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第7回まつしろ現代美術フェスティバル会場
史跡松代藩文武学校

まつしろ現代美術フェスティバル第２会場
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会場マップ

MATSUSHIRO CONTEMPORARY ART FESTIVAL VOL.7 
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会場近郊アクセスマップ

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５分

IC

MATSUSHIRO CONTEMPORARY ART FESTIVAL

MATSUSHIRO CONTEMPORARY ART FESTIVAL VOL.7 7/6~7/21 2008

松代大本営の遺跡を残すこの町で行う平和を旗印とした現代美術の祭典

現代美術の作家による文武学校内および松代大本営象山地下壕４・５号口(清野側)におけるインス
タレーションを中心に、パフォーマンスアート、メディアアート、現代舞踏、コンテンポラリーダンスなど
を開催。

■インスタレーション作家 : 戸谷成雄 白川昌生 坂口寛敏 北澤一伯 仁科茂 潮田友子 
                                　角居康宏 柿崎順一 木村仁　
■映像作家 : Abnormal system 花井裕一郎 　
■パフォーマンスアーチスト : ホン・オボン(韓国) ヨン・ミョング(韓国)
                                  　パドゥンサック・コチャサムロン（タイ） ノパワン・スリヴェチャグン（タイ）          
　                               　田中照幸(日本)　幅佳織(日本)
　
■「羽根プロジェクト」によるワークショップ：折り鶴の羽根を素材に、平和を願う作品を制作。 
   象山地下壕にて写真撮影。募集人数約10名。参加料無料。後日文武学校に作品展示。
　７月６日(日) 13:00～ 文武学校内(文学所)

■ギャラリー・トーク：参加作家によるトーク
　７月12日(土) 13:00～16:00 文武学校内(文学所)

■韓国、日本およびアジアのパフォーマンスアーチストによるアートパフォーマンス
　７月13日(日) 13:00～16:00 文武学校内　　　　　

■羽根茶会：７月13日(日) 11：00～14：00 文武学校内(東序)
　　　　　 羽根落雁付き お茶代300円

■演劇公演：７月19日(土) 15:00 リバティホール「授業」 文武学校内(文学所)

■コンテンポラリーダンス:７月20日(日) 14:00～ キム・ミヤ 文武学校内　　

■現代舞踏：リチャード・ハート　柿崎順一　客演：小林千喜（太鼓）　
　　　　　 ７月21日(月)海の日　13:00～　文武学校内

■パフォーマンス・コンテンポラリーダンス　テイ・コバヤシ　北島千夏子
　　　　　 ７月21日(月)海の日　15:00～　文武学校内

＊入場料無料ただし文武学校入館料として200円が必要

長野市芸術文化振興事業

url http://mcaf.jp/

第７回まつしろ現代美術フェスティバル
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Chikako KITAJIMA
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会期: 2008年     月     日(日)～       日(月)海の日
会場：松代藩文武学校(長野市松代町松代205-1)および象山地下壕清野側口
主催：第７回まつしろ現代美術フェスティバル実行委員会
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 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：ＮＰＯ法人松代大本営平和祈念館 中部建設工業株式会社
助成：野村国際文化財団 長野市芸術文化振興事業

作家artists

主催・問合せ：まつしろ現代美術フェスティバル実行委員会
Phone 026-238-4144 E-mail：hk@hkimura.com url http://mcaf.jp/

長野自動車道 / 長野インターより５分
JR長野駅・善光寺口前３番バス乗り場から川中島バス（アル ピコバス）

「古戦場・松代行」バスで約30分「松代駅前」下車，徒歩７分
JR長野駅・タクシーのりばから約30分

HA-NE Project 2008 Hitoshi KIMURA
松代大本営・象山地下壕(長野市)
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The World Cup co-hosted by the Republic of Korea and Japan in 2002 triggered this plan. 
The plan will also be held this year to build Japan’ s new future with Asia focusing on its neighbor, Korea.In this city that 
brought Matsushiro Headquarters (Daihonei), we look back from a global perspective on how Japan has ever moved toward 
building a large peace ring with, not only neighboring countries in Asia, but also nations all over the world. Let’ s find a 
clean, real, and beautiful Japan where we can talk together candidly about our future   



坂口寛敏   Hirotoshi SAKAGUCHI Kazunori KITAZAWA   北澤一伯

仁科茂   Shigeru NISHINA Tomoko USHIODA   潮田友子

角居康宏  Yasuhiro SUMII Junichi KAKIZAKI   柿崎順一

Abnormal system   アブノーマル システム木村仁   Hitoshi KIMURA

花井裕一郎   Yuichiro HANAI HONG, 0-bong  ホン・オボン ( 韓国 )

ヨン・ミョング ( 韓国 )  YUN, Myung-Gook
Padungsak KOCHSOMRONG  
パドゥンサック・コチャサムロン ( タイ )

ノパワン・スリヴェチャグン ( タイ )   Nopawan SIRIVEJKUL Kaori HABA  幅佳織

田中照幸  Teruyuki TANAKA Liberty Hall  リバティホール

キム・ミヤ   Kim MIYA Richard Hart   リチャード・ハート

テイ・コバヤシ  Tei KOBAYASHI Chikako KITAJIMA 北島千夏子

1947 年長野県生まれ / 愛知県立芸術大学大学院修了
ベニスビエンナーレ、インドトリエンナーレ（ニューデリー）、などをはじめ世界的に活躍。最近５年間の主な展覧会では
'02 年「未完の世紀：20 世紀美術がのこすもの」（東京国立近代美術館）、'07 年「20 世紀美術探検」（国立新美術館）など

'88 年朝倉文夫賞、'95 年平櫛田中賞、'00 年光州ビエンナーレ（韓国）アジア賞、
'04 年芸術選奨文部科学大臣賞

:: パブリックコレクション ::
東京国立近代美術館、東京都現代美術館、広島市現代美術館、ノイエギャラリー・アーヘン（ドイツ）、

国立国際美術館など多数

戸谷成雄　Sigeo TOYA Yoshio SHIRAKAWA   白川昌生
2007 年　「フィールドキャラバン計画」群馬県庁特別展室　群馬近代美術館
　　　　  「ニンフの通路」渋川 AIS　渋川
2008 年　「1974－76」　ノイエス朝日　前橋
2007 年に「フィールドキャラバン計画へ　2001－2007」水声社より展覧会カタログとして出版　　
おなじく美術評論「美術、記憶、生」水声社より

1949 年伊那市生れ。1971 年より活動。
1994 年以降、廃屋と旧家の内部を「心の内部」に見立てて美術空間に変える『「丘」をめぐって』連作を発表。
2003 年からは、土地係争を題材にした『刺客の風景』連作と、自分自身の内面世界を布置する『セルジ・ペイ頌歌
シリーズ No1̃18』がある。2006 年、土地の記憶の再構築のための試論『固有時と固有事』と抗争の痕跡を語る

『稗史（はいし）』を制作。２007 年、出生地の地域美術界に対する新解釈『いばるな物語』と死への見解「死者の壷」
制作。8 月、住宅地に残された森の樹木の配列から、戦後の都市近郊における農業事情を読む『植林空間』制作。

コメント : 私は、私の表現を、美術における身体と精神と物質の関わりが生み出す「詩」と考えてきた。それは私が死の
側に立つことを拒否し、「いのち」を守り、さらに勇気づけるもの。すべての傷を快癒へと向かわせる何か。
いわくいいがたいものに触れる術だ。

「拡大された彫刻論」

忌まわしい歴史と、その後に育成した実生の樹が、２本あるだけの空間である
３年目になる。山から石を見つけてきては、この場所に並べている。

美術作品というも気が引ける。何の役にも立たたない行為。しかし、思う。
此処でどれほどの韓国人が、何の役にもたたない行為を、

命を懸けてまでしたのであろうか？

命の数だけ、本能や信念が存在する。そんな個々の正義ともいえるものが、生得的に、倫理的に、
経済的に、そして歴史的に影響し合い、時間（現在）というダイナミズムをつくり上げてきた。

私はこの中で、学ぶバカ、発言するバカ、受け入れるバカでありたい。
1994 年より表現活動を始める。

主な活動歴　1998 年、第５回 NIPAF 2002 年、
反戦 （香港文化センター / 香港）2003 年、彫刻とパファーマンスの夕べ

 （大分市美術館）2004 年　GARBAGE UQUARIUM  （Galapagos art space/ ニューヨーク）
2007 年、アジアトピア 9（チェンマイ、タイ）

2008 年、Global Warming ! Global Warning !!（ジョグジャ、インドネシア）
他、多数。

1959 年北海道生まれ
1999 年よりパフォーマンス・アートを開始、国内外で作品を発表。
長野県をベースに現代美術プロジェクトを推進する活動集団、Art_Plus-jp（アートプラス
ジェーピー）代表。海外作家を招いて行う、Art_Plus-jp Performance Art Project を毎年主宰。
2003 年「伝える人 Transmitter（アジアの記憶）」INTERAKCJE 03 / ポーランド、KIPAF / 韓国
2004 年「道 A path of transmitter」KIPAF / 韓国、Taiwan-AsiaPerformance Art  Meeting / 台湾
2005 年「異物（心の中の境界）」横浜借景計画、ASIATOPIA / バンコク / タイ 　
2006 年　The 14th Performance Art Conference / ダラト / ベトナム
2007 年「1945 年の子どもたちへ」Die Kunst der "Begegnung" / ケルン他 / ドイツ

1999 年より折り鶴の羽根をモチーフにした「羽根プロジェクト」を開始。2002 年日韓共催
ワールドカップを機に、松代大本営をテーマにした現代美術ワークショップを、千曲市、

蔵し館における個展と同時に開催。アートまちかど、および松代大本営、舞鶴山地下壕口にて
韓国と日本のパフォーマンス公演を行う。2004 年「エコール・ド・まつしろ倶楽部」発足に
あたり「まつしろアート専科」を設け、現代美術ワークショップを「まつしろ現代美術フェス

ティバル」に改名し、文武学校にて個展と同時に開催。
アジアと日本のパフォーマンス公演。　2005 年より現代美術作家の協力参加のもと、現在の

「まつしろ現代美術フェスティバル」の原型が出来る。
信州大学教授

メッセージ：「現代美術の中に萌芽する社会性を素直な感覚で育ててゆきたい 」

2007 年９月結成。2008 年３月イヨネスコ作「授業」上演。
好評をはくし７月に再演。及び、本フェスティバル参加。本年１１月、来年３月には
新作（オリジナル）上演予定。
役者（人間の身体）そのものが持つ芸術性を探求し、ストレートプレイを中心に上演。

「存在自体がアートになりうる」事を目指し、「クオリティーの高さこそが最大
のエンターテイメントである」を基本理念におき活動を続ける。

作品名：「授業」　ウージェーヌ・イヨネスコ作 上演時間：１時間 10 分
演出：田中園江
出演：紺乃星　覇月讃良　鎌瀧玄

1981 年来日 1987‐1989 年岩名雅紀より舞踏を学ぶ 1997 年より長野に居住
1998 年紅蓮劇場を開く 1999 年～ 2001 年紅蓮劇場の dance theater 活動とし、
2002 年からソロ活動開始。今年 6 月、スウェーデンの Free Jazz 系音楽家 ヨエル・グリップ

（ダブルベース）とニコラス・バーノ（トロンペット））と、数箇所で長野共同公演を企画、参加。
現代舞踏とは、身体の現実を源点に実験的な即興踊りとし、肉体は表現の手段ではなく、
表現そのものと捉える。

1968 年生 1993 年金沢美術工芸大学卒業
1995 年天理ビエンナーレにて作品発表。以後個展グループ展を中心に活動。

主な個展：2000、2002 年コバヤシ画廊 2003 年ギャラリー深志
2004、2006 年ギャラリー川船 2007 年ギャラリー 82 2008 年金沢市民芸術村 アルミを溶解し地球の鋳型に放り込む。

コメント : 「社会は進化していくほどに動物としての人間、生命としての人間から遠ざかっていきます。
人が本来持つべき始原的な感覚を、火によって、また融けた金属によって取り戻す事ができればと思い制作をしています。」

写真タイトル “神の宿る場所”

花を主材に、彫刻、インスタレーション、舞台美術等、
様々な形態による作品を国内外にて制作。近年の活動として、

「FLORIDANCE」（2002-05 年 スウェーデン・日本）、
「FRAGRANT」（2005 年 スウェーデン）、
「Rebel Installation」（2004-5 年 ドイツ・オーストラリア・日本）、
「CRADLE」展（2005-7 年 スウェーデン・日本）、
「NEW LIFE」展（2007-8 年 オランダ・メキシコ・スウェーデン・日本などを現在巡回中）がある。
2007 年、リンネ 300 年祭に招待され、作品発表。　
作品集「あたらしい生命 - 揺りかごからの胎動」を求龍堂より出版。

concept :
there is really nothing you must be. and there is nothing you must do. there is really nothing you 

must have. and there is nothing you must know. there is really nothing you must become. 
however. it helps to understand that fire burns, and when it rains, the earth gets wet...

2002 年、第１回まつしろ現代美術フェスティバル（mcaf）より毎年参加。
毎回、パフォーマンス・アートをこのフェスティバルのために行っている。
ここ数年は、台北、イスラエル、フィリピン、デンマーク、アイルランドなどの
パーフォーマンス・アートフェスにて活躍。
今年のパフォーマンスタイトルは、bird。鳥を希望に託し、中国四川省大地震とも関連させ、
建物と共に破壊された精神を浄化する。
BIPAF のディレクター・チュンブ大学講師・韓国芸術協会会員

MCAF 2008 ARTISTS DATAINSTALLATION
PERFORMANCE
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1964 年、バンコク生まれ。1999 年、チュラロンコン大学教育学部修士（美術教育）。
Studio Xang（チェンマイ）のディレクターとしてアート、教育、行動主義を結び付ける独創性を
擁護する。実践的なアーティストであり、チェンマイ大学美術学部絵画科講師。
国内外でパフォーマンス・アートなどの作品を幅広く発表している。
国際パフォーマンス・アート・フェスティバル Asiatopia（バンコク、チェンマイ） の参加者であり
主催者。
最近の個展「Surrealistic Conception」（2007 年、チェンマイ大学美術学部）
タイトル：Meta-narratives  メタ物語
コンセプト : Do not believe, what you see. I want to tell you about some thing but do not believe.
あなたが見るものを信じないでください。私はあなたに若干のことを話したいが、信じないでください。

1997 年より美術展を始める。写真とパフォーマンス・アートに基礎を置く。芸術と文化に関する
国際パフォーマンス・アート・フェスティバル Asiatopia 実行委員会

（コンクリート・ハウス、1998 年より）メンバー
現在、日タイ交流プロジェクト ‘blur borders’ を進めている。タイを代表するパフォーマンス・
アーティストの一人としてよく知られ、フィリピン、台湾、中国、インドネシア、ポーランド、

日本へ招待された。まつしろ現代美術フェスティバルは今回２回目。
タイトルおよびコンセプト：

WHERE ARE YOU?「あなたはどこにいる？」
  The world will disappear     Where r u ?　aor nopawan

世界は消滅するだろう，あなたはどこにいる？　（オーノパワン）

ユンナム芸術大学大学院修了
1995 年ソウルにて個展開催。以後テグを中心に作品発表を行う。

2002 年デグアートエクスポ参加。
2007 年ドン・キョンアートエクスポ参加。2008 年シドニーの KFS アートセンター、

テグアートセンターにて作品発表。
今回 mcaf にて行うパフォーマンスのテーマは波。男女の永遠の愛を表現する。

幼少時代より日本舞踏（藤間流）を学ぶ。
19 歳で単身渡西。スペインのバレンシア大学芸術学部在籍中に、パフォーマンス・アート、
コンテンポラリー・ダンス、身体表現を学ぶ。
現在は、某企業にて事務員として働く傍ら、和太鼓グループ（七福太鼓）や、アフリカンパーカッション・ダンス
のネット（サブニュマ）の一員として活動中。
自らの振り付け又は、インプロビゼーションで他ジャンルとのコラボレーションを試みている。

1947 年 宇都宮市生まれ  1972 年 東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻卒業
1983 年 ミュンヘン美術アカデミー卒業 1983/88 年　個展　コルドンハウス、カーム市立
ギャラリー　（ドイツ） 1987 年　「和紙の用と美展」　山梨県立美術館
1988/90/92 年　「グループ８９展」　福岡市立美術館 1994 年　「ファーレ立川アートプロ
ジェクト」　東京 2000/03/06 年　「越後妻有アートトリエンナーレ」　新潟　
2004 年　「ディスタンス展」　栃木県立美術館
メッセージ：
望遠鏡の中に小さな土星を観た。環をつけた端正な形と孤独な姿は、人間の誕生
を連想させる。時間の流れの外にあるようなその一瞬に見たもの、この地にあってこの地にな
い場所に物語が存在している。

1949 年 福岡県生まれ  / 1975 年東京芸術大学大学院油画修了
1983 年 ミュンヘン美術アカデミー卒業 / 現在 　東京芸術大学美術学部絵画科教授

1999 年　「現代日本彫刻展」、宇部市野外彫刻館、山口（東京国立近代美術館賞受賞）
2000,03,06 年　越後妻有アートトリエンナーレ、新潟

2006 年　「記憶・美術」小海町高原美術館、小海町、長野 2006 年　個展　表参道画廊、東京
2007 年　「坂口寛敏展」渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館、群馬

2007 年　個展　ギャラリー 58、東京
2007 年　「プライマリーフィールド」神奈川県立近代美術館葉山館

 
メッセージ：人は自立して生きるために環境から学び、創造力を得、再びそれを環境へと還元する

日本画を学ぶために 1982 年来日。岩絵の具・金箔・銀箔を学ぶ。
1984 年より美術活動始。1989 年上智大学大学院修士課程修了。

1991 年より International artist workshop/residency exhibitions に参加、世界 14 カ国にて発表。

photographed by Mongkol Plienbangchang

1978 年長野市生まれ  長野西高卒
ヨーロッパを中心にコンテンポラリーダンサーとして活躍後、2003 年帰国

PORT+PORTAIL（ポルト＋ポルタイユ）を立ち上げ、
主に都内で〈ダンスと演劇が混じり合った〉独創的な舞台を多く発表。

他、サイトウ・キネン・フェスティバル「ファウストの劫罰 」、
フィリップ・ドゥクフレ振付「IRIS」等にも出演。

8/14 ダンス白州（山梨）のソロダンス部門出演予定。

1962 年 福岡生まれ  テレビディレクターからスタート
1996-1999 年　ラテン音楽ドキュメンタリービデオ シリーズ監督

2000 年  東京から小布施町に拠点を移し、本来の人間の姿、生き方を模索
ファッションデザイナー高原啓 ROEN 「ROEN　MOVIES」参加

2004 年　ドキュメンタリー「カカオロード～歴史に刻まれた生命の糧～」監督
2004 年　THE MODS「LIVE WITH ROCK'N'ROLL」プロモーションビデオ（監督・撮影）

オブセコンテンポラリー vol.5 MEMORIES [ 機能としての映像 ]
2007 年　第６回まつしろ現代美術フェスティバル参加

北信濃小布施映画祭・６０秒シネマコンペティション事務局担当
おぶせ T シャツ畑実行委員会　ディレクター

「ないのにある」＝「存在そのものは目に見ることが出来ないが、そこにはエネルギーが存在する」 

2000 年　錦江国際自然美術展（韓国／公州）
2001 年よりライブインスタレーション "Happy birthday・言葉の牢獄 No.2 を発表。
以後サウンドインスタレーションやインスタレーションを発表する。
2003 年 12 月　戸倉上山田中学校　暗闇美術館
2004 年 10 月　戸倉上山田中学校　とがびプロジェクト 2004
2005 年 10 月　web 長野アート万博 2005　メディア・アート "The divide"
2005 年 10 月　長野市　インディーズ・フィルム・フェスティバル・ナガノ 2005
映像「遠いアマゾン河」
2007 年 9 月　タイ　パイ　"Meeting plus in Thailand " 参加

http://www.obuserhythm.com/

http://hkimura.com/

www.junichikakizaki.com

photo : HA-NE Project 2008 Hitoshi KIMURA

photographed by Boris Nieslony

photograph by Joji Okamoto

http://genpu.hp.infoseek.co.jp/

blog  http://aornopawan.multiply.com

http://www.teruyuki-tanaka.net/

ASIATOPIA  http://www.asiatopia.org

ASIATOPIA  http://www.asiatopia.org


