1969 年生まれ。長野市在住。
高校卒業後美術を始める。浦和造形研究所で油画を学ぶかたわら、東京立川
市にある共同アトリエでウィンドディスプレイや内装、壁画、現代美術家の
作品制作にたずさわる。研究所卒業後、美術家斎藤義重氏率いる専門学校（旧
TSA）に入学。翌年同校を中退し渡印。帰国後長野に拠点を移し発表を開始。
言葉、写真、タブロー、インスタレーションなど表現の枠は広く、県内を中
心に個展グループ展多数。
2010 年境内アート×苗市アート部門優秀賞受賞（長野県小布施町）
2011 年 International Art Competition 2011 入賞（USA , NewYork）

兵庫県生まれ。大阪府在住。
好きな場所で好きなことする。生まれた時から。
長野、東京、大阪、京都、神戸、愛知、高知、韓国、中国、
タイ、独、仏、米、メキシコなどで、ソロ公演及び催し参加。
真っ赤な白日夢をみる。

1979 年長野生まれ。長野市在住。
●入選・受賞暦 
 2003 大阪芸術大学卒業制作展　学科賞受賞 2004 雪梁舎フィレンツェ賞展　入選
 2005 第 61 回「現展」　新人賞受賞 2006 第 62 回「現展」　会友推挙
 2005 ～ 2008,2010 ～ 2013 第 61 回～第 63 回、第 64 回～第 69 回「現展」入選
 2010 第 66 回「現展」 準会員推挙 2012 第 68 回「現展」 「ホルベイン工業賞」受賞
まつしろ現代美術フェスティバル終了後に小布施スタジオにて個展を 11 月 14 日
（木）から 12 月 11 日（水）まで行います。

 1949 年長野市生まれ。北海道旭川市在住。
池田満寿夫美術館の中庭でのインスタレーション。
石に込められたイケダマスオのメッセージに、荒井善則の竹とガラス玉によ
るコラボレーションによる対話から、新たな色彩の出現を待つ。
この瞬間、創作のミューズから、イケダマスオの言霊とアクションが降りて
来る。
「マスオ石と樹とガラス玉」　作品タイトル「Soft Landing to Field」

1965 年生まれ。バンコク在住。
政治的混迷の続くタイで、国の政治と世界情勢に関するパフォーマンス。芸
術及び政治社会的運動に深く関わるゆえの激しい表現。画家、詩人でもある。
ドローイングと詩による本を２冊出版。ASIATOPIA の主要メンバー。国内外
のパフォーマンスアートイベントや芸術祭に多数出演。
現在の作品は、状況の変化の中での人間の心や社会問題、人間の尊厳に主眼
をおく。

1959 年北海道生まれ。松本市在住。
1999 年パフォーマンスアート開始、国内外で作品を発表。自他の歴史観を問
いながら現代社会で共に生きるための表現を探り続ける。2001 年より
Art_Plus-jp 主宰、海外作家を招いてのパフォーマンスイベントを毎年開催し
長野県から海外への発信にも尽力。
戦争という犯罪は私たちの日常生活とつながっている。平和への糸口は自分
の中にある。

1957 年生まれ。
Title : I love Matsushiro festival
私は松代フェスティバルを愛する。そして、松代フェスティバルの人々を愛
する。彼らはあまりにも美しい人々である。今回公開される私の作品は、利
点が着目されたパフォーマンスだ。 "I love Mastushiro performance～" 。 松代
フェスティバルは、今年が 12 年目です。しかし、今年は松代フェスティバル
が最後になるかもしれないという予測がある。それはあまりにも悲しいこと
だ。もしこれが最後なら、私は再びその美しい松代の人々に会うことができ
ない。本当に悲しいことだ。是非松代フェスティバルよ！永遠に！ 

1955 年生まれ。松本市在住。
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？
写真タイトル「亡者の視線」

1954 年北海道生まれ。埼玉県在住。
1984 年コンパレゾン展グランパレ（パリ）を始めソウル、長野、東京、埼玉、
大阪、宮城、仙台など国内外で発表活動を行う。近年では 2010 年登米アート
トリエンナーレ 2010 展。2012 年今日のアート・ジェオ・コンストゥルイ展
など。
ゲニウス・ロキ「精霊の宿る場所」と言う特別の精神性は真にその場におい
て重要な役割を担っている。作品名：ゲニウス・ロキ（風の精霊）

 1984 年長野県生まれ。茅野市在住。
やきものを素材とし、自然のなかの水や雲、樹木など時間とともに移り変わっていく
ものと人との関係をテーマに制作を行っている。
2008 年多摩美術大学工芸学科陶専攻卒業 2010 年多摩美術大学大学院工芸専攻陶研究
領域修了 2008 年多摩美術大学工芸学科陶専攻卒業制作優秀賞 2008 年瑞浪陶土フェ
スタグランプリ受賞 2013 年より長野県にて制作活動開始。2013 年個展 GALLERY b. 
TOKYO（京橋）2011 年「国際陶芸フェスティバル in ささま」（静岡県）他多数。

1977 年長野県下伊那郡生れ。山形県山形市在住。
2009 年東北芸術工科大学大学院修士課程彫刻領域修了。2011 年株式会社ア
トリエ欅設立。
一片の木材という” 断片” から立木を想像する。それは決して色あせない、瑞々
しく力のみなぎる姿をしている。枝を張り葉を繁らせるその姿はとても美し
い。大木を想像する種として、一枚の板を提示する。

1990 年生まれ。長野市在住。
2012 年信州大学教育学部卒業。長野市内中学校勤務。

世界平和を願っている。

1942 年東京生まれ。 長野県小布施在住。
1964 年金沢美術工芸大学卒業。1966 年東京藝術大学院修了。
東京藝術大学教授退任後、小布施に居住する。東京藝術大学名誉教授。
JAXA 国際宇宙ステーション「きぼう」にて「宇宙手形」「宇宙モデリング」
などを提案、実施。
まつしろ現代美術フェスティバルと同時開催で小布施スタジオにて個展開催

1957 年韓国生れ。ソウル在住。
ソウル大学校美術大学を卒業 (B.F.A.) 後、米国クランブルック アカデミー オ
ブ アート (Cranbrook Academy of Art) を卒業 (M.F.A.) 。
 1988 年からは、絵画、インスタレーション、版画、 写真、ドローイングなど
で、韓国と米国、日本などで多くの個展を開催し、300 回余りの団体展に参加。
 1992 年には国際的なアジア ヨーロッパ ビエンナーレで金賞を受賞。イギリ
ス大英博物館やニューヨーク公共図書館をはじめとする世界各国の美術館に
所蔵される。
 ソウル大学校美術大学 絵画科教授。
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1948 年北九州生まれ。群馬県前橋市在住。
1983 年ヨーロッパから帰国。以後国内外で作家活動および美術評論活動を行
う。
1012 年新潟市「水と土の芸術祭」に沼垂ラジオ局開局。
2013 年アーツ前橋グランドオープン参画。
ポスト資本主義社会での美術の可能性を地方に生活しながら探る。

1970 年生まれ。大阪生まれ山口県岩国市育ち。
94 年より活動を始める。2011 年、TRANSMUTED( メキシコ )、12 年、
Simposhia( ルーマニア ) 等、パフォーマンスやインスタレーションを発表。
「頭に知識を結わえ付けることで人は盲目になるが、だからといって無知が解
答になるはずもない。」
20 年ぶりにこの一文を目にし、思うところがある。
今回は、どう松代に対峙出来るだろうか。

1972 年長野県上田市生まれ。長野県埴科郡坂城町在住。
土は、作り手のアクションを正直に閉じ込めてしまう素材です。
そんな一瞬で変わる土の変貌を閉じ込め、切りとり、再び構築する事で見え
てくるモノがあります。
連なり、繋がり、支えあう事で生まれるカタチ・・・
この先もずっと探していくんだろうと思います。

1948 年生まれ。長野市在住。
1971 年東京藝術大学卒業 1973 年東京藝術大学大学院修了。
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。
1999 年より平和を祈願する目的で、折り鶴の羽根をモチーフとしたHA-NE 
Project を開始する。アーチスト・イン・レジデンス in 善光寺界隈代表。
信州大学教授。

1955 年韓国釜山生まれ。ソウル在住。
1984 年韓国世宗大学油絵科卒。1988 年多摩美術大学大学院修了。
1984 年以来ソウル、釜山、仁川、東京、札幌、旭川などで版画、Installation
の個展を開催する。2005 年 HALLO GUTENBERG (Raphael 12 Gallery 
/Frankfurt) を始め、国際展、団体展は 220 回におよぶ。

1949 年伊那市生まれ。
『「固有時と固有地」連作　くりかえし対立する世界で白い壁はくりかえしあ
らわれる』（長野市松代大本営地下壕跡象山地下壕清野側４号出口）。
生家で体験した山林の境界や土地の権利をめぐる問題の口伝と物質化を試み
て、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）プロジェクトを展開している。境（さかい）論と稗史の美術。

［旧前島家住宅］

［池田満寿夫美術館］

［象山地下壕清野側口］

［象山地下壕清野側口］

［池田満寿夫美術館］

［山寺常山邸］

［旧松代駅舎］

［山寺常山邸］

［山寺常山邸］

［池田満寿夫美術館］

［山寺常山邸］

［旧前島家住宅］

［山寺常山邸 , 旧前島家住宅］

［松代藩文武学校］

［真田邸三番土蔵］

［真田邸三番土蔵］

［松代藩文武学校 ( 槍術所 )］

［松代藩文武学校 ( 槍術所 )］

［松代藩文武学校 ( 槍術所 )］

［松代藩文武学校 ( 槍術所 )］

［松代藩文武学校 ( 槍術所 )］

［山寺常山邸］

［松代藩文武学校 ( 剣術所 )］

［松代藩文武学校 ( 剣術所 )］

北島千夏子　Chikako KITAJIMA

伊豆牧子　Makiko IZU

 1974 年長野県生れ。東京都在住。
幼少の頃よりバレエを習い、学生時代水戸芸術館にて踊ることに目覚める。
身体の可能性を探り渡仏、帰国後伊藤キム＋輝く未来に参加。2005 年より
GRINDER-MANに所属し演出、振付、出演に携わる。近年は他者への振付、
指導も行い、今後は長野県での活動も拡げたいと考えている。2010 年、2011
年松代現代美術フェスティバル参加。

長野県生まれ。演劇実験室「カフェシアター」で身体表現に目覚め、93 年 NIPAF
( 日本 ) をきっかけに渡西。アーティストのバルトローメ・フェランド氏の下でイ
ンターメディア・アートを学び、同時期にスペイン国内のフェスティバルに多数
出演。
日本舞踊、コンテンポラリー・ダンス、和太鼓、アフリカンダンスなどの経験を
背景に、作品をつくり続けている。2008 年 DANX! Nagano( 日本 )、Alter Arte08 （ス
ペイン）、2009 年 CIPAF（韓国）、2010 年 Ciclo de Arte de Accion（スペイン）他
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劇団『月蝕ストゥーバ』
羽布  HAFU  (青山智子  Tomoko AOYAMA）
1968 年生まれ。長野市在住。
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。
【上演作品】
寺山修司 作 『まんだら』
出演 /月蝕ストゥ―バ　演出 /羽布 　音楽 / メルヘン吉田　設置美術 /羽布

UNDERGROUND
PLAY

EVENT イベント日程

10/27( 日 )

11/2( 土 )

11/3( 日 )

11/4( 月 )

11/10 ( 日 )

● ワークショップ「羽根プロジェクト」( 無料 )
　  13:00～ エコール・ド・まつしろ倶楽部ハウス ( 象山神社内 )
　　　　　   連絡先：090-8329-6751

● 場踊り　田中泯
　　13:30～ 史跡松代藩文武学校内 ( 長野市松代町松代 ) 

　　16:00～ 象山地下壕 ( 非公開 )

● ギャラリー・トーク　参加作家によるトーク
　　9:30～12:30 池田満寿夫美術館

● 展示見学ツアー ( 無料 )　参加作家による作品ガイドツアー
　　10:00～12:30 松代まち歩きセンター前スタート

● 羽根茶会
　　11:00～14:00 史跡松代藩文武学校内 ( 東序 )

　　　　　　　　羽根落雁付き　お茶代 300 円

● パフォーマンス・アート
　　13:00～16:00 史跡松代藩文武学校内 ( 槍術所 )

● 朗読ロック　田原宏一×倉島高則×宮澤眞
      ラップ法師　門脇篤
　　10:00～12:00　史跡松代藩文武学校内 ( 剣術所 )

● サウンド・アート　小野貴史×山本凡人×篠崎智
　　13:00～　史跡松代藩文武学校内 ( 槍術所 )

● コンテンポラリー・ダンス  伊豆牧子　北島千夏子
　　14:30～　史跡松代藩文武学校内 ( 剣術所 )

● 現代演劇　劇団『月蝕ストゥーバ』羽布他
　　14:00～　史跡松代藩文武学校内 ( 槍術所 )

※入場無料
　　史跡松代藩文武学校は入館料が必要になります。( 200 円　同日再入館可 )

松田朕佳　Chika MATSUDA

ヒグマ春夫　Haruo HIGUMA

辰巳量平　Ryohei TATSUMI

小野貴史　Takashi ONO

山本凡人　Bonto YAMAMOTO

篠崎智　Satoru SHINOZAKI

門脇篤 Atsushi KADOWAKI 

田原宏一　Koichi TAHARA　/　倉島高則　Takanori KURASHIMA　/
宮澤眞　Makoto MIYAZAWA

大分県生まれ。東京都在住。
 映像が介在する表現に固執し、2008 年から毎月 1 回「ヒグマ春夫の映像パラ
ダイムシフト」を継続中。他に年1 回のコラボレーション企画「ACKid」がある。
映像作家・美術家・パフォーマンスアーティスト。
http://www13.plala.or.jp/higuma
紗幕（皮膜）は、見えない向こうの世界を心眼させるフイルターのようです。
3.11 以後重要なファクターになって現れています。

1966年生まれ。東京学芸大学大学院修士課程作曲専攻修了。電子メディア（プ
ログラミングと録音素材、リアルタイムエフェクト等がミックスされた総合
体）とアコースティック楽器との融合を生涯の課題としているが、近年はア
コースティック楽器のみによる作品も多数発表している。作曲家集団「向こ
う側への旅」及び Ensemble sans-limite メンバー。作曲家・サウンド・アーティ
ストとしてのみならず視覚データの音響化プログラム “Visus Sonitus” の開発
も手がけている。

1983 年生まれ。長野市在住。
2010 年にアメリカ合衆国アリゾナ大学大学院芸術学科修了後、アーティスト・
イン・レジデンスをしながら制作活動をしている。
生活圏によって限定される五感と、パターン化した言語によって限定される
思考。溶かして粘度を高めたい。

1971 年生まれ。東京学芸大学大学院修士課程作曲専攻修了。日本交響楽振興
財団第 20 回作曲賞、文化庁舞台芸術創作奨励賞、第 69 回日本音楽コンクー
ル作曲部門第１位、第 24 回名古屋文化振興賞、ユトレヒト管楽アンサンブル
国際作品公募、ドイツ・ジーモン出版国際作曲賞等に入選・入賞。作品はブー
ルジュ国際電子音楽祭、ISCMシュトゥットガルト大会、＜東京の夏＞音楽祭
等内外で数多く上演されている。現在 Ensemble sans-limite ディレクター、
信州大学教育学部准教授。

988 年兵庫県生まれ。神戸市在住。信州大学人文学部英語学卒業。
作品の多くは言葉に着眼したものであり、言葉の目的外使用によって
言葉の奥行きを捉えようと試みています。
2012 年「 辰巳量平展：凡人でごめんなさい」ワールド不動産ビル / 松本市
HP：www.gobogobo.jp

2002-06、FMぜんこうじで放送されたサウンド・スケープ・ドラマ「リゾー
ト鉄道」が、
2011 年より変動的なメンバー、内容で「大人のリゾート鉄道」としてライヴ
活動を始める。長野市、千曲市在住。
どうして大人なんかになっちまったんだろう。
長野電鉄河東線松代駅で須坂行きの始発を待っていた。。

 1969 年仙台生まれ。仙台市在住。
日本におけるコミュニティアートの可能性を模索しています。
スキルもやる気もない人たちが何かを生み出す取り組みとして震災後、ラッ
プをつくるプジェクトを行っています。
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1973 年生まれ。6才よりピアノを，中学生の頃より打楽器を演奏し始める。
東京学芸大学教育学部音楽科打楽器専修卒業。打楽器を塚田靖、マリンバを
安倍圭子に師事。在学中より同時代作品に積極的に取り組み ‘02 年には愛甲
雅美とのデュオ（Duo Sacr&eacute;）でトッパンホール主催デビューコンサー
トオーディション合格。同ホールにてリサイタルを開く。Ensemble 
sans-limite メンバー。東京家政大学講師、立教新座高等学校吹奏楽部トレー
ナー。

主催：第 12回まつしろ現代美術フェスティバル実行委員会
事務局：信州大学教育学部木村研究室 (TEL:026-238-4144    E-mail:hk@hkimura.com)
共催：Art_Plus-jp( アートプラスジェーピー ) ／ ISHIKAWA地域文化企画室
後援：長野市／エコール・ド・まつしろ倶楽部／信濃毎日新聞社／長野市民新聞社／
　　　週刊長野新聞社／NHK長野放送局／ SBC 信越放送／NBS 長野放送／
　　　TSB テレビ信州／ abn 長野朝日放送／ INC 長野ケーブルテレビ／
　　　FMぜんこうじ／長野県教育委員会／長野市教育委員会
協力：池田満寿夫美術館／NPO法人松代大本営平和祈念館／中部建設工業株式会社
　　　／DUX Internationai,inc. ／ Office KPD

URL：http://mcaf.jp

田中泯　Min TANAKA

1945 年生まれ。
ダンサー。クラシック・バレエとモダンダンスを学び、66 年からソロダンス
活動開始。「ハイパーダンス」と称する新たな踊りのスタイルを発展させる。
85 年農村に移住、農業生活を開始。その後も意欲的に踊り続け「場踊り」を
展開。2002 年より、ダンサーとしての経験を生かし、国内外を問わず多数の
映像作品に出演。著書に『僕はずっと裸だった』( 工作舎 )、『意身伝心』（松
岡正剛との共著、春秋社）。
http://www.min-tanaka.com/

　「場踊り」　公開［松代藩文武学校］
　　　　　　非公開［象山地下壕］

［旧前島家住宅］

［旧前島家住宅］

［旧前島家住宅］

［松代藩文武学校 ( 槍術所 )］

［松代藩文武学校 ( 槍術所 )］

［松代藩文武学校 ( 槍術所 )］

［松代藩文武学校 ( 剣術所 )］

［松代藩文武学校 ( 剣術所 )］

［松代藩文武学校 ( 槍術所 )］

x



第 12回まつしろ現代美術フェスティバル
2013.10.27( 日 )～11.10( 日 )

■ ACCESS
長野新幹線：JR 長野駅より車で 30 分・JR 篠ノ井駅より車で 20 分
長野自動車道：長野インターより車で 5分・徒歩 30 分
バス：JR 長野駅善光寺口 3番バス乗り場から「古戦場・松代行」バスで
　　　  約 30 分、「松代駅前」で下車後徒歩 7分
タクシー：JR 長野駅タクシー乗り場から約 30 分

第 12回まつしろ現代美術フェスティバル実行委員会
TEL:026-238-4144   E-mail:hk@hkimura.com

URL:www.mcaf.jp
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●看板あり

松代藩文武学校
(インスタレーション)シュテハン・コビッチ
(場踊り)田中泯
(パフォーマンス・アート)
   ホン・オボン／モンコン・プリエンバンチャン
   ／田中照幸／幅佳織
(サウンド・アート)
   小野貴史／山本凡人／篠崎智
(コンテンポラリー・ダンス)北島千夏子
(演劇)劇団『月蝕ストゥーバ』

真田邸三番土蔵
(インスタレーション)
   ユン・ドンチュン／パク・カンギュル

山寺常山邸
(インスタレーション)
   ごとうなみ／香山洋一／
   中村明／木村仁／沼田直英
(パフォーマンス・アート)
   テイ・コバヤシ

象山地下壕清野側口
(インスタレーション)
   仁科茂／北澤一伯

旧前島家住宅
(インスタレーション)
   ヒグマ春夫／白川昌生／
   津金多朗／辰巳量平／
   松田朕佳／木村仁

松代象山地下壕
(場踊り)田中泯（非公開）

池田満寿夫美術館
(ギャラリー・トーク)参加作家
(インスタレーション)
   米林雄一／荒井善則／坪内真弓

松代駅
(インスタレーション)
   町田至

まち歩きセンター
ツアー集合場所

大林寺


