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凡例
Explanatory notes

以下の通り、展覧会を色分けする。

 第 1回
 第 2回
 第 3回
 第 4回
 第 5回
 第 6回
 第 7回
 第 8回
 第 9回
 第 10回
 第 11回
 第 12回
 第 13回
 第 14回 - 第17回

作家名は英語、日本語共に氏/名の並びで、

頁分けはアルファベット順とする。
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When the big earthquake and tsunami affected Tohoku area in 2011, we visited there and 

arranged some workshop for the children and elder people who lived in the temporary houses. 

They enjoyed making original printing T-shirt, wonderful works of clay, making original paper 

with the artists. The artists also learnt a lot from those people who is in such disaster, losing their 

child, parent, grandparent, friends and all the belongings including their houses. They taught us 

what is important in our lives. Through those experiences, I thought it’s very important for the 

artists to have various experience and through the experience, their art would be more deepen.

Many of my friends in Japan and also in overseas, so kindly supported me in various ways: giving 

me some information about the exhibition space, attending the fundraising dinner, giving the 

grant for the exhibition in overseas and the donations, standing at the reception of the exhibition 

for receiving visitors, arranging huge number of address for the invitation cards, finding prizes 

for the table favor and performing music for free at the fundraising event, donating delicious wine 

for the fundraising dinner, taking some collectors who was interested in contemporary arts to the 

exhibition, some ambassadors and diplomats gave us a wonderful dinner and reception at the 

embassy, and some of my friends arranged a lovely dinner or reception for us at their homes in 

overseas ... many of my friends purchased sometimes art works of the artists to encouraged them.

When I remember these 10 years, endless nice memories and the faces of my friends come back 

to me. What are they doing now? I haven’t got in touch with them for long ... what a shame! I’d 

like to send this archive to those people as a tiny reciprocation to their kindness. I really don’t 

know how to express my sincere appreciation to those friends’ incredible kindness.

How lucky I was .... I really enjoyed working with the artists who are such wonderful people, so 

easy to go with ... so funny! How many times I laughed into tears ....

I’m turning to 70 in next April and I think it’s a good turning point for me and also for the artists 

who should be ready to go to their own adventure on their foot. I’m sure our friendship will 

continue forever, I hope! These 10 years were the most fruitful years in my life and now I have a 

jewel box full of precious memories.

Kazuko Aso

The organizer and director of DANDANS

2016 Autumn

Ps: For making the archive, I got a chance to get in touch with most of the artists who exhibited at the 

Dandans exhibition. When I emailed to the artists whom I haven’t seen for long, some of them said“ I’m 

sorry, I haven’t make art works recently.”,“I moved back to my country and started a new job!”,“ I got 

married and had a baby.”During 10 years, they had their own life. I know how hard for them to continue 

the career as an artist and how hard for them to give it up, as I know how much they love to create arts. On 

this point, I’d like to applause the one who gave up the career as an artist.

About Dandans and its footsteps in 10 years (2005 ~ 2015)

I started the activity of organizing the young Japanese artists’ exhibition by accident about 10 

years ago. When one young artist who was a friend of my son, came to my home for dinner one 

day, she explained how difficult for young artists to have the exhibition in the center of  Tokyo as 

most of the galleries are rental gallery, which was too expensive for young artists. I thought I 

might be able to find some exhibition venue for them and I promised her to call her if I find the 

suitable place. The chance came unexpectedly fast.

One day, I met my husband’s old friend, who had a building in Ginza. He said his tenant (a tailor 

shop) had just left and the 1st and 2nd floor of the building would be empty for some months. I 

asked him immediately if I could rent the space for free for having the young artists’ exhibition. 

As he was also an art lover, said“Yes!”

I called the artist and asked her to find her friends to exhibit the art works together. She found 

13 artists of various media. We used the space of the ex-tailor shop as it was. At the changing 

room, someone showed a video. Someone made an installation in a big drawer and presented 

some bronze works on the shelves, etc. At the opening, many of my friends came with bottles of 

wine and we all enjoyed the exhibition.

It was the start of the 1st exhibition of Dandans. As I didn’t have enough fund and had no experi-

ence of organizing the exhibition, the artists helped me and prepared the exhibition by 

themselves. It was totally a hand-made exhibition and this style became Dandans’ original. Since 

then, I continued to find the exhibition space and organize the exhibition for 10 years.

When I find the venue, I tell the artists about the date and venue, sometimes the theme of the 

exhibition and tell them also the date of the first meeting, which is usually held at my house’s 

living room. At the first meeting, they decide which role they would be in charge, for example, 

making a list of the artists and their artworks, making a time table for setting the exhibition, 

preparing a fundraising event, making catalogue and invitation card, preparing a silent auction, 

making name tags etc. After some experiences, we were accustomed to organize it and we could 

proceed the event smoothly.

The space which we had the exhibition, was sometime unique, like model houses of the 

construction company, some hotel’s garden and banquet rooms, a guest lounge or a hall of big 

fashion brand, ex-embassy building, galleries, exhibition space, lawyer’s office, and even a hall 

of German foreign ministry in Berlin. I organized 17 exhibitions during 10 years including 7 

exhibitions in overseas: Washington DC, London, Berlin and Paris.

I also organized some short trips with the artists to Seoul in Korea, Chongqing and Beijing in 

China to see their art scenes. As I thought it was very important to know the different culture of 

our neighbors, particularly for young artists. I’m sure they learnt a lot from their experience.

Later some of the artists went to the artist residency in foreign countries, challenged a grant to 

study in overseas, and got a chance to have the exhibition at the galleries in Italy, Paris, Spain, 

Brazil and the United States. I think their playground must be widen.
※日本語でのご挨拶は控えさせていただきます。次ページ以降の活動記録をご覧ください。
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第1回　The Shop  - 現代美術の着心地 - 

会期

2005年8月1日‐8月12日

会場

旧メンズウエア銀座（銀座、東京）

キュレーター

クリスティーヌ・ヴァンドルディ・オザノ

アーティスト

江場 左知子、笛田 亜紀、藤田 勇哉、菊池 省吾、北村 直子、松澤 陽太、諸熊 仁志、

村林 基、武藤 亜紀子、滑川 由夏、野口 一将、五月女 哲平、植田 圭、保井 智貴

　2005年の春、我家に夕食を食べに来た息子の友人の作家との出会いから、この活動が始まりま

した。私は子供の頃から美術が好きでしたが、その当時は若手作家の展覧会を余り見た事がありま

せんでした。何処で展示しているのかと聞いたところ、財政的に余裕の無い若手作家にとって東京の

都心での展示は難しいため、都心を外れた所で展示しているとの話でした。バブル経済の崩壊で大

きな打撃を被った都心の画廊の多くは貸画廊をしており、若い人達にとって都心での展示は高嶺の

花だったようです。私はその時に、都心で展示場所を探してあげられるかも知れないと思いました。

　銀座の老舗コージ・アトリエの渡辺弘二さんは美術に理解のある方で、所有するビルの1・2階で

テーラーショップをしていたテナントが入れ替わるので、その間を展覧会に（8月1日から12日迄）提供

して下さる、という話が出ました。作家には展覧会を開催できる場所を見つけたので友達を集めて展

覧会をしましょうと伝えました。彼女は13名の様々な分野（油絵、ビデオ、インスタレーション、彫刻

等）の作家友達を募って大急ぎで展覧会の準備を始めました。

　アートが好きで見るだけ、何の経験も無い私は暗中模索する中、当時東京に住んでいた現代アー

トに詳しいフランス人の友達クリスティーヌ・ヴァンドルディ・オザノさんに一緒に手伝って貰う事にし

ました。二人で話している間に、まずグループに名前をつけようと…と言う話になりました。集まった

作家達は大学を卒業して、従来の画壇の枠に収まらない人達で創作に燃えていました。私は全くの

素人で、その辺の事情は分からないので、何しろグループの人達には何の拘束もなく自由に作品を

作ってもらい、私は彼らに展示のチャンスをあげ

たいと思いました。フランス語で「グループ（団）の

中」を表現すると語順はdans 団ですが、グループで

あってもグループとしての括りが無い作家の自由

な集まりなので、逆にして団dans→団DANSにしま

した。何だかパズルのような名前になりました。

　作家達は展覧会を催すためには、どんな準備

をしたら良いか、誰が何を準備するか等を我家で

ミーティングを開いて話し合いました。案内状は作

家がデザインしてネット印刷で安く上げました。私

は案内状を多くの友人に送付しました。

　作品を販売する事は大変な事ですが、値段を

つけて売るだけでは余り面白くありません。若手作家の展覧会なので少し遊びがあっても楽しいので

はないかと、サイレントオークションで作品を売る事にしました。一面が透明な木箱の中に壁を作っ

て作家の人数に分け、そこに作家名と作品写真を貼った素晴らしいオークションボックスを作家の一

人が作りました。作家本人が決めた最低落札価格と作品写真の載ったリストをラミネート加工で数

枚作りました。作品がほしい方にはリストを見て、入札票に名前と連絡先、欲しい作品名と最低値よ

り高い値段、入札時間を書き入れた票をオークションボックスに入れて頂くのです。同じ値段で落

札者が二人以上出たら、時間の早い方が落札できます。これは、なかなか面白いオークションで、箱

の透明な部分からは入札があったか見えるのでスリリングです。作家も自分の作品に札が入るか、

ドキドキだったと思います。人気の作品にはボックスいっぱいの票が入りました。又、作家は今まで

作品を売った事が無い人も多数いましたので、値段をどう付けるか皆、思案していました。

　芳名帳を作って、来場者には名前や連絡先を書いて頂きました。芳名帳とオークションの入札票

は、その後の貴重な名簿の元になりました。

　当時京橋にあった平野古陶軒の主人、平野龍一さんは以前からの知合いで良いアドバイスを貰

い大変助けられました。

　展覧会場はテーラーショップ当時のままにしました。引き出しにはそのまま作品を入れ、ネクタイが

入っていた所にはドローイング、空いたスペースにはインスタレーション、試着室ではビデオが上映さ

れました。二階の壁には油絵、余裕のあるスペースには大きなインスタレーション、棚には彫刻作品

が並び、これは今考えても楽しい展示でした。

　階上でオートクチュールのお店をされているビルのオーナーの渡辺弘二さんも時 ス々タッフと下り

て来て、応援してくださいました。

　この展覧会は美術の展示をギャラリーや美術館、イベントホールでするという観念を壊しました。

オープニングには作家の仲間や大学の先生、友人達が大勢集まって展示を楽しんで下さり、賑やか

な夕べとなりました。銀座らしく通りがかりに、ふらっと入って鑑賞される方もあり、多くの来場者があ

りました。

　作品が売れたら、売り上げの9割は作家に、1割は団DANSに入れて貰いました。搬出搬入作業も

含めて準備は全て作家達で行いましたから、売れた作品の納品も作家自らが行うという事にしまし

た。世間が狭くなりがちな作家には作品を買って下さった方の御宅に伺い、ご挨拶をして、作品がど

んな所に設置されるのか知る事も勉強になったことでしょう。そこで新たな人間関係が出来、その

後、長く団DANSの展覧会に来て、作家の成長を楽しみにして下さる方々 も出て来ました。

　これが団DANSのスタートとなった一回目の展覧会です。

The 1st Exhibition ｜
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第2回　白と黒ってどう？

会期

2006年2月23日‐3月1日

会場

Gallery Concept 21（表参道、東京）

キュレーター

クリスティーヌ・ヴァンドルディ・オザノ

アーティスト

秋廣 誠、海老原 靖、江口 暢彌、笛田 亜希、藤田 勇哉、井上 裕起、神宮 妙子、北村 直子、

黒沼 真由実、諸熊 仁志、中田 ナオト、野口 一将、大出 翔子、土屋 貴哉、保井 智貴

　青山のギャラリー・コンセプト21を経営する大野牧子さんはご親切に団DANSに1週間ギャラリー

を提供して下さいました。クリスティーヌと相談し、白と黒は東洋の水墨画、西洋のドローイングなど

の基礎になる二色という事で、白と黒をテーマにして作品を展示しました。二回目もまだまだ暗中模索

でしたが団DANSに参加したいと言う人は積極的に受け入れるようにしました。会場には必ず誰か

作家がいるように当番制にしました。大野さんのお力添えもあり、オープニングは賑やかで、作品もサ

イレントオークションで良く売れて好評でした。比較的小規模な展示でしたが、作品はバランス良く

展示されて300名余りの来場者がありました。現代アートは分かり難いと敬遠気味であった人も、

見るとなかなか面白い！と言って下さるようになり励まされました。私自身も初めは現代アートとどう

接してよいか分からなかったので、敬遠気味な方の気持ちがよく分かりました。だんだんと作品を見

ていく中に、コンセプトが分かって来るものもあり成程…と、それまでのアートとは又、違う別の面白

さに気付きました。

　作家の表現したい気持ちがストレートにカンバスにぶつけられていたり、社会問題や環境問題に

ついて、時にはうんざりするような、どろどろした人間社会の一面を訴える作品があったり、インスタ

レーション、写真、映像、彫刻等 あ々らゆるメディアを駆使して表現する現代アートの範囲は広大で

す。素晴らしい科学的なテクニックを使って、人が今まで表現できなかった事をあっさりと表現する

作家もいます。現代アートの面白さは意外性にもあります。今までにないスケールで、それまでの美

術のジャンルには収まらない現代アートはそれだけに刺激的です。

　毎年、多くの国内外のアートフェアーを見たり、美術館やギャラリーに行き、かなりの量の作品を見

て来た今でも、勉強不足もありますが、分からない作品はいっぱい有ります。又、何となく自分にしっ

くり来る作品や面白い！と感じられる作品も多くあります。

　若手作家を支援していると言うと、しばしば、どの作家の作品が将来値上がりするか？と言う質問

を受けます。将来の投資を考えて作品を買う人は既に投資の対象となる価値の出ている作家を買う

人が多いと思います。しかし、中には若い作家の将来性に眼を付ける人もいます。私はいつも「その作

品が本当に好きなら、是非お買い下さい。でも、値が上がる事を期待して買うのなら、買わない方が良

いかも知れませんよ。」と答えます。本当に好きで買った作品なら、値が将来上がらなくても、きっと後

悔はしません。日本だけでも毎年夥しい数の芸術家の卵が生まれます。その中で値が出る作家の確

率は非常に低いです。又、作品の値段は陽炎のようなもので、時代によって作品の価値は変化します

し、永遠に高い値が続く作家はまず、天文学的な確率でしか存在しません。一時的に値がついても、

それを維持できる作家は限られています。これには作家とギャラリーとの関わりもあります。今はマー

ケティングの分析も盛んですから、アートマーケットでは投資家やオークションハウス、世界的な大

手のギャラリー等の人達はいろいろな仕掛けをして、アート市場を盛り上げている様に思えます。作

家の運不運もありますが、亡くなってから値の出る人、一方では亡くなったらアッとの間に値が崩れ

る人もいます。その反面、オールドマスター達の作品は何百年もの間、その時代のコレクターが大切

にして何代も経て今まで伝わったものですから、それだけの重みがあるというものです。アートの楽し

み方はいろいろあります。

The 2nd Exhibition ｜
 

第　

回
展
覧
会

2

The 2nd Exhibition ｜
 

第　

回
展
覧
会

2

012 Archive 013活動記録



現代アートの盛んなSeoulへ研修旅行

期間

2006年12月4日‐12月7日

　団DANSの作家達と一緒にいて、国外のアート事情を見に行きたいと思う様になりました。ソウルは

東京より現代アートが盛んだと聞いて2007年の早春に有志10名程で行く事にしました。

　ソウルにはレム・コールハース（Rem Koohaas）、ジャン・ヌーベル（Jean Nouvel）やマリオ・ボッタ（Mario 

Botta）という世界的な建築家が設計したリウム（Leeum）美術館という、サムソン（Sumsong）の一族、

リー夫人の素晴らしい現代アートと高麗・李朝陶磁のコレクションがあります。そこを皆で見るのも楽し

みでした。

　作家の一人がフランスのレジデンスで知り合った、写真家のハン・ソンピル（Han Sunpil）君が大変

親切にソウルのあちこちにある現代アートのギャラリーや美術館を案内してくれました。多くのギャラ

リーは天井も高く広々 としていて、彼は東京の事情も知っているので、びっくりしている我 に々誇らしく案

内してくれました。ソンピル君はその後も海外のレジデンスに行って、日本や海外でも多く展示を続け、

なかなかスケールの大きい作品を作っています。

　私の長年の友、ハン・ボンジュ（Han Bongju）さんはご親切に皆を食事に招いて、彼女のお友達の住

む文化財指定の伝統的な韓国の素晴らしい邸宅の見学をアレンジして下さいました。友達の親切に感

謝いっぱいでした。

　ショックだった事は、作品のポートフォリオを持って来た作家が2、3人しかいなかった事です。何の

ためにギャラリーを回るのか、次回からは作品写真のCDを何枚か焼くか、作品のポートフォリオを数

冊持って海外に行くのよ！と皆に伝えました。

　近い様で遠い国と言われる韓国は、江戸時代にも日本と交流を続けており、中国からの多くの文化も

朝鮮半島を通って日本に入っていましたから、文化的にも人種的にも最も近い国だと思います。近代に

入り日本の軍国主義の台頭でアジアの多くの国を戦争に巻き込んだ太平洋戦争という私達には恥ずべ

き歴史があります。戦後70数年が過ぎた今、過去の重い事実を受け止め、過ちを二度と繰り返さないよ

う、平和の尊さを子孫達に伝えていく義務があると思っています。今の平和を満喫している我 に々とっ

ては、過去の歴史は想像するのも難しくなっています。過去の過ちも現在の平和も、時代を生きた人々

の歴史の上にあり、戦争で志を遂げずに亡くなった多くの人達の礎の上にあります。歴史の教訓を大切

にして未来に繋げたいものです。

　韓国は人口の少ない国でありながら、若い人はよく勉強し、海外の大学に出て活躍している人も多

く、アートの分野でも海外で活躍する作家の数はおそらく日本の数倍かも知れません。彼らの行動力

と旺盛な向上心は特に日本の若い世代に学んでほしいと思いました。
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第3回　現代アーティストたちによる Le Monde de Coco -ココの世界

会期

2007年7月29日‐8月12日

会場

シャネル・ネクサス・ホール（銀座、東京）

キュレーター

クリスティーヌ・ヴァンドルディ・オザノ

アーティスト

赤摩 千穂、海老原 靖、笛田 亜希、藤田 勇哉、太湯 雅晴、菊池 省吾、北村 直子、前田 真治、

真野 りつ、三宅 一樹、ミヤケマイ、諸熊 仁志、村林 基、武藤 亜希子、中田 ナオト、野口 一将、

野口 哲哉、大野 修平、徳丸 鏡子、吉田 朗

　学生時代からの友人、バカラを経営する小川博さんは我々の活動の初期から団DANSに興味を

持って下さり、支援を頂きました。彼が紹介してくれたシャネル・ジャパンのリシャールコラス（Richard 

Collas）社長は、ココ・シャネルもピグマリオンと言って若手の芸術家の支援に熱心でしたから、と気持

ち良く銀座店の4階にあるネクサス・ホール（Nexus Hall）で展覧会を催す事を承諾して下さいました。

シャネル側からココ・シャネルにちなんだシンボルを展覧会のテーマにしてほしいという申し出があり、

コラス社長自ら、作家達にココ・シャネルについて講演をして下さいました。皆はシャネルの生い立ちや

その歴史をリサーチし、作家20名が力の入った作品を展示する事ができました。広いホールとはいえ、

様 な々作品をどう展示するか、模型を作って考えました。シャネルの意向で壁やパーティションは全て

黒で統一し、白ばかりを考えていた私は黒のバックもなかなか個性的で良いな…と思いました。オープ

ニングには多くの方が来て下さり、作品もよく売れましたが、特に海外のコレクター（香港、クウェート）

が作品を買って下さったのが印象的でした。一人のコレクターはアートが大好きなクウェートの王子と

分かりました。ご自分の美術館を建築中で、是非団DANSの作家の展示をしたいと言って来られまし

た。美術館の図面も送られ、作家の選考も進んだ頃、リーマンショックが起り、全てが中止となりまし

た。私としては大変残念でしたが、作品を送る前で良かった…と安堵した事もあります。アートを仕事と

する方の難しさも少し垣間見ました。

　この展示から新しい試みも始めました。シャネルの3階には「ベージュ」という素敵なレストランがあ

り、そこでオープニングを兼ねたファンドレージングランチをする事にしました。友人達にアート好きな

方々 といらして下さいと声をかけると、80席余りのレストランは満席になり、展覧会の経費をかなり補う

事が出来ました。たまたま日本を視察に訪れた四川美術学院の一行もご招待して喜んで頂きました。

　又、助成金については、友人の広瀬篁治氏、安田信氏のお力添えでバッカーズ・ファンデーションか

ら支援を頂ける事になり、どんなに助かった事でしょう。それまで助成金を頂いた事がなかったので、

バッカーズからの助成は一番苦しい時期に本当に有り難いものでした。

　さて、シャネルの展示が終わって気付いた事は、展覧会の準備が手伝う気のある作家に集中してい

た事です。これをどうにか皆が平等に責任を負い、出来るだけ皆で展覧会を作り上げる方向に持って

行きたいと思いました。又、全体を見渡せ、中心になって皆を引っ張ってくれる人も必要です。私がラッ

キーだったのは、展覧会を催す毎にそう言った中心になって手伝ってくれる作家が必ず出て来てくれた

事です。

　展示作家の数も段々 と増えるようになり、仕事も細かく分けるようにしました。出展作家を決めると最

初に全員でミーティングをします。その時に仕事を決めるのですが、やりたい仕事を受け持つため、作

家がどんどん手を上げて積極的に参加してくれるようになりました。

　1回目のミーティングで決める事は、中心になるリーダー、フライヤー・カタログの作成をする人、搬

入搬出の時間割を作り現場で指示する人、キュレーションに従い作品の設置は各々で行い、手の空

いた人は他を助ける、キャプションの制作、名札の作成、オークションの準備（作品リストの作成、入

札票、入札箱）、芳名帳、ファンドレージングの係り等 で々す。回を重ねる度に修正して、人数が増えて

も次第にスムーズに展覧会を催す事が出来るようになって来ました。作家達もあれこれと慣れない仕

事で苦労しながらも、何かしら得る事もあったようです。そして、不思議な事に分野の違う作家達がジャ

ンルを越えて、お互いに知り合う機会にもなり、個人的に付き合いが広がっているようでした。

この頃になると芳名帳は厚くなり、名簿の整理も必要になってきました。

　そしてお世話になった方へは心のこもった作家の小作品をプレゼントする事が多くなりました。
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中国四川省重慶市、四川美術学院訪問と北京への研修旅行

期間

2007年12月6日‐12月11日

アーティスト

笛田 亜希、藤田 勇哉、太湯 雅晴、北村 直子、三宅 一樹、ミヤケマイ、武藤 亜希子、中田 ナオト

　香港の国際弁護士 仇浩然（Hallam Chow）さんは現代アートに大変造詣が深く、日本のアーティス

ト・石田徹也のファンでもあり、シャネルでの展示の時に作品を2点、素晴らしい値で落札してくれた人

です。彼は四川美術学院の羅中立（Ruo Zongli）院長と懇意で、羅先生の名前のついた奨学金を個人

的に作っていました。四川美術学院は現代アートでは張暁剛（Zhang Xiaogang）初め有名な作家を多

く輩出している名門です。

　ハラムがこの四川美術学院の羅中立奨学金の展覧会に団DANSの作家と来ないかと、2007年初

春に誘ってくれました。中国に疎い私は何よりのチャンスと思い作家達に声をかけたところ、同行を希

望する作家達十数名いて、彼らと一緒に重慶と北京へ旅行する事になりました。

　四川省重慶では学ぶ事がいっぱいありました。飛行機を上海で乗換えて重慶に着き、出迎えの日本

語の上手な女性の案内で学院の車で美術学院に向かいました。途中、山水画に出てくるような雄大な

深い谷間の霧（スモッグ？）の中に二本の川（長江と嘉陵江）が合流しているのが見えました。重慶はこ

の二つの川の合流する土地に発展した古い都です。中国でいつも驚かされるのは人の多さとスケール

です。学院のキャンパスは広く、昔、戦車の倉庫だった所が展示会場になっていて学生達の大作が展

示されていました。煉瓦作りの時代ものの大きな建物は学生達のスタジオでした。一人の作家の持つ

スタジオは広く、天井は高く、素晴らしい環境で、作品も相応して大きな作品が多くみられました。中国

の学生達の自分をアピールする積極性は目を見張るものがあり、英語を話す人もおりました。絵画部

門だけを見学しましたが、素晴らしい写実力を持った学生や感情表現の豊かな作品が多かった印象で

す。作家達は美術学院の寮に泊まらせて頂き、食事は学生達と一緒にとりました。我 は々学院から大

変な歓迎を受けて、とても有り難い経験をさせて頂きました。一番残念だった事は言葉が通じなかっ

た事です。語学の必要性をひしひしと感じました。

　羅院長と学部長のフェン・ビン（Feng Bin）さんとは、それからも御付き合いが続いています。昨年、

久しぶりにフェン・ビンさんから連絡がありました。重慶の中心からちょっと離れた所に素晴らしく広大

な芸術大学の町が出来て、四川美術学院は其処へ全て移り、引退される羅先生の名前のついた大き

な美術館ができ、学生寮も新しくなったので、ついては展覧会をするので団DANSの作家を送って来

ないか、との話でした。早速、作家二名が展示に行き、彼等から話を聞くのを楽しみにしていました。

二人は大変丁重に迎えて頂いたそうで、そのスケールにはビックリしました、と帰ってきて話してくれま

した。近いうちに又、是非、私も訪問したいと思っています。

　さて、その後重慶から北京に飛び、東京から新たな作家も参加して、故宮博物館や中央美術学

院、現代アートのメッカと言われる798芸術区とその周辺のギャラリー地区等を見学しました。798芸
術区は昔、ロシア軍の火薬庫があった所だそうで、土地が安いので自然に作家が集まってきたような

話を聞きました。そこの作品サイズの大きさと作家達の豊かさに驚くものがありました。何故、これ程中

国の現代アートは盛んになったのか？火付け役の有名なユーレントさんの力もあると思いますが、戦

争や文化大革命等で長年の文化を失ってしまった中国の人達にとって、現代アートは新しい自分達の

アイデンティティーの発露、希望だったのかも知れません。又、そこに欧米のマーケットが目をつけ

て、中国経済の成長と相まって中国の現代アートは売値が憶を越える作家が何人か出ました。恐らく

投資としても良い分野だったと思います。798スタジオの20代の若手作家のお洒落なアトリエを訪問

した時に、大きなアメリカの車ハマーや洒落たイタリア製の家具が置いてありました。20代でこれ程

裕福になったら今後何が目的なの？とちょっと意地悪い質問をした所、「私は北京にレストランの

チェーンを持ちたいのです。」という答えが返ってきて驚きました。日本とは又、違う文化と価値観の国だ

なあ、と学ぶ事の多い旅行でした。

　北京の若い作家の洗練された生活を見た団DANSの作家達は何を思ったでしょうか？後に、作品

では負けないぞ！という自負心を団DANSの作家達が持っている事を知って、私は嬉しくなりました。

　とかく日本人は絵画そのものの意味より、絵の具の質、カンバスの質など道具にも気が引かれてし

まいます。中国人作家のほとばしるエネルギーと表現力とは対照的な気がしました。日本人が質やディ

テールにこだわる所などは、どこか私達には工芸的な職人気質が根っこにあるような気がしています。
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第4回　The House   - 現代アートの住み心地 -

会期

2008年5月19日‐5月29日

会場

日本ホームズ住宅展示場（東京）

A棟
キュレーター

麻生 和子、平野 龍一

アーティスト

麻生 知子、笛田 亜希、藤田 勇哉、太湯 雅晴、伊東 明日香、北村 直子、村林 基、武藤 亜希子、

中田 ナオト、滑川 由夏、山田 啓貴

D棟
キュレーター

麻生 和子、平野 龍一

アーティスト

赤摩 千穂、秋好 恩、江口 暢彌、長谷川 創、蓮實 真理子、久村 卓、五十嵐 純、井上 裕起、

石黒 元嗣、神宮 妙子、加藤 広士、菊池 省吾、北川 純、小林 雅子、黒沼 真由実、前田 真治、

ミヤケマイ、盛田 文吾、諸熊 仁志、野口 一将、野口 二朗、野口 哲哉、岡 芳恵、奥村 理絵、大野 修平、

佐藤 雅晴、徳丸 鏡子、友政 麻理子、海野 良太、宮永 ゆみ、吉田 朗、吉増 麻里子

N棟
キュレーター

橋本 誠

アーティスト

阿部 岳史、雨宮 庸介、平野 薫、窪田 美樹、丸山 純子、さとうかよ、山崎 龍一

X棟
キュレーター

新野 圭二郎、土屋 貴哉

アーティスト

藤井 光、岩井 優、森田 浩彰、Nadegata Instant Party、新野 圭二郎、土屋 貴哉、和田 昌宏

　私はいつも、どこか展示の場所はないかアンテナを立てていました。

　ある友人から六本木にある日本ホームズの住宅展示場が近々壊される、という話を耳にしました。そ

こを所有する竹中工務店の社長、竹中統一さんにお願いして、展示場を壊す前に、そこで展覧会をさ

せて頂けないかとお願いした所、快く承諾して下さいました。

　モデルハウスは全部で4棟。キュレーションは私と平野龍一さんがA・B棟を受け持ち、C棟はフリー

キュレーターの橋本誠さん、D棟はメンバーでいつもユニークなコンセプトで作品を作る土屋貴哉君

と彼の友人の作家、新野圭二郎さんに任せ、すべて自由に展示をして良い事にしました。

　展覧会には多くの作家が参加してくれて、どの棟も玄関からリビング、寝室、台所からお風呂、トイレ

まで若手作家達の作品が展示され、受託展示場の家 は々通常と全く別の空間になりました。

　中には床を剥がして、ジッパーで部屋を分断する作家もいましたし、類を見ない個性的なカタチのグ

ランド・ピアノを作った作家や、六本木のゴミを袋に入れて部屋に積み上げた人もいました。思い切っ

た作品が各棟で展示され、棟ごとに個性があふれ、面白い展示になりました。

この回あたりから、海外（特にドイツ）に長く滞在した経験のある作家が展示に参加するようになりまし

た。なかなか優秀な作家達で帰国はしたものの展示の機会がなく困っていたのです。海外に長い作家

にとっては帰国してから、どの様に日本のアートシーンに関わったら良いか、模索するようです。

　この展示を東京MXテレビが取材してくれました。場所柄もあって、毎日若者が大勢楽しそうに見に

来てくれて、活気ある展示となりました。

　ファンドレージングのランチは友人の力石寛夫さんが紹介して下さった会場近くのレストランが協力

してくれて、大勢の方が来て下さいました。各テーブルにチョコレートを寄付して下さる方もあり、矢島

恵子さんはじめ多くの友人に助けられました。オープニングのイベントとして展示作家達がランチの席

で紹介されることも定着しました。

　それまでバラバラになっていた名簿は現代アートに縁の深い梶田靖子さんがボランティアですっか

り整理して下さり、大変有り難い事でした。

　団DANSの登録作家数もかなり多くなりました。しかし、展示に参加する人ばかりでなく、一度も展示して

いない人もいましたので、一度メンバーを整理する必要が出て来ました。展覧会を催す場合、まず場所が

決まるとメールでその時期とテーマを伝え、それに対して作家が作品プランを練って、決まったフォーマッ

トに書き込んで、展示を申し込んで来るのですが、応募して来ない作家はメンバーから外れて貰う事にしま

した。メンバー数は減っても本当に団DANSの展示に参加する作家達と一緒に活動したかったからです。

　有名な中華料理店：トトゥーランドットのご主人脇屋友嗣さんはアートがお好きな方でアークヒルズ

にあるレストランに作家達の作品を入れ替わり展示して下さいました。お店のあちこちのスペースいっぱ

いに作品を展示させて頂いた事は作家達にとって、何よりの良い経験になりました。

　大林剛郎さんは素晴らしい現代アートのコレクションを展示するスペース・游庵を持っていらして、作

家達をそこに御招き下さいました。安藤忠雄さん 設計のモダンなコンクリートの建物にマッチした有名

な作家達の作品やコレクションのお洒落な展示にため息をつきながら見学させて頂きました。なかなか

無い機会を頂き、作家達への温かいご好意に感謝いっぱいでした。
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第5回　真夏の夢 A Midsummer Dream  - 椿山荘 - 

会期

2009年8月16日（日）‐8月30日（日）

会場

椿山荘（文京区関口、東京）

風が渡る路
会場

一階ロビー・テラス、茶室・庭園部分

キュレーター

麻生 和子、篠原 誠司

アーティスト

ダニエル・ローゼン、藤田 勇哉、久村 卓、岩井 優、加藤 広士、菊池 省吾、小林 雅子、駒井 翔平、

沓名 美和、松澤 陽太、宮永 ゆみ、中田 ナオト、中澤 小智子、大垣 美穂子、大野 修平、嶋田 喜昭

気づきの間
会場

宴会場 ペガサス

キュレーター 

篠原 誠司

アーティスト

赤摩 千穂、麻生 知子、江口 暢彌、石元 靖大、磯部 光太郎、伊東 明日香、前田 真治、野口 二朗、

野口 満一月、瀬戸口 朗子、田中 千智、徳丸 鏡子、梅木 隆、海野 良太、山田啓貴

庭の小道への旅
会場

宴会場 ギャラクシー

キュレーター 

ジュリア・バーンズ

アーティスト

秋好 恩、五十嵐 純、井上 裕起、石黒 元嗣、岩岡 純子、北川 純、黒沼 真由美、本山 ひろ子、

野口 一将、岡 芳恵、小笹 彰子、さとうかよ、山本 麻矢、山崎 龍一

　目白の椿山荘を経営する藤田観光株式会社と御縁のある友人の北澤登さんが、椿山荘で展覧会を

しないかとの話を持って来て下さいました。

　椿山荘は明治の元勲、山縣有朋の旧宅だった所で素晴らしい日本庭園は緑が深く、滝からの水は

池に流れ込み、古い茶室や重要文化財の三重の塔もあります。庭の全てから、二つの大きな宴会場ま

で、団DANSに解放して頂き、夏の暑い最中でしたが、総勢45名が作品を展示致しました。はじめは14

名でスタートした団DANSですが、この頃には参加メンバーが相当増えてきました。

　キュレーションは中落合でギャラリーをしていたジュリア・バーンズ（Julia Barns）さんが宴会場を一つ

と足利市立美術館の学芸員・篠原誠司さんが宴会場と庭園、それ以外の一部を私が担当しました。椿

山荘は会社が経営している事もあり、打ち合わせ事項も多く、作家の一人北村直子さんが事務局専任

で奮闘してくれました。会場が広く、しかもバラエティーに富んだ場所と言うことで、作家達の創造力は

大いに刺激されたと思います。皆、とても生き生きとした面白い作品に挑戦してくれました。池の真ん中

を又もジッパーで分けた作家、重要文化財の三重の塔に白玉の花を添えたり、暗くしたお茶室には夜

空の星のように体中が光る老婆がいたり…、宴会場には日本画の屏風、靴の鯉が泳ぎ、猫の花嫁行

列、天井に浮いたクラゲ、大きなサラマンダー等々。そして平面作家も大作がいっぱい！実に楽しい展

示になり、来場者数は真夏の暑さの中3,000人を越えました。

　ファンドレージングはディナーで行うことになりました。藤田観光株式会社が大変力を入れて下さり、

ホテルという事もあって、二百数十名の参加者があり、お食事も凝った美味しいもので、イタリア料理のシェ

フがアーティステックな葉巻の煙がでるデザートを作ってくれました。皆さんびっくりしながらも、ディナーを

楽しんで下さいました。

　エンターテイメントとして、次男の同級生でお家芸の津軽三味線を継いだ小山君の若手グループが

素晴らしい演奏をしてくれました。あちこちから協力を頂き、ビンゴの賞品も中村奈央子さんが一生懸命

集めてくれました。この様な大規模なファンドレージングが出来た事は本当に有り難い事でした。

　団DANSの大変な所は、毎回会場が異なり相手が変わるので、その度に臨機応変に対応しながら、展示

の準備をせねばならない所です。後に海外に行くようになってからは、益々 その対応に苦労いたしました。

　展覧会を重ねるごとに在住の外国人の方が積極的にアートにかかわり、応援してくれるという事に気

付きました。初めの頃に日本にいたレナ・バウム（Lena Baume）さんはオープニングの度に御手製のオツマミ

を作って持って来てくれましたし、広報では、ルーシー・バーミンガム（Lucy Birmingham）さんやロレダー

ナ・ディ・ポルチア（Loredana di Porcia）さんが支援してくださり、場所の情報も持って来てくださったりし

ました。どうも、欧米の人達にとって、アートは日本人が考えるより、ずっと身近な興味の対象のような気

がします。そして、アートに関わる事をとても楽しんでくれます。西洋文化の中ではアートが人の暮らしに近

いのかも分かりません。日本人も有名な作品を見に美術館に並ぶだけでなく、もっと身近にアートを楽し

めるようになると日本の作家達も励まされ、ギャラリーももっと活気が出てくるのではないかと思います。

　それ迄、団DANSは大学等を卒業してから制作を続けている作家を対象としており、作家が決まった

ギャラリーで展示をするようになったら団DANSは卒業という事にしていました。しかし、この辺りから

ちょっと事情が違う事に気が付きました。ギャラリーをよく見ると、私の理解とは違い、作家に展示の

チャンスをあげても、専属作家は殆どいない様なギャラリーが幾つもありました。これは何だろう！私も

考え方をもっと柔軟にしないと…と思いました。ギャラリーがついたと思った作家でも生活に苦労してい

るのが分かったからです。
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第6回　DANDANS at No Man’s Land

会期

2010年1月21日（木）‐1月31日（日）

会場

在日フランス大使館（港区南麻布、東京）

キュレーター

篠原 誠司

アーティスト

江口 暢彌、藤井 志帆、太湯 雅晴、蓮実 真理子、伊佐治 雄悟、石黒 芙美代、石元 靖大、 加藤 広士、

北川 純、小林 雅子、駒井 翔平、黒沼 真由美、沓名 美和、前田 真治、松元 久子、盛田 文吾、

武藤 亜希子、中田 ナオト、中澤 小智子、野口 二朗、野口 一将、大垣 美穂子、小原 愛、岡林 まゆみ、

小笹 彰子、RGB Laboratory（翁 拓史 、富島 修司）、佐藤 雅晴、佐藤 百合子、嶋田 喜昭、高畠 依子、

藤堂 良門、土屋 紳一、梅木 隆、海野 良太、山田 啓貴

　椿山荘の展示を見に来たフランス大使館文化部のケルマシュターさんから、フランス大使館が近い

うちに取り壊される事になり、その前に大使館と事務所棟を使って、No Man’s Landと言う展覧会を

催すので、その展示に参加しないか、とお誘いを頂戴しました。

　我 は々３階建ての事務所棟全てを使って良いという事でしたが、全てを団DANSで使うには大きすぎ

るスペースだと思った私は、三階を吉祥寺でOn Goingというユニークなギャラリーをしている若手の

小川さんに受け持って貰う事にしました。

　団DANSは36名が参加し、キュレーションは篠原誠司さんが担当して下さいました。事務所棟は小さい

部屋が幾つもあり、大きな数部屋を除いて、大体一部屋を一人で展示しました。それまでの団DANSの

展示と違い、小さいながらも自分一人の空間を持つのは作家達にとって良い経験になったことと思います。

　No Man’s Landの展覧会では、フランス大使館本館にも有名な作家達が展示して、通常は入れない

大使館内に入れると言うこともあって、毎日入場者が長蛇の行列を作りました。

　フランス人の事の運び方は何でもきちんと計画を立てて実行に移す日本人とは違いますから、より

良いと思われる案が出ると話が変わることもあります。相手のペースに合わす順応性は必要ですが、ど

うしても無理な所はしっかり理論的に説明し交渉しないとなりません。場所を貸して貰っていることも有

り、大使館側とは英語で交渉するので言葉の不自由さもあり、リーダーを担当した作家の太湯君は大変

苦労していました。こうした経験は彼らが海外に出た時にきっと役立つ経験になるだろうと思いました。
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第7回　The Lounge

会期

2011年1月13日（木）‐1月27日（木）

会場

銀座ブルガリタワー 8階　プライベート・ラウンジ（東京）

キュレーター

住友 文彦

アーティスト

江口 暢彌、藤井 志帆、久村 卓、石元 靖大、磯部 光太郎、菊池 省吾、松元 久子、本山 ひろ子、

武藤 亜希子、中澤 小智子、滑川 由夏、野口 一将、大垣 美穂子、岡林 まゆみ、佐 木々 悠介、

瀬戸口 朗子、四宮 優、田中 千智、梅木 隆、山田 啓貴

　ブルガリジャパン（Bvlgari Japan）が場所を提供して下さるかもしれないから一緒に社長に会いに行

こう、と友人のレナ・バウム（Lena Baume）さんが話を持って来てくれました。ブルガリからは協力を頂き、

上階のプライベートラウンジを団DANSに解放しましょう、そしてファンドレージングにはブルガリ・レス

トランを使って下さい、と言う話になりました。

　プライベートラウンジは特別なお客様を接待するフロアーで、バー有り、革製の立派な家具有り、食

事が出来るような部屋も二つあり豪華なスペースでした。壁は少ないのですが、どの部屋からも銀座一

帯のビルを見渡せます。

　キュレーターは作家達に人気のある若手の住友文彦さんにお願いしました。

　この頃になると、作家達も団DANSの活動に慣れてきて、割合とスムーズに展覧会準備が進みました。

　ブルガリ・レストランは美味しいイタリア料理で、ファンドレージングディナーには90数名が来て下さ

いました。辻調理師学校は美味しいワインを提供して下さり、バカラ・パシフィックからはガラスの品を

ディナーのプライズとして頂戴し大変有り難いことでした。

　東京には終戦後、日本人と外国人の婦人達が孤児達を支援しようと作ったILBS（国際福祉協会）と

いう歴史ある婦人の福祉団体があります。ILBSでは資金集めの大規模なチャリティーのディナーを毎

年催して、収入を様 な々施設に寄付しています。私のILBSでの数年の経験は団DANSの基金集めの

チャリティーディナーに大変役に立ちました。

　海外では多くの美術館やアートの財団等が基金集めのためにいろいろな企画をして、多額の基金を集め

るのは当たり前になっています。そう言った文化の為のチャリティーイベントに参加する事は参加者にとって

も一つのプレスティージ、名誉になっています。
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第8回　Hierher Dorthin  - ここから、あちらから -  

会期

2011年8月2日（火）‐8月9日（火）

会場

東京ドイツ文化センター（赤坂、東京）

キュレーター

住友 文彦

アーティスト

阿部 岳史、赤摩 千穂、江口 暢哉、藤井 志帆、久村 卓、五十嵐 純、石元 靖大、岩岡 純子、木下 千春、

北川 純、小林 雅子、黒沼 真由美、前田 真治、武藤 亜希子、滑川 由夏、中澤 小智子、野口 一将、

野口 満一月、大野 修平、大垣 美穂子、RGB Laboratory（翁 拓史 、富島 修司）、佐 木々 悠介、

佐藤 雅晴、瀬戸口 朗子、嶋田 嘉昭、海野 良太、矢部 裕輔、山田 啓貴、山崎 龍一

　2011年は日独友好150年記念の年で色 な々イベントがあるが、団DANSと協力して展覧会が出来る

かも知れない、という情報をドイツへ帰国間際の友人Anna Prinz公使から貰いました。早速ドイツ大使

にお願いに上がり、ドイツ大使館の活動機関の一つ、東京ドイツ文化センター（ゲーテ・インスティ

チュート）の協力を得て、日独の150周年にちなんだテーマで展覧会を催すことになりました。ところが、

この展示の準備の最中、3月11日に東日本大震災が起こってしまいました。千年に一度という大震災とその

後の津波、福島原発の事故が重なり、東京も一時はマヒ状態になりました。6月に予定していた展覧会の

開催も危ぶまれましたが、ドイツ側のご厚意と励ましで、2ヶ月遅れの8月に展覧会を催す事が出来ました。

　赤坂にあるドイツ文化センターは玄関ホールと広いイベントホールがあります。又、地下にもちょっと

したスペースがありました。その全ての会場を使って、Hierher－Dorthin（こちらへ、あちらへ）ドイツと日

本との交流をテーマにして29名が参加して、住友文彦さんのキュレーションのもとに作品を展示いたし

ました。団DANSにはドイツに留学していた作家が多く、これも不思議な御縁でした。作家達は日独の

歴史を研究し、作品を練って、思い思いの日独の歴史的な関係から面白い題材をみつけて、なかなか

素晴らしい力作が玄関ホールやイベントホールの床や舞台にいっぱい展示されました。

　その中から選ばれた10数点が麻布にあるドイツ大使館ホールに展示され、日独有効150年の記念

式典に来られたドイツの大統領に見て頂きました。又、最優秀賞者（久村卓君）には翌年のベルリン・ビ

エンナーレの鑑賞の機会が与えられ、ルフトハンザ航空のチケットがプレゼントされました。

　ファンドレーズのディナーは近くのメンバー制のクラブで催されました。参加して下さる方々 はだいぶ

常連の方が増え、いつも和やかな楽しいディナーですね、と好評になってきました。ファンドレーズの

ディナーは貴重な資金源になりました。それでも資金が足りなくなりそうになると、作家の売り上げから

団DANSへの入金を２～３割増やして貰ったこともあります。展覧会やファンドレージングのディナー

で売る小作品もなかなか人気でした。皆の作品の面白さが多くの方を引き付けたと思います。

　私は作品が開催場所やテーマに差し触りが有る場合を除いて、なるべく多くのメンバーに展示の

チャンスをあげたいと思っていました。

　2011年の夏、森美術館の森理事長と南條館長からヒルズ・クラブのイベントの際に団DANSの

作家の作品を展示して販売してはどうか、と願っても無いお誘いを頂きました。数名の作家達が作品

を展示、その中の幾つかはお客様に御買上頂きました。素晴らしい場所での展示を頂き本当に有り難

い事でした。

The 8th Exhibition ｜
 

第　

回
展
覧
会

8

The 8th Exhibition ｜
 

第　

回
展
覧
会

8

028 Archive 029活動記録



第9回　2:46 and thereafter

会期

2012年2月16日（木）‐3月25日（日）

会場

Pepco Edison Place Gallery（ワシントンD.C.、アメリカ合衆国）

アーティスト

阿部 岳史、赤摩 千穂、海老原 靖、藤田 勇哉、太湯 雅晴、磯部 光太郎、小瀬村 真美、前田 真治、

野口 一将、野口 哲哉、野口 満一月、大垣 美穂子、小笹 彰子、佐藤 雅晴、土屋 紳一、土屋 貴哉、

海野 良太、山田 啓貴

パフォーマンス：秋好 恩

　2011年に私はワシントンを訪問するチャンスがありました。当時の日本大使夫人、藤崎順子さんが

婦人の集まりに招いてくださり、その時に地元のヴィクトリア・ライス（Victoria Reis）さんという現代アート

のNPO法人トランスフォーマー（Transformer）www.transformerdc.org/をしている方を紹介して下さ

いました。ヴィクトリアは是非、団DANSとTransformerと一緒に日本の大震災をテーマにした展覧会を

ワシントンでやりましょう、と言って下さいました。大変有り難いお話でとっても嬉しかった半面、資金の

無い団DANSが、どうしたら海外で展覧会ができるだろうかと内心は不安がいっぱいでした。

　

　2011年の東日本大震災後、震災支援の多くのプロジェクトが立ち上がり、アチコチで支援活動が活

発化していました。当時のジョン・ルース（John Roos）駐日アメリカ大使とスーザン（Susan）夫人も活動

的で実行力のある夫妻で、相談すると、「今丁度、Tomodachi Initiativeという震災地支援プログラムを

立ち上げているから、そこに参加してはどうか？」と言って下さいました。親団体の日米協会（US-Japan 

Council）の会長、アイリーン・ヒラノ・イノウエさん（Irene Hirano Inouye）からも了解を頂き、ワシントン

でTransformerと催す展覧会にはTomodachi Initiativeのスポンサーシップを頂戴する事が出来ました。

それによりワシントンの展覧会へ助成が集まりやすくなりました。又、藤崎夫人のご紹介で、ワシントン

在住の医療事業で大成功されている上野隆治先生と久能祐子先生が運営されるS&R財団からも助

成金を頂戴しました。中でも有り難かったのは藤崎夫人と義妹にあたられる柏木式子さんがフェデック

スの支援を取りつけて下さり、フェデックスが展示作品をワシントンまで無料で往復配送して頂ける事

になりました。Tomodachi Initiativeの活動の一つに入れて頂けたお蔭でした。又、東京では日本で最も

歴史の古い男性の倶楽部：東京倶楽部は若者と国際交流に関するプログラムに支援して下さるという

話を聞いて、倶楽部メンバーの安田信さんにご相談しました。早速担当作家と二人で分厚い資料を作

り面接に行き、審査の結果、活動資金を頂戴する事ができました。本当に有り難い援助を頂きました。

　ワシントンの展覧会期間中の3月末は、日本からワシントンに桜が送られて丁度100周年に当たる時

期で日本大使館では記念行事がいろいろ企画されていました。記念行事の一つに団DANSの展覧会

も入れて頂きました。藤崎大使、大使夫人、そして現代アートが大好きという柏木式子さんが展覧会

開催に大変力を貸して下さいました。その後も柏木さんにはカタログの翻訳をはじめ、作家ともども、大

変お世話になっています。本当に有り難い存在です。

　

　東日本大震災が起こったのが3月11日2時46分、そしてその後…「2.46 and thereafter」をタイトルに

して大震災と津波をテーマにした団DANSにとって初めての海外での展覧会が本当に大勢の方の支援

の中、催されました。

　作家の中には震災のショックが冷めやらない中、震災をテーマに制作する気になれない…という人

もいました。しかし、19名の作家が思い思いの心のこもった作品を制作してくれました。震災の前の晩に

出た月を作品にした人、津波で残った一本松を題材にした作品、亡くなった子か？お花を持って膝ま

ずいた少女、空中に空高く飛んだ巻尺、ノアの箱舟のような和船等々…さすがに大きな素晴らしい作

品が制作されました。殆どの作品はフェデックスで運ばれ、相手方のNPO Transformerが受け皿となっ

てくれました。彼等はPEPCOというワシントンの電力会社が持つ、非営利のエディソン・プレース・

ギャラリー（Edison Place Gallery）という素晴らしい開催場所を見つけたり、作家達が滞在できる簡易な

ホテルを用意したりしてくれました。残念ながら作家の渡航費と滞在費を出す余裕は団DANSに無く作

家達は頑張って自費で渡航しました。

　藤崎大使ご夫妻は大使公邸で地元の方々 を招いて大規模な素晴らしいディナーを催して下さり、団

DANSの作家全員をそこに御招き下さいました。素晴らしい大使公邸での、美味しく、豪華な晩餐会は

作家達にとって忘れられない経験になった事でしょう。初めての海外展示、しかもワシントンでの展覧

会に藤崎大使ご夫妻から頂戴した多大な御支援に深く感謝しております。ご夫妻なしではとても、ワシン

トンでの展示はなかったと思います。

　それまでの東京での展示と同じく、当番を決めて準備を進めました。皆、英語力不足を痛感したよう

ですが、現地では日系の日本語の出来るサポーターも現れて、作家達も少しずつ英語に慣れて行ったよ

うに思います。作品が無事搬入されて、大仕事の設置も進み、いよいよオープニングの日になりました。

現地で大使ご夫妻のお力添えがあったお蔭で、オープニングには藤崎大使ご夫妻をはじめ名士の方々

やアート関係の方、柏木さんのNYのお友達等、多くの方が集まっていただき賑やかな会となりました。

　NPOトランスフォーマーも現地の支援者と一緒の夕食を一晩準備して下さりアメリカらしいレストラ

ンで皆、ご馳走になりました。これも大変良い経験でしたが、何しろ英語のバリアーはなかなか厳しいと

思いました。今後、日本人にとって、英語力を付ける事は必須だとつくづく思いました。

　ワシントンにはヘイ・アダムス（Hay Adams）という素晴らしいホテルがあります。ワシントン・カレッジで

教鞭をとる成田典子さんが、そこの支配人を紹介下さったところ、可愛らしい日本人女性のケイ・エノキ

ドさんという方で、大変親切にして下さいました。細かい所にも行き届き、決断の早い頼りになる榎戸

さんの笑顔にはいつも支えられました。

　オープニングの後、お世話になった方々 を招いてヘイ・アダムスの最上階にあるホワイトハウスを見下

ろす素晴らしい宴会場で破格のディナーをさせて頂きました。尊敬するダニエル・イノウエ前上院議長

が奥様のアイリーン・ヒラノさんと来て下さったことは大変名誉でした。ダニエル・イノウエ上院議員は

本当に素晴らしいお人柄でディナーに来ていた友人達も心から感激していました。その後、長く経たな

いうちにイノウエ議員の訃報を知り、心からご冥福をお祈りしました。日系人として第二次世界大戦に

参戦され、ヨーロッパの激戦地で片腕を失くされましたが、戦後ハワイ州からの上院議員として長く活躍

し、上院議長までされた方です。誰からも尊敬される稀有な、そして日本人にとっては本当に有り難い

存在でいらっしゃいました。

　ワシントン・ポストは日曜版の芸術欄1ページを使って、団DANSの展覧会を取り上げてくれて、作

品写真も沢山載って何より皆の励みになりました。私は慣れない記者の取材に四苦八苦でしたが、記

事を読んでホッとしました。

　2月16日から3月25日という長期間の展示でしたが、大勢の来場者があり、作品もかなり買って頂けま

した。収入の半分は大変お世話になったNPOのTransformerに差し上げました。

　個人的な事ですが、父の知り合いの大学教授の子息が20年程前にワシントン・ポスト紙から日本

に赴任して来られ、時 我々家に生まれたばかりの赤ちゃんを連れて遊びに来ていました。その後、彼は

モスクワに転任して音信が途絶えていました。展覧会のオープニングでワシントン・ポストの編集長が

来るからと言う話で、緊張して待っていた所、何と現れたのがその人、フレッド・ハイアット（Fred Hyatt）
さんでした。彼の隣に可憐な女性がいて、何と日本で生まれたばかりだったベビーが素敵に成長したお

嬢さんでした。これ程、嬉しいサプライズはありませんでした。
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パネルディスカッション

アーティスト

AKAMA Chiho,  MAEDA Shinji,  NOGUCHI Kazumasa

　パネルディスカッションは展覧会のオープニングの前に、ギャラリーで行う事に致しました。皆で会

場に椅子を並べお客様を待ちました。

　アメリカ人は日本で起こった地震や津波、原発事故にとても関心があり友人の成田典子さんがワシ

ントン・カレッジ（Washington College）の学生さん達を大勢連れて来て下さり、パネルを盛り上げて下

さいました。来場者も多くアメリカらしい活発な意見や質問が出ました。私達にとっては初めてのパネル

ディスカッションで少々 緊張いたしましたが、ジョージタウン大学のバイリンガルの学生さんがボラン

ティアで素晴らしい通訳をして下さり、本当に助かりました。アメリカ人のボランティアに対する気軽な

姿勢は学ぶべき所だと思います。

第9回　2:46 and thereafter

会期

2012年2月16日（木）‐3月25日（日）

会場

Pepco Edison Place Gallery（ワシントンD.C.、アメリカ合衆国）

アーティスト

阿部 岳史、赤摩 千穂、海老原 靖、藤田 勇哉、太湯 雅晴、磯部 光太郎、小瀬村 真美、前田 真治、

野口 一将、野口 哲哉、野口 満一月、大垣 美穂子、小笹 彰子、佐藤 雅晴、土屋 紳一、土屋 貴哉、

海野 良太、山田 啓貴

パフォーマンス：秋好 恩

　2011年に私はワシントンを訪問するチャンスがありました。当時の日本大使夫人、藤崎順子さんが

婦人の集まりに招いてくださり、その時に地元のヴィクトリア・ライス（Victoria Reis）さんという現代アート

のNPO法人トランスフォーマー（Transformer）www.transformerdc.org/をしている方を紹介して下さ

いました。ヴィクトリアは是非、団DANSとTransformerと一緒に日本の大震災をテーマにした展覧会を

ワシントンでやりましょう、と言って下さいました。大変有り難いお話でとっても嬉しかった半面、資金の

無い団DANSが、どうしたら海外で展覧会ができるだろうかと内心は不安がいっぱいでした。

　

　2011年の東日本大震災後、震災支援の多くのプロジェクトが立ち上がり、アチコチで支援活動が活

発化していました。当時のジョン・ルース（John Roos）駐日アメリカ大使とスーザン（Susan）夫人も活動

的で実行力のある夫妻で、相談すると、「今丁度、Tomodachi Initiativeという震災地支援プログラムを

立ち上げているから、そこに参加してはどうか？」と言って下さいました。親団体の日米協会（US-Japan 

Council）の会長、アイリーン・ヒラノ・イノウエさん（Irene Hirano Inouye）からも了解を頂き、ワシントン

でTransformerと催す展覧会にはTomodachi Initiativeのスポンサーシップを頂戴する事が出来ました。

それによりワシントンの展覧会へ助成が集まりやすくなりました。又、藤崎夫人のご紹介で、ワシントン

在住の医療事業で大成功されている上野隆治先生と久能祐子先生が運営されるS&R財団からも助

成金を頂戴しました。中でも有り難かったのは藤崎夫人と義妹にあたられる柏木式子さんがフェデック

スの支援を取りつけて下さり、フェデックスが展示作品をワシントンまで無料で往復配送して頂ける事

になりました。Tomodachi Initiativeの活動の一つに入れて頂けたお蔭でした。又、東京では日本で最も

歴史の古い男性の倶楽部：東京倶楽部は若者と国際交流に関するプログラムに支援して下さるという

話を聞いて、倶楽部メンバーの安田信さんにご相談しました。早速担当作家と二人で分厚い資料を作

り面接に行き、審査の結果、活動資金を頂戴する事ができました。本当に有り難い援助を頂きました。

　ワシントンの展覧会期間中の3月末は、日本からワシントンに桜が送られて丁度100周年に当たる時

期で日本大使館では記念行事がいろいろ企画されていました。記念行事の一つに団DANSの展覧会

も入れて頂きました。藤崎大使、大使夫人、そして現代アートが大好きという柏木式子さんが展覧会

開催に大変力を貸して下さいました。その後も柏木さんにはカタログの翻訳をはじめ、作家ともども、大

変お世話になっています。本当に有り難い存在です。

　

　東日本大震災が起こったのが3月11日2時46分、そしてその後…「2.46 and thereafter」をタイトルに

して大震災と津波をテーマにした団DANSにとって初めての海外での展覧会が本当に大勢の方の支援

の中、催されました。

　作家の中には震災のショックが冷めやらない中、震災をテーマに制作する気になれない…という人

もいました。しかし、19名の作家が思い思いの心のこもった作品を制作してくれました。震災の前の晩に

出た月を作品にした人、津波で残った一本松を題材にした作品、亡くなった子か？お花を持って膝ま

ずいた少女、空中に空高く飛んだ巻尺、ノアの箱舟のような和船等々…さすがに大きな素晴らしい作

品が制作されました。殆どの作品はフェデックスで運ばれ、相手方のNPO Transformerが受け皿となっ

てくれました。彼等はPEPCOというワシントンの電力会社が持つ、非営利のエディソン・プレース・

ギャラリー（Edison Place Gallery）という素晴らしい開催場所を見つけたり、作家達が滞在できる簡易な

ホテルを用意したりしてくれました。残念ながら作家の渡航費と滞在費を出す余裕は団DANSに無く作

家達は頑張って自費で渡航しました。

　藤崎大使ご夫妻は大使公邸で地元の方々 を招いて大規模な素晴らしいディナーを催して下さり、団

DANSの作家全員をそこに御招き下さいました。素晴らしい大使公邸での、美味しく、豪華な晩餐会は

作家達にとって忘れられない経験になった事でしょう。初めての海外展示、しかもワシントンでの展覧

会に藤崎大使ご夫妻から頂戴した多大な御支援に深く感謝しております。ご夫妻なしではとても、ワシン

トンでの展示はなかったと思います。

　それまでの東京での展示と同じく、当番を決めて準備を進めました。皆、英語力不足を痛感したよう

ですが、現地では日系の日本語の出来るサポーターも現れて、作家達も少しずつ英語に慣れて行ったよ

うに思います。作品が無事搬入されて、大仕事の設置も進み、いよいよオープニングの日になりました。

現地で大使ご夫妻のお力添えがあったお蔭で、オープニングには藤崎大使ご夫妻をはじめ名士の方々

やアート関係の方、柏木さんのNYのお友達等、多くの方が集まっていただき賑やかな会となりました。

　NPOトランスフォーマーも現地の支援者と一緒の夕食を一晩準備して下さりアメリカらしいレストラ

ンで皆、ご馳走になりました。これも大変良い経験でしたが、何しろ英語のバリアーはなかなか厳しいと

思いました。今後、日本人にとって、英語力を付ける事は必須だとつくづく思いました。

　ワシントンにはヘイ・アダムス（Hay Adams）という素晴らしいホテルがあります。ワシントン・カレッジで

教鞭をとる成田典子さんが、そこの支配人を紹介下さったところ、可愛らしい日本人女性のケイ・エノキ

ドさんという方で、大変親切にして下さいました。細かい所にも行き届き、決断の早い頼りになる榎戸

さんの笑顔にはいつも支えられました。

　オープニングの後、お世話になった方々 を招いてヘイ・アダムスの最上階にあるホワイトハウスを見下

ろす素晴らしい宴会場で破格のディナーをさせて頂きました。尊敬するダニエル・イノウエ前上院議長

が奥様のアイリーン・ヒラノさんと来て下さったことは大変名誉でした。ダニエル・イノウエ上院議員は

本当に素晴らしいお人柄でディナーに来ていた友人達も心から感激していました。その後、長く経たな

いうちにイノウエ議員の訃報を知り、心からご冥福をお祈りしました。日系人として第二次世界大戦に

参戦され、ヨーロッパの激戦地で片腕を失くされましたが、戦後ハワイ州からの上院議員として長く活躍

し、上院議長までされた方です。誰からも尊敬される稀有な、そして日本人にとっては本当に有り難い

存在でいらっしゃいました。

　ワシントン・ポストは日曜版の芸術欄1ページを使って、団DANSの展覧会を取り上げてくれて、作

品写真も沢山載って何より皆の励みになりました。私は慣れない記者の取材に四苦八苦でしたが、記

事を読んでホッとしました。

　2月16日から3月25日という長期間の展示でしたが、大勢の来場者があり、作品もかなり買って頂けま

した。収入の半分は大変お世話になったNPOのTransformerに差し上げました。

　個人的な事ですが、父の知り合いの大学教授の子息が20年程前にワシントン・ポスト紙から日本

に赴任して来られ、時 我々家に生まれたばかりの赤ちゃんを連れて遊びに来ていました。その後、彼は

モスクワに転任して音信が途絶えていました。展覧会のオープニングでワシントン・ポストの編集長が

来るからと言う話で、緊張して待っていた所、何と現れたのがその人、フレッド・ハイアット（Fred Hyatt）
さんでした。彼の隣に可憐な女性がいて、何と日本で生まれたばかりだったベビーが素敵に成長したお

嬢さんでした。これ程、嬉しいサプライズはありませんでした。
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現地見学

1.ワシントンにあるポデスタ家の現代アートのコレクション

　藤崎夫人の取り計らいで閑静なワシントンの住宅地、アメリカ人コレクターの私邸コレクションを拝

見出来る事になりました。皆で好奇心満 で々伺った所、錚 た々る作品、相当大きな作品まで豪邸のあち

こちリビングから台所、寝室にも置かれていました。作家達にとっては度胆を抜かれたものの、貴重な

経験をさせて頂きました。

2.トランスフォーマーのギャラリー

　Transformerを主宰するヴィクトリアが彼女達のギャラリーを見せてくれました。小さなギャラリーで

すが、ここにはレジデンスのシステムもあり、レジデンシーで来た作家がインスタレーションの展示をし

ていました。海外のレジデンスで活躍する作家は多いので、団DANSの作家もいつか、こうしたチャンス

を掴んでほしいと思いました。

３．ヒル・ウッド美術館と庭園

　ワシントン郊外にある20世紀の素封家マージョリー・メリウェザー・ポストの邸宅：ヒル・ウッド美術

館と庭園も見学して、アメリカの富豪の当時の生活を垣間見ました。

＊その他

　皆、個人でワシントンに数多くあるスミソニアンを始めとする美術館を時間のある限り見学しました。

初めてワシントンに来た人も多く、アメリカという大国のミュージアムのスケールにも驚かされた事でした。

ニューヨーク訪問

　作品設置とオープニングを済ませた後、高電車（Amtruk）でニューヨークに向かいました。NYに着

き、皆各々の宿に散らばりました。そして自由にそれぞれが興味のあるMOMAやメトロポリタン、ノイ

エ、ウィットニー、PS１等 見々学をしたり、現代アートのメッカ、チェルシーのギャラリー街にポートフォ

リオを携えて各々歩きまわったりしました。Japan SocietyとAsian Societyも見学して、展示されている

日本の作品やアジアの作家の作品を拝見しました。

　NY在住の団DANS作家、秋好恩さんがブルックリンにある彼女のスタジオや近くのアーティスト・

イン・レジデンスを案内してくれて、皆はNYでのアーティストの生活を少し垣間見る事が出来ました。

又、柏木さん紹介のDillon GalleryのValerie Dillonさんは全員を自宅に夕食に招いて下さいました。

この御縁で数名の作家がその後、Dillon Galleryからアチコチのアートフェアー等で展示の機会を頂戴

しました。

　又、NY郊外、ポトマック川を電車で上って行くと、昔のナビスコの工場跡地がDia Baconという現代 

アートの素敵な美術館になっています。Paddington駅で待ち合わせ、皆でこの美術館も見に行きまし

た。この様な所での展示が現代アートにはしっくりくるのも面白いと思いました。友人のフランソワ・メ

ゾンルージュ（Francois Maison Rouge）さんが、皆をミッド・タウンの可愛いアジア料理に招いて下さ

いました。最後はダウン・タウンにある中華街の大きな中華料理屋で打ち上げをして、いろいろな人種

が逞しく生きるNYを感じました。NYは現代アートのメッカでもあり、作家達にとってはエキサイティン

グな経験で大きな収穫があった事と思います。
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青山迎賓館のファンドレージングディナー

開催日

2012年3月14日（水）

　2012年春、アメリカでの展示が未だ終わっていない頃ですが、帰国後、少々 資金不足になり、中村

奈央子さんの紹介で、青山でお洒落な結婚場を経営するテイクアンドギブ・ニーズの野尻佳孝さんを

ご協力いただき、素敵なファンドレージングのディナーを青山迎賓館で催しました。またエンターテイメ

ントとしてオールディーズのバンドをしている同級生、三島通文さんにご協力頂きました。そこで、ワシン

トンの展覧会のビデオを流し、作家達が小作品を販売することにしました。手頃な大きさとお値段で、多

くの方に喜んでお買い上げ頂きました。この資金で一息ついて、次の展覧会に臨む事が出来ました。
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東北視察とワークショップ

実施日

2012年11月16日（金）‐11月18日（日）

会場

南三陸町他、東北

アーティスト

赤摩 千穂、四宮 優、佐 木々 悠介、RGB Laboratory（翁 拓史 、富島 修司）、山田 啓貴

　東日本大震災とそれに続く津波による福島第一原発の事故は日本中を震撼させた大災害でした。私

達はゲーテ・インスティチュートで得た利益を被災者の為に使いたいと思いました。NPO法人ピース・

ウィンズにお願いして、彼らの活動に参加させて貰いました。

　参加者で既に瓦礫撤去に行った人はわずかでした。皆、ニュースでは見たシーンを直に見ると、その

凄まじさは違いました。この全てを失った人達、特に老齢の仮設住宅に住む人達の中には家族を失っ

た方もいました。そんな中で子供達は明るく前向きで、活発でした。私達は仮設に住む子供達やお年

寄りにワークショップを開きました。　　　

　作家達はそれぞれが工夫を凝らして和紙作り、色とりどりの紙粘土細工、Tシャツにイラストをシルク

スクリーン印刷する等、いろいろ考えてくれました。今も写真を見ると子供達が作った作品に励まされま

す。海に近い所で生活している子供達が作る作品はタコ、イカ、魚と海のものが多く、皆どれも生き生き

していました。彼らは海によって大災害を被っても、海は日々 の生活の一部なのだろう…と思いました。

しかし、現地の貝を使った作品を作る際に、海のもの（貝など）を見たくないと目を背ける子もいたそう

です。仮設住宅近くの集会所ではお年寄りと一緒にTシャツを作り喜んで頂きました。あの広大な何も

残っていない瓦礫だらけの被災地…そこから又、新たな生活が始まっていました。

基金集めの上映会 「Herb and Dorothy」

開催日

2013年3月23日（土）

会場

サントリーホール（東京）

　楽しい友人の一人、女医のセン・ケイイク（餞瓊毓）さんが「ハーブ アンド ドロシー　Herb & Dorothy」

という、団DANSにぴったりの映画があるから、上映しませんか？と監督の佐々木芽生さんを紹介して

くれました。

　NYのソーホーにアーティスト達が住んでいた1960年代、そこに住む郵便局員ハーブと図書館の職

員をしているドロシー夫婦、二人はアートが大好きで、少しづつ好きなアートを集めるようになるのです

が、それが将来大変なコレクションになる、と言うドキュメンタリー映画です。これは現代アートが好き

な方だけでなく、知らない方が見ても楽しい筈と早速上映会をする事にしました。

　

　サントリー小ホールを借りて、上映当日には佐々木監督も来て下さり、ほぼ満席の上映会となりまし

た。作家達は友達に声をかけて上映会を宣伝し、当日は受付をしたり、募金箱を作って観客の間を

回ったり、と展覧会の資金を集めました。見に来て下さった方々 は楽しかった！こんな事があるのです

ね！と好評でした。本当に団DANSにはピッタリの映画でした。
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第10回　えねるぎぃ ふぉ あす  - アーティストの視点から - 

会期

2013年7月24日（水）‐8月4日（日）

会場

ヒルサイド・フォーラム（代官山、東京）

アーティスト 

江口 暢彌、藤井 志帆、太湯 雅晴、長谷川 創、久村 卓、石黒 元嗣、石元 靖大、岩岡 純子、

川上 亜里子、風間 真悟、菊池 省吾、木下 千春、小林 雅子、黒沼 真由実、前田 真治、松元 久子、

村山 之都、中田 ナオト、中澤 小智子、滑川 由夏、野口 一将、野口 満一月、小笹 彰子、佐 木々 悠介、

丹野 友貴子、土屋 紳一、矢部 裕輔、山田 啓貴

　ワシントンの展示以来、日本で展示をしていなかったので、その年は東京で展覧会をしたいと思いま

した。夏の暑い盛りでしたが、Hill Side Terraceの朝倉健吾さんのご支援を頂き、素敵なスペースを拝

借する事が出来ました。

　福島第一原発の事故後、将来のエネルギーについて語る事が多くなっていたので、アーティストの視

点から見た将来のエネルギーをテーマにする事にしました。28名の作家が参加して、広いスペースで立

派な展示をする事ができました。

　夏の盛りであり、広報活動の不足もあってか、代官山という立地と若い人達が多いという期待の割に

は入場者が少なかった様に思います。作家達は将来のエネルギーについて各々深く考えた作品を展

示してくれました。とても良い展示でしたので、もっと多くの方に見て頂きたかったと心残りがありました。

　ここでもファンドレージングのディナーをオープニングと一緒に催しました。辻調理師学校の辻芳樹

校長からご紹介いただいた、メゾン・ポール・ボキューズの美味しいレストランで100名程の席は満席に

なりました。エンターテイメントのビンゴの賞品は中村奈央子さんが集めて下さいました。又、作家の小

品をレストランのお部屋で展示即売し、皆様に楽しんで頂き大盛会でした。

　いつもファンドレーズディナーに来て下さる方々 には感謝いっぱいです。常連になって、いつも応援し

てくださる方も増えてきました。それぞれ好きな作家がいらして、展示を楽しみにして下さるようになりま

した。顔馴染みの方もあり、作家もお会いするのを楽しみにしております。

The 10th Exhibition ｜
 

第　

回
展
覧
会

10

The 10th Exhibition ｜
 

第　

回
展
覧
会

10

040 Archive 041活動記録



スイスでのレジデンス

　ビルマ出身で現在はヨーロッパに住むピッツアモン（Phitsamone Souvannavong）さんから、スイスに

アーティスト・イン・レジデンスを始めるが、団DANSの作家で参加する人はいませんか?とのお話を頂

きました。10数名の中から、土屋貴哉、小瀬村真美の二人が選ばれて、2013年の秋にクランモンタナ

（Crans-Montana）にあるCombaz7のレジデンスに3週間滞在し、作品を制作しました。
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第11回　Dandans, a collective of emerging Japanese artists

会期

2013年10月17日（木）‐11月7日（月）

会場

Browse & Darby（ロンドン、イギリス）

アーティスト

江口 暢彌、藤井 志帆、藤田 勇哉、井上 新之助、磯部 光太郎、加藤 広士、木下 千春、小林 雅子、

村山 之都、滑川 由夏、野口 一将、野口 満一月、野依 幸治、仙洞田 文彦、四宮 優、田中 千智、

矢部 裕輔、山田 啓貴

　日本の若者は私達世代に比べて、海外に興味が薄く、日本に引きこもりがちと言われています。海

外留学生も中国、韓国に比べ激減しています。確かに作家達の中で海外のレジデンス等に行きたい人

は少ないと見受けました。このグローバル化の進む世界をもっと、肌で感じてほしい！皆を海外に連れ

出したい！と思いました。

　ワシントンの展覧会で手応えを感じた私は、個人的により縁の深いヨーロッパで是非、団DANSの展

示をしたいと思いました。イギリスに行った時にその話をすると、友人テッサ・フィップス（Tessa Phipps）

さんからロンドンのCork StreetというNew Bond Streetと平行するギャラリー街で、父親の代からギャ

ラリー ブロウズ アンド ダービー（Browse and Darby）を営むJoshua Darbyを紹介されました。日本の

若手作家の展覧会をしないか？と言う話にJoshuaは快諾してくれました。ロンドンでは秋に定例の

Asian WeekとFreezeという現代アートのフェアーがあるから団DANSの展覧会はその時期にしようと、

時期を10月半ばから11月初めに設定しました。

　ワシントンではTomodachi Initiativeのお蔭で作品搬送はすべてフェデックスが支援して下さいました

が、今回はそれが出来ません。皆で考えて、平面作品で巻けるものは巻いて手持ちで飛行機に乗り、現

地で木枠に貼る、小品を幾つか組み合わせて一つの大きい作品に出来るような作品を考える…等 。々

皆工夫をして、ロンドンに乗り込みました。

　作家達はネットで宿泊場所を上手に探し、短期間貸のフラットを数名でシェアし、段々 と海外に慣れ

て行きました。設置や制作の仕上げに必要な工具もネットで探すと何処にあるか分かります。実に便利

な世界になったものです。

　展示された作品を見て、Joshuaもギャラリーの人達も大満足でした。地下、一階、二階と三つのフロ

アーを使いました。地下は割り合いとコンテンポラリーな作品、一階は通りの面した窓には日本画の作

品を置いて比較的日本色を出し、二階は屏風や油絵の大きめの作品が展示されました。全てギャラリー

の人が設置場所を決めました。

　オープニングには多くの友人の招待状を出したかいがあって、何年もお会いしていない懐かしい友

人、知人大勢集まって下さり、大賑わいとなりました。あっとの間に多くの作品が売れたのには私も少々

びっくり致しました。売り上げの50%をJoshuaに支払いました。作家達は展覧会が落ちつくと、ロンド

ンの美術館等を精力的に廻っていました。

　ロンドンの展示では色 な々機関、人 に々お世話になり、皆さん展覧会を宣伝して下さいました。Asia 

Houseの館長をされている、前大英博物館館長のsir John Boydは以前日本大使も務めた方で、大変

親切にして頂き、カタログにも文章を寄せて下さいました。ロンドンのJapan Societyの館長だったSir 

John Purvisと夫人のPhillidaも大変助けて下さって、お蔭でアーティストトークもジャパン・ソサエティー

の支援を頂いて、催す事ができました。

　ロンドンの打ち上げは中華街のレストランに行きました。中華料理は大勢で食卓を囲むので、話もし

やすく最適です。気になっていた、次のベルリンの展示の事を皆で何度も話し合いました。（私はロンド

ンの後でベルリンに行き、会場となる場所２ヶ所で打ち合わせをし、又数名の作家もベルリンに来て

様子を見てくれました。）

　今回、日本から作品の搬送をお願いしたのはHubnetと言う会社で、我 の々事情を理解してくれた担

当者、古澤さんが大変協力して下さり、往復ともかなり安く上げる事が出来ました。細かい面倒なペー

パー作業を作家が忍耐強く片付けてくれたのには頭が下がりました。勿論、作品に保険は付けず、行

きは期限があるので必着条件、返りは期限を付けずという交渉でした。行きは正確にギャラリーに作

品が届き、良かったのですが、帰りは税関で時間がかかり、ハブネットさんにご迷惑をかけてしまいまし

た。海外展示の難しさ、決して最後まで気を抜けない事を実感しました。
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アーティストトーク

アーティスト 

藤田 勇哉、磯部 光太郎、野口 一将、野口 満一月、四宮 優、田中 千智、山田 啓貴

　ロンドンのジャパン・ソサエティー（Japan Society）はアーティストトークの為の場所を提供してください

ました。アーティストトークでは代表の作家数名が自分の作品を英語で説明しました。日本語は口を余

り開けなくても通じますが、英語はハッキリと発音しないとイギリス人には聞き取り難いようです。少しで

も作家が英語に慣れて、話せるようになってほしいという思いで計画しました。きっと作家達は英語の必

要性を感じて、良い経験になったことと思います。アーティストトークには日本のアートに興味のある現

地の方々 が集まり、活発に質問が出ました。トークの後にはちょっとした飲物を出して下さり、来場者と

打ち解ける事ができ、翌日展覧会に来て下さる方もありました。

パリのアトリエ等訪問

　イギリスに来てロンドンだけで田舎を見ないのは勿体無い、と主人が言い出し、彼も参加してオクス

フォード（Oxford）とコッツウォル（Cotswolds）の伝統的な田舎町にバスを借りて遠足に行きました。主

人が昔学んだニューカレッジ（New College）のデイビス・プライス（Davis Price）校長は夏休みの時期

にも関わらず、自らオックスフォード大学でも最も古いカレッジの一つであるニューカレッジ校内を荘厳

なチャペルから昔の馬車小屋まで見せて下さいました。ランチは典型的な大学町のパブでイギリスらし

い食事を食べました。その後、皆でコッツウォル（Cotswolds）の小川の流れる可愛い田舎町バートン オン 

ザ ウォーター（Bourton on the Water）でのんびりして、車窓から見えるイギリスの田舎を満喫しました。
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第12回　Thinking of ENERGY  -from the experience of FUKUSHIMA-

会期

2014年10月16日（木）‐11月13日（木）

会場

ドイツ外務省（ベルリン、ドイツ）

アーティスト

太湯 雅晴、長谷川 創、風間 真悟、小林 雅子、黒沼 真由実、前田 真治、野口 一将、佐 木々 悠介、

海野 良太、矢部 裕輔、山田 啓貴

　ベルリンの、特に東側は家賃が安い事もあって、ヨーロッパの作家達が集まるようになり、現代アー

トを扱うギャラリーも沢山出来、今のヨーロッパでは現代アートのメッカとも言えます。

　ベルリンでの展示の火付け役は、長年の友アームガード・フォン・レーデン（Armgard von Reden）と

彼女の親友で前駐日独公使だったアナ・プリンツ（Anna Prinz）です。ベルリンの外務省で文化担当の

職にいたアナは、外務省にあるリヒトホッフ（Lichthof）という吹抜けの素晴らしい玄関スペースでの展示

を考えてくれました。又、アームガードは友人のヘニング・フォン・ザンティエ（Henning von Zhantier）

氏の、ベルリン西側の目抜き通りにある弁護士事務所（此処は長い廊下と沢山の部屋があります）を見

つけてくれました。

　ベルリンの外務省での展示は「エネルギー問題を考える」をテーマにして、エネルギー問題に熱心で

原発ゼロを目指すドイツ人には良いテーマと思われました。駐独日本大使館の中根大使はじめ、町田

達也参事官にはスタートから大変お力添え頂きました。町田参事官はご自宅でパーティーをして下さ

り、外務省との間で難しい交渉をして下さいました。

　又、ベルリン・日独センターの坂戸勝館長や河内彰子さん、那須田栄さん等、スタッフの方々 も大い

に具体的な情報を下さって、大変力を貸して下さり、作家達とも本当に打ち解けて最後の打ち上げで

は感激一入でした。

　リヒトホッフの天井は25mの透明な吹抜けガラス、ホールの中には木も植えてあり、小川のように水

も流れているユニークな場所です。作品は力が無いと場所負けしてしまいます。何人かの作家は共同で

東北の「ねぶた」を現地で作りました。勿論、作品搬送が大変だからです。この展示には日本大使館、ベ

ルリン日本センターも力を入れて下さり、心強い支援を頂きました。公的な場所ですから、販売は出来

ませんが、そこでの展示は良い経験になった事と思います。

　ドイツ外務省は官僚機構ですから、事務的なやり取りは私達にとって新しい経験でした。各自の持場

と命令系統がしっかりあって、事によっては動きがとれなくなってしまいそうでしたが、フォン・ウェルデル

ン（von Werthern）駐日大使や、前駐日大使ハンス・デール（Hans Dearr）夫妻が大切な時にいつも支援

して下さり、どんなにか感謝したことでしょう。

　陽が落ちると素晴らしい外務省のホールに大きなバルーンの作品が浮かび上がり、ホールのアチコ

チに楽しく作品が置かれ、毎日何百人と外務省を訪れる人達は驚きと好奇心で作品を見ていました。
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パネルディスカッション

アーティスト

長谷川 創、風間 真悟、小林 雅子、黒沼 真由実、前田 真治、野口 一将、佐 木々 悠介、海野 良太、

矢部 裕輔、山田 啓貴

　パネルディスカッションはベルリン日独センターのご紹介で、ハウス アムワルズィー（Haus am Waldsee）

の館長カッチャ・ブロムベルグ（Kadja Blomberg）さんがモデレーターを引き受けて下さり、ドイツ外務省

の広い会議室で行われました。大勢の方が集まって、外務省のワグナー（Dr. Wagner）さんが代表で素敵

なスピーチをして下さり、作家が各 発々表しました。ドイツらしくいろいろな意見が傍聴者からも出て議論も

盛り上がり、貴重な経験になりました。ベルリン日独センターが紹介して下さった同時通訳の方が素晴ら

しかったのも印象的でした。

　パネルの後でカッチャさんを交え、町田参事官やお世話になった河内彰子さん、那須田栄さん等、通

訳の方と外務省の近くでドイツ料理を皆で楽しく食べて、緊張したパネル・ディスカッションの後、楽しい

打ち上げをしました。
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第13回　A Collective of Japanese Emerging Artists

会期

2014年10月15日（水）‐11月12日（水）

会場

von Zanthier & Schulz（クーダム、ベルリン、ドイツ）

アーティスト

赤川 薫、江口 暢彌、藤井 志帆、長谷川 創、加藤 広士、川上 亜里子、風間 真悟、木下 千春、

小林 雅子、黒沼 真由実、沓名 美和、前田 真治、盛田 文吾、中澤 小智子、野口 一将、野口 満一月、

岡林 まゆみ、佐 木々 悠介、瀬戸口 朗子、四宮 優、海野 良太、矢部 裕輔、山田 啓貴

　一方、ベルリンの目抜き通り、通称クーダムにあるザンティエ＆シュルツ弁護士事務所での展示も作

家達により着 と々進められ、23人の作家が作品を展示しました。事務所は前年に下見していましたが、

作品を設置すると全く別の場所の様に見えました。それにしても、ここまでオフィスを解放して下さるザ

ンティエ氏と協力的なスタッフの方々 に感謝しました。ヘニング・フォン・ザンティエ氏は現代アートが好

きで、時 オ々フィスで若手作家の展覧会をするそうです。オープニングの日にはパリやコペンハーゲン、

そしてバーレーンからも友達が見に来てくれたのは本当に感激でした。通常は弁護士事務所という事も

あって展示時間は限られていましたが、以前にもアートの展示経験のあるザンティエ氏はクロ―ジング

のパーティーもして下さいました。この時はオープニングに来られなかった方々 が集まって来られました。

　作品が売れると、事務所の人が嬉しそうにシールを貼ってくれました。しかも、彼らは売り上げを全て

作家に下さり、まさにボランティアで協力して下さいました。今回のベルリンでの作品搬送は殆どが個

人的な手持ちで行いました。

　そして、ベルリン在住の作家、佐々木君が外務省との難しい交渉やZhantierさんとの打ち合わせも

見事にこなしてくれました。彼の流調なドイツ語で大いに助けられた展示でした。

　その後、独外務省のOBが集まる素敵な倶楽部からの申し出により、ベルリン在住の団DANS作家

達の展覧会が催され、好評だったと聞いております。

　滞在中、日本大使館からドイツ銀行の壮大なコレクションを見る機会も頂きました。又、ベルリンの

若手作家、ホフマン君が皆にベルリンの東側のアートシーンを案内してくれたりしました。もっとも斬新

なアート展示場は驚く事に以前は火葬場だった所で、未だお骨を納める場所等が残っていました。

我 に々とっては少々 ビックリする場所でしたが、彼に言わせると「日本ではお墓でお酒飲んで花見するで

しょ？」と聞かれ、確かに…。感覚の違いは面白い！と思いました。
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ドイツの研修

　ベルリン市街だけでなく郊外も見学しようと言う話になり、素晴らしいプロイセンの美術の宝庫であ
るドレスデン（Dresden）に一日旅行する事にしました。デンマークに住み、日本にも住んだ経験のある
アート好きのドイツ人アルブレヒト・マイ（Albrecht Mai）さんや日本大使館に勤務して我々の展示の
お手伝いをしてくれたアネグレット・ウィーランド（Annegret Wielandt）さんもバスツアーに参加して、
皆と楽しんでいました。ドレスデンは第二次世界大戦で有名な激しい爆撃を受けた所ですが、見事に
復興していました。ツバインガー（Zwinger）宮殿と美術館を見学し、豪華絢爛なるプロイセン王の宝物
の中には伊万里の陶磁器もありました。海を渡り、ここまでたどり着いた伊万里の大きな壺を見て、当
時のヨーロッパの富の豊さを思いました。

　その後、ドイツ在住の作家岡林さんが見つけてくれたワッカーバース城のワイナリー（Schlos 
Wackerbarth Winery）に行き、ドイツ最北のワイナリーのピリッとしたワインの製造工程を見学し、いろ
いろなワインをグラスでテイスティングをして楽しみました。見学から出て来た所で夕暮れになり、素晴
らしい真っ赤な夕陽が沈むところで大木の影が美しく映えていました。
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第14回、第15回、第16回、第17回　
団DANS-「日本の次世代アーティスト達によるパリ展」

　私は若い時にパリに留学した事があり、パリの友達からは何故ロンドンやベルリンで展覧会をしてパ

リでやらないの？とよく聞かれました。友達の娘さんまで、パリには現代アートの展示場として、こんな

所もあると情報を送ってくれました。

　東京からパリに引っ越した友人のレナ・バウム（Lena Baume）さんは、ギャラリストの友人からボア 

ギャラリー（BOA Gallery）を紹介され、二人で行ってみると、なかなか素敵なシャンゼリゼ界隈のギャ

ラリーでした。以前日産ルノーの副社長をしていたティエリー・ムーロンゲ（Thierry Moulonguet）さんは

日本文化会館が団DANSの展示にふさわしい場所だと思う、と竹内佐和子 館長と、パリに詳しく、頼り

になるからとパリ商工会議所の事務局長、富永典子さんを紹介してくれました。団DANSのロンドンの

展示の時にフランス人のクリストフ・ビヤール（Christophe Billard）さんが、パリにあるイデム（IDEM）

という19世紀末から続いている素敵な印刷工房に勤める大津明子さんを紹介して下さいました。大津

さんはイデムが持つイテム エディシォン（ITEM Editions）というギャラリーで是非、展示して下さい、と

素晴らしい提案をしてくださいました。

　この様に願ってもない話が幾つも出て来ました。どれも、これも捨てがたい素晴らしい場所です。そ

れなら欲張って3ヶ所で同時期に展示をしてみよう！とかなり無謀な計画を立てました。

　展示期間についてはイテム エディシォンが6月2日から7日迄の1週間、日本文化会館は6月2日から

13日までの12日間、BOA Galleryは最初の展示が6月2日～16日迄、次の展示が6月18日から7月8日迄

で、搬入とオープニングの重なる初めの数日間はかなり厳しい予定になりました。これはフランス事情を

少し知る私にとっては大冒険でした。その為に送られた作品の保管先倉庫の責任者とは緊密に連絡を

取り合い、間違いが無いよう、何度も確認を入れました。

　タイトルはいずれもDANDANS Une nouvelle generation d’artists Japonais（団DANS 新しい世代

の日本人作家）展に統一しました。

　今回は作品を手持ちで行く人以外は、作品搬送を搬送会社Hubnetにお願いしました。担当の古澤

さんは要領良く、しかもパリ側の会社とミスが無いようにしっかり念には念を入れて下さいました。ロン

ドンの時は復路でミスがあったので、フランスでは計画通りに事を進めるには確認、念押しと又、確認

としつこい程最後までチェックが必要でした。当日になって、時間が大幅に変わる事も多々 あります。遠

慮せず、ガンガン頼まないと後回しにされてしまうのです。搬入当日は少しだけ遅れた程度で、全てが計

画通りに進み、無事作品が3ヶ所に配送されたのは奇跡のようでした。作家の小林さんが綿密な作業

計画を立てくれたお蔭です。

　幸いな事にパリの日本大使は以前からの知り合いの鈴木庸一、隆子夫妻が赴任されており、フォー

ブール・サントノレにある素敵な公邸で団DANSの為に素晴らしいレセプションを催して下さいました。

大使はアート関係のパリ在住の日本人の方々 も御招き下さり、作家達も日本語でいろいろお話を聞く機

会を得ました。又、協力してくれた私のパリの友人達やイデムやボアのギャラリスト達も御招きくださり、

パリの6月、華やいだ春の素晴らしい夕べで、公邸の緑が美しく映えて思い出に残るレセプションでした。
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第15回　団DANS-「日本の次世代アーティスト達によるパリ展」

会期

2015年6月2日（火）- 6月13日（土）

会場

パリ日本文化会館

アーティスト 

赤摩 千穂、石元 靖大、川上 亜里子、菊池 省吾、小林 雅子、松元 久子、中澤 小智子、矢部 裕輔、

山田 啓貴

　パリ日本文化会館はケ・ブランリー（Quai Branly）というセーヌ（Seine）川に面した岸にあります。日本

文化を幅広く紹介する場として、パリの人 に々も良く知られた存在です。ここでの展示は公的な場所なの

で販売は出来ません。

　展示スペースとしての玄関ホールは人の出入りも多く、文化会館として機能するため、必要なお知らせ

を貼る所もあり、一般の人が来て座る椅子もあり、作品を各 の々場に如何に展示するか、いろいろ考え

ねばなりませんでした。フランスの労働組織や規則は日本と違いますから思わぬ事で良かれと思うこと

が出来なくなったりします。会館で展示の担当をして下さった牧瀬さんにはいろいろお気遣いを頂き、ご

苦労をお掛け致しました。

　しかし、オープニングになると場所の知名度もあってか、大勢の方々 が展示を見に来て下さり、鈴木大

使ご夫妻も来て下さって大変にぎやかな夕べとなりました。

The 14th Exhibition ｜
 

第　

回
展
覧
会

14

The 15th Exhibition ｜
 

第　

回
展
覧
会

15

第14回　団DANS-「日本の次世代アーティスト達によるパリ展」

会期

2015年6月2日（火）- 6月7日（日）

会場

ITEM Gallerie（モンパルナス、パリ）

アーティスト 

江口 暢彌、藤田 勇哉、風間 天心、木下 千春、黒沼 真由実、野口 一将、岡林 まゆみ、山崎 龍一

　IDEM工房は、かつてヘミングウェイ等、有名な作家達が集まり、アーティストのアトリエも多いモンパ

ルナス地区に19世紀末からあり、そこで印刷をした作家にはロートレック、ピカソ、ブラック、ルオー等々

名だたる作家がいます。私が訪問した時は、丁度デヴィット リンチ（David Linch）氏が青い作業エプロン

をつけて新しい版刷りの実験中でした。多くの本当に素晴らしい作家達の作品を印刷しています。そこで

動いている印刷機は19世紀末、当時のままの印刷機なのです。訪れた人達はその雰囲気にすっかり魅

了されてしまいます。

　イテム ギャラリーはそんなイデム工房の隣り、平素は工房で出来たリトグラフを展示、販売する所です。

　オーナーのPatrice Forestさんが特別にギャラリーを貸して下さり、作品選びからキュレーションまで

一緒に考えて下さいました。パリらしい雰囲気の中で素敵な展示になりました。当番の作家はオープニン

グの為に近くの市場でオツマミを仕入れ、パリらしい楽しいオープニングとなりました。作品もPatriceさん

のお客様も含めて数点買って頂けました。
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第16回、第17回　団DANS-「日本の次世代アーティスト達によるパリ展」

会場

BOA Gallerie（シャンゼリゼ、パリ）

第16回
会期

2015年6月2日（火）- 6月16日（火）

アーティスト 

藤井 志帆、長谷川 創、磯部 光太郎、川上 亜里子、小林 雅子、松元 久子、野口 満一月、

岡林 まゆみ、矢部 裕輔、山田 啓貴

第17回
会期

2015年6月18日（木）- 7月8日（水）

アーティスト

赤川 薫、赤摩 千穂、江口 暢彌、藤井 志帆、長谷川 創、石元 靖大、風間 天心、木下 千春、

中澤 小智子、野口 一将、佐 木々 悠介、山崎 龍一、柳早苗

　BOAギャラリーでの展示期間を長く頂戴できたので、展覧会では展示作家を二分して、作品展示を

入れ替えました。そして、第16回展示はオープニング、第17回展示はクロージングをする事にしました。

　BOAはギャラリーですから、勿論売り上げが問題になります。オーナーのPhilippe Ageon氏とアシス

タントのClement君がすべて配置を決めて、オープニングにはギャラリーのお客様も沢山来られまし

た。さすがプロフェッショナルなギャラリーだと思いました。作品も大変良く売れて、ほっとしました。

　最初の怒涛のような三ヶ所での搬入、作品設置、オープニングが5月30日から6月3日の5日間で全て

無事に終わりました。作家達はお互いに手伝い合って作品設置を手際良く進めてくれたのには感服し

ました。
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第　

回、
第　

回
展
覧
会

17

16

The 16th, 17th Exhibition ｜
 

第　

回、
第　

回
展
覧
会

17

16

060 Archive 061活動記録



A W
eek Stay at Chateau in Norm

andy ｜
 

ノ
ル
マ
ン
ディー

滞
在

パリのアトリエ等訪問

　パリでの研修プログラムとして、ブーローニュの森に新しく出来たフランク・ゲリーの設計したヴィト

ンの美術館に行き、日本人の松岡さんが運営する絵画やステンドグラス修復工房、毎日開かれるパリ

の名物ドゥルオーの競売場、そして、今度はゆっくりとIDEMの工房を見学しました。いずれもフランスの

文化の香り豊かな場所で、工房では作家達からいろいろな質問が出ました。競売場では本当に色 な々

品物が競売にかけられるのを興味深く見学しました。そして、パリの地下鉄に乗ってアチコチ周るのに

も、皆すっかり慣れました。

　この研修プランはパリ在住の作家、柳早苗さんが手伝ってくれました。

ノルマンディーのお城で1週間滞在

　その後、有志達10数名でノルマンディーのAuffeyにある私の友人の17世紀から続くお城に1週間滞

在する事にしました。私はルーアン迄電車で行き、そこからレンタカーでBosmeletに向かいましたが、皆

はパリから二台のレンタカーで、途中あちこち見学しながらノルマンディーにやって来ました。

　シャトー・ドゥ・ボムレ（Chateau de Bosmelet）城は17世紀から続く古い城で、ずっとボムレ家の人が

代々住んでいました。ルイ14世時代、ヴェルサイユ宮殿の庭を設計したル・ノートル（Le Notre）が設計

した庭には素晴らしい大木の並木がありました。ノルマンディー上陸作戦の当時はドイツ軍に占領され

ており、連合軍側の爆撃で城は大きく破損しました。主のRobert de Bosmeletは自ら煉瓦を積んで1階を

修復し、私が学生の頃お邪魔した時は、まだ修復途中のお城の上階にはナチスの外套やヘルメットが

散らばって不気味だったのを覚えています。彼はオックスフォード大学で日本について学び、日本が大

好きで来日の時には我家に泊まっていました。Robertは団DANSの作家達が来るのを楽しみにしていた

のですが、残念ながら前年に亡くなっていました。奥さまのLaurenceが全て手配してくれて、お城の隣

りにある昔の使用人達の家を改装した家を提供してくれました。そこは、如何にもフランスの田舎らしい

可愛い部屋が幾つもありました。緑の美しい6月の最高の時期に、朝は早くから夕方の美しい夕陽が沈

むまで、ゆったりとした素晴らしい時間と新鮮な空気を存分に楽しみました。料理好きの山田啓貴君が

スーパーで地元の食材を買って皆で楽しそうに自炊生活が始まりました。お城の入口にある昔は神職

がいた家に住むBosmelet家に滞在していた私もBoselet一家と一緒に、ある日作家達に招待されて素

晴らしい夕食をご馳走になりました。

　日中は皆で印象派作家の良く描いたHonfleurやDieppeの港に行ったり、Rouen方面に行って

Monetの描いた有名なカテドラルを仰ぎ見たり、アチコチをドライブして回りました。ノルマンディーは

チーズの産地でもあり、ある日はチーズ農家を幾つか見て回りました。

　これらの思い出や経験は若い彼らにとって、将来の作品に何らかの痕跡を残す事でしょう。
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さいごに

　団DANSの10年間の活動のアーカイブを作る事は必要と思っていましたが、いざとなると、その量に

少々 怖気づいた所もあります。ここで全てを書く事は不可能です。しかし、大変な数の方々 のご援助と励

ましを頂き、その結果以上のような活動が出来たこと、そのご恩は口では言い表せません。私一人では

とても出来ない展覧会の企画から実行を作家達と力を合わせ、私も彼らの為に一生懸命努力した10
年間でした。

　最初は何も分からず、大学を出てギャラリーを見つけるまでの若い作家のプラットフォームとして活動

していたつもりですが、諸事情から作家達もグループを卒業する人達が減りました。日本での現代アー

トの停滞状態を見て、いつの間にか視点は海外展示に向きました。なかなか日本から出ようとしない作

家達に海外を経験させて上げたいと思う様になりました。私の海外の友人達に相談すると、思いがけ

ない多くの具体的で積極的な後押しの答えが返ってきました。これは出来るかも知れない…と海外で

の展覧会を企画いたしました。大変な事も多々 ありましたが、それ以上に作家達の意気込みと挑戦意欲

に力づけられ、海外でも日本人として恥ずかしくない素敵な展覧会を催す事ができました。今も、まだ

海外の友人から自分の国で展覧会をしてはどうか、というお話を頂きます。

　私も古稀間近になりました。今後どの様なチャンスが来るかわかりませんが作家達を思うと、皆十分

に自分の足でやって行ける人達だと思います。今が丁度よい分岐点かと思います。今後は広い視野を

持って貰う為、講演会をしたり、海外のアート事情を一緒に見学したりする機会が出来たらと思ってお

ります。グローバル化した世界に自分の作品を訴えるには広く世界を知る事は益 不々可欠になってきた

と考えるからです。今後も、団DANSの作家達がお互いに切磋琢磨し、自分達それぞれの高い目標に

むかって、精進してくれる事を期待しております。

　最後にこのアーカイブを作るにあたり、以前展示した経験のある作家達にも久しぶりにコンタクトを

取る機会がありました。懐かしいメールや電話で「どうしている？」「元気ですよ！」「スミマセン、この所、

作品作ってないです。」「今は新しい仕事について、やっと落ち着きつつあります。」と言った返事も貰いま

した。若い人にとって、制作を続ける事は生半可な事ではありません。自分にとって本当に納得の行く

作品ができるか、又それを持続させる事ができるのか？作家の人生はストイックな自分との闘いである

かも知れません。私も古稀間近となり、人生を振り返る時、どんな人も自分に納得の行く人生を歩む

には努力だけでなく、勇気が必要だと思います。その意味でも制作を辞めた作家にも拍手を送ります。

大好きな制作を諦める事は本当に勇気のある事だと作家達を見ていて思うのです。（父から諦める（明ら

める）事は仏教では明らかに見る事だと聞いた事が有ります。）こんな事を最後に書いて作家活動を辞め

ることを薦めているわけではありません！

　皆さんの作品が今後も発展し、進化し、皆が私の年代になった時に満足の行く人生を送ってほしい

と思います。それがどんなに大変な道であるかは作家自身が誰よりもよく知っている事です。

　又、今回のアーカイブをまとめるという大仕事を引き受けてくれた太湯雅晴君に心より感謝いたします。

　

　最後に、このアーカイブを読んで下さった方々 に心から御礼申し上げます。

　今後もぜひ、今の時代を発信し、駆け抜けている作家達への応援をどうぞ宜しくお願い致します。私

のようなものが、御縁があって此の様な活動が行えたことは本当に多くの方々 の温かいご支援とご親切

があったからです。

　次の世代の方々 がこのアーカイブから何かのヒントを見つけて下されば何よりの幸いです。

麻生和子

団DANS 主宰者   2016年  秋
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The moon has a mysterious attraction. People were enticed by moonlight reflecting 
on a lake or falling on a grassland. The text in this work is the musical score of 
“Moonlight Sonata” by Ludwig van Beethoven translated into Japanese musical 
characters. What I insisted on was to ‘transcend every border’ - border between 
traditional and modern, Western and Eastern, and music and literature. My aim 
is to embody purity, transience, and holiness of a full moon by integration, not by 
division. I seek to reach the night sky that attracted people, past and present.

月には不思議な吸引力がある。湖面や草原を照らす一条の月光。ベートーヴェンの代
表作「月光」の譜面を日本語の音名（ハニホヘトイロ）に置き換えて仮名で綴った。こだ
わったのは「あらゆる境界線を越える」という意識。「音楽と書」「東洋と西洋」「伝統とモ
ダン」。それらが渾然一体となれば満月の白さ、はかなさ、神聖さが体現できる。古今東
西、人 を々魅了してきた夜空というものに到達しようと考えた。

Born in Montreal, Canada　　http://www.meisterin-akagawa.jp
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The theme of my work is ‘memory.’ I believe a landscape etched in our memory is 
more beautiful than any landscape that we see in reality. I believe the key to this 
beauty lies in the scarcity of information. When we recall a scene from a color 
photograph, it will have less information than that of a video. On the same token, the 
image of a black and white photograph will have less information than that of a color 
photograph when we reminisce. The less information we have, the more imagination 
we need to supplement to complete the whole picture, ultimately resulting in more 
exquisite image in our mind.

私の作品のテーマは「記憶」です。どんな現実の風景よりも、記憶の中で想い描く風景
の方が美しいと信じています。重要なのは情報量の少なさだと考えています。何かを観
て記憶を巡らす時、映像よりもカラー写真、それよりも白黒写真と情報量が少ない方
が想像力で補う比率が高くなり、思い出す風景はより美しくなると思います。

1977  Born in Japan　　http://www.abetakeshi.com
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The silhouette of an iron kettle appeared on the monitor of digital camera.
196 optical information of the surface of the kettle is transmitted via optical fiber 
and recomposed on a CCD.
This silhouette is not something captured by a camera but rather a reversal image, 
‘a likely image’ seen from the standpoint of the subject, the iron kettle.

デジタルカメラのモニターに映った鉄瓶のシルエット。
196箇所の鉄瓶表面の光学的情報が、光ファイバーを伝わり、CCD上で再構成される。
このシルエットは、カメラが捉えたものではなく、被写体の鉄瓶が「見ているであろう」
光景の裏返しなのである。

Born in Tokyo, Japan

A
K

A
M

A
 Chiho ｜

 

赤
摩 

千
穂

It was in my adolescent years that I became obsessed with shoes. Having raised in 
the strict school environment where everything was regulated by rules except for the 
shoes we wore, shoes became the embodiment of my self-expression, free spirit and 
teenage rebellion. As I follow the traditional shoe-making process, the shoes are 
functional and can be worn. However, that is not my intention. The pair of shoes in 
front of my eyes transforms itself into an object that I’ve never seen in reality, that only 
exists in my imagination, This delicate balance between reality and fantasy is what 
I enjoy the most. 

私は学生の頃から靴に固執するようになった。靴は厳しい校則に対する自己主張、反
抗心の象徴だった。私の作品は一般的な製靴方法と同じなので履くことが出来るが、
それが本意ではない。目の前の靴が自分の想像の中だけの、見た事も無い姿に生まれ
変わる。私はそのギャップ、現実とファンタジーの繊細なバランスを愉しんでいる。

1976 Born in Toyama, Japan
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Painting is a visualization of an image from the artist’s viewpoint.
However, I would never want my viewers to try apprehending my point of view.
Instead, I would like to create art that makes the viewers feel as thought they actually 
are witnessing a scenein the picture.
This is my viewpoint as an artist. 

絵は、その中に描かれたものを画家の視点で視覚化したものです。
私は、観る人に画家の視点を感じてもらうのではなく、観る人が絵の中に描かれている
ものを実際に目の当たりにしているような、そういう感覚になれるような絵が描きたいです。
それが私の画家としての視点です。

1982 Born in Saitama, Japan
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恩

Recapturing my love for the bright colors used in old Japanese Buddhist art, 
I superimpose the historical three-story pagoda in Chinzanso Tokyo upon the 
three pagoda that I recreated, filling them with garland symbolizing perpetuity 
called‘rotate corolla.’I am a painter, installation and performance artist based 
in New York, who has exhibited all over the world.

日本の仏教美術ってもともと華やかな極彩色だったのよねと想う今日この頃、わたしに
とって永続生の象徴である車形花冠という花形で彩った三つの三重塔とともに、その想
いを椿山荘の三重塔に重ねてみました。このほかにペインティング、インスタレーション、
パフォーマンスなどニューヨークを拠点に制作、世界各地の展覧会に参加しています。

1972 born in Tochigi raised in Tokyo

088 089ARTIST 参加作家



EB
IH

A
R

A
 Yasushi ｜

 

海
老
原 

靖

At that moment, the equilibrium had been broken. The place of safety lost its 
safeness, the ordinary sceneries changed their features, and life with certainty 
disappeared. A woman is lying alone in the room. Her hair lays all over the tatami mat 
and is about to bury her body. Toy-size houses and cars can be spotted tangled up 
in her hair ‒just like the houses and cars swallowed up by the roaring waves. 

あの瞬間に一つの均等が崩れた。安全だった場所は安全ではなくなり。見慣れた風景
は姿を大きく変え、それまでなんの疑念ももたずに暮らしてきた日常は消えた。部屋の中
には女が一人横になっている。女の髪の毛は彼女を飲み込むように部屋中に浸食して
いる。髪の毛の中にはオモチャのような家や車が髪の毛に絡まりながら点在している。
津波の時に流されたそれらのように。

1976 Born in Ibaraki, Japan
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百
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I create not only tableware such as tea ware and Sake ware but also art works as 
a ceramist. My pottery arts, with the beauty and colors of feldspars and clay burnt 
at 1250 degree Celsius, have inspired viewers to recognize unexpected emotions 
and memories. I have also created tableware series“Lunar ware”made by material 
used for scientific R&D called“Lunar Regolith Simulant.”Currently, I am working 
on“Mars ware”with Martian regolith simulant. 

陶芸家として食器酒器茶器を制作する一方、陶芸素材を用いたオブジェを制作してい
ます。1250度で溶けあった長石の美しさや土色の複雑な魅力を活かし、作品に触れた
人が「普段は注視しない感情や出来事を想起させる」ような作品を目指してきました。
また、月の砂と同じ成分に造られた学術研究用素材「Regolith Simulant」を用いた酒器

「月焼き」も手掛けており、火星Ver.も制作中です。

1981 Born in Kanagawa, Japan　　http://yulicoceramic.wix.com/yulico-chikushi
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In a zoo in the town where I was born and grew up, there was an elephant named 
“Hanako.” She died this year at the age of 69. She was the first elephant that came 
over to Japan after World War II, and became the longest living elephant in captivity. 
I had visited the zoo since I was young and had known“Hanako”well.
Asian elephants are said to lie down when they sleep. Although“Hanako”is an Asian 
elephant, I never saw her lie down to sleep. 

私の生まれ育った街には動物園があり、そこには一頭の象がいた。彼女の名前は「はな
子」。今年、69才で亡くなった。「はな子」は第二次世界大戦後に初めて日本にやって来た
象で、日本では最も飼育期間が長かった。この動物園には幼い頃から通っていて、「はな
子」のこともよく知っていた。ところでアジア象というものは、横になって寝るらしい。「はな
子」もアジア象だけど、彼女が横になって寝ている姿は、今まで一度も見たことが無い。

1974 Born in Tokyo, Japan　　http://www.akifueda.com
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In my artwork, representational and abstract elements are intertwined.
When what appears to be arbitrary suddenly transforms into something with  purpose, 
our perception is stimulated and our imagination expands.
By scattering organic forms and gestures that cannot be apprehended with the 
conscious mind, I’d like to create a new process of perception. 

私の作品はいつも具象と抽象の要素が絡み合っています。
一見偶然そこにあるものが突然意味のあるものに変わる時の感覚、そういうものが見る
ものの知覚を刺激し想像力を広げます。
私は作品において、意図的に捉えきれない有機的なフォルムやジェスチャーを散りば
め、知覚の過程そのものを生み出したいと考えています。

1970 Born in Mie, Japan　　http://eguchimasaya.com
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Continuation of everyday living instills my paintings with life. I need to confirm 
things with my own eyes and hands, apprehending their physical reality with my 
body and soul. As I do so, I am clearly aware that I am a human, recognizing my 
finite existence and allowing me to approach my creative work with truthfulness. 
Today people cannot live without rationality or scientific thinking. However, I 
believe that there is something left untouched - a source for restoring our humanity 
in this world. 

個人的な小さな営みの積み重ねが私の絵に命を吹き込みます。自分の目と手で確か
め、身体と心から得られる実感が私には必要です。その実感から私は自分が人間であ
ること、有限の存在であることを明確に意識し、誠実に制作に向かうことができます。合
理主義や科学的な考え方は現代人に不可欠です。しかしそれだけでは割り切れない余
剰の部分に私たち現代人が人間らしさを回復させる源があると私は信じています。

1974 Born in Saitama, Japan　　http://fujitayuya.com

My installation work depicts concrete motifs using ceramics.
When I create, I take in the atmosphere, ambience and episodes relating to the theme 
or venue of the exhibition. The world that I produce derives from my imagination, 
not necessarily from reality. My art may be a switch that turns on people’s  memories 
and imagination, and it continues to change. 

具象的なモチーフを陶に置き換えた、インスタレーション作品です。
展示空間や展示テーマから感じた空気、気配、存在する（した）エピソードから想像した
世界を元に作品を作ります。それは私の想像に基づき、必ずしも現実に基づいていない
世界です。私の作品は見る人の記憶や新たな想像を導くスイッチのようなものかもしれ
ません。作品は見る人の記憶や想像によって新たなものにかたちを変えていきます。

1972 Born in Chiba, Japan
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I’m interested in the relation between communality and creativity.
By intervening in social systems and rearranging the social syntax, I create a sense 
of incongruity, a sensation perhaps similar to being threatened by a bug in our daily 
life.

公共性と創造性の関係をテーマに活動。社会制度に介入し、そのシンタックスを組替え
ることで日常の中にバグのように違和感を生じさせる。

Born in Japan　　http://futoyu.com
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I create metal sculpture using traditional metalsmith techniques, namely black-
smithing and silversmithing. The theme of my artwork is connection. When connecting 
two objects, I sense a strong dynamism in the joint. Being greatly fascinated by the 
connections, I’ve been searching for a way to include this structural feature effectively 
into my work. 

私は鍛造という工芸の技法を使い金属で立体物を作る中で、接合という現象を表現す
ることを主な制作テーマとしています。二つの形態を接合させる時、その接点にはものす
ごい力強さを感じ取ることができます。私にとってとても魅力的な構造上の接合要素を
いかに効果的に作品に取り入れられるか、それが私の研究スタイルです。

1977 Born in Tokyo, Japan　　http://www.hajimemijah.com
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I pull each thread out, one by one, from a used clothes and tie them in a systematic 
order. The task is repeated endlessly and the used clothes gradually return to its 
original form ‒ the threads. After wandering into wearer’s daily life, the threads born 
out of a factory now carries the person’s memories. I take a clothes that was once 
quickly sewn up by industrial machine and slowly reconstruct it by performing 
manual‘labor,’threading together the memories.
  
私は古着から糸を一本づつ引き抜き順番に結び直します。際限なくこの行為は繰り返さ
れ、古着は徐 に々元の糸の形へと戻ります。私は使用済の糸には、工場で製造され着
用者の日常に入り込んだというような事が記憶されていると考えます。機械により一瞬
で製造された衣服を、労働の形として手作業という単純な方法を用い、膨大な時間を
掛けて、その衣服が持つ記憶と共に再構築しているのです。 

1975 Born in Nagasaki, Japan　　http://www17.plala.or.jp/hiranokaoru/
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I attempt to create works using what people call‘unnoticable object’such as a wall, 
pedestal, atable and chair. 

壁・台座・机・椅子など、見過ごされてしまうようなものを「あってないようなもの」と呼
び、それらが尚も密やかながら顕在化するような操作によって作品化を試みている。

1977 Born in Tokyo, Japan　　http://www.takuhisamura.com
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The fundamental theme of my art is‘evolution.’
My motifs are living creatures that undergo metamorphosis at a certain stage of 
their lives. At that very instance when they take a leap and cross the borderline to 
enter the new phase, I sense their hope and determination. I muse on human growth 
and mankind development through their metamorphosis - this has been my creative 
drive.
  
私の作品の根幹となるテーマは「進化」である。

モチーフとして扱っている生物はその生涯において一定の時期が訪れると変体するが、
その境界線を越える瞬間に希望と覚悟を感じ、彼等を通じて人間の成長や人類の進化
を想像する事が創作活動の源になっている。 

1972 Born in Hyogo, Japan
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Two dimensional art, namely paintings and video works, allow people to easily create 
abstract image and unrealistic scenery. I daringly recreate the two-dimensional 
world inside my head in three dimensional form. If my challenge to reconstruct such 
improbable image succeeds, the viewers shall be amazed - if it flops, they still will be 
humored.
  
絵画や映像作品に於いて、人は抽象的なイメージも非現実的な状況も容易に創造す
る事が出来ます。私は敢えて、そうした私たちの頭の中だけにあるような世界を3次元の
作品で表現しようとしています。現実の世界にそうした有り得ない状況を生もうとする試
みは、成功すれば驚きを、失敗すればユーモアを生むと考えています。 

1985 Born in Gifu, Japan　　http://isajiyugo.com
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The keywords for my artworks are“cycle”and“borderline.”
The origin of the word‘creation’comes from a situation where the old and the new 
revolve in cycle. Motif of my work varies. For example, when I use plant as my 
motif, I express its life cycle; when I use clothes as my motif, I express the wearer’s 
daily cycle. I choose motif found in everyday life for my art because I am fascinated 
by the borderline ‒ a fine line where a daily object can turn into something extraor-
dinary. My interest in this borderline is my drive to create art.
  
作品のキーワードは「循環」と「境界性」です。creation（創造）の語源を辿ると、古いも
のと新しいものが循環する様子だとわかります。作品のモデルは様 で々す。例えば、植物
がモデルのときは素材の循環を、衣服がモデルのときは日々 の循環を表します。私は日
常生活からモデルをピックアップして作品をつくります。日常が非日常に変わる作品の
境界性に興味を持つ為です。境界性への興味が制作の動機です。 

1986 Born in Gifu, Japan　　http://fumiyoishiguro.com
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Mind, feeling, sensibility, ambience and existence ‒
I’d like to record the lingering fragments of consciousness on my canvass. 
I hope you can sense the flux of air or movement in the picture.

  
意思、意識、気配、存在感、
そんな感覚の断片をキャンバスの上に定着させようとしています。

空気の流れや動きみたいなものを感じとってもらえれば幸いです。 

1972 Born in Aichi, Japan
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Plants have no voice. Animals can howl but don’t possess words. Humans can talk 
but not necessary has a say.
Until now, they all have kept their silence. However, their silence doesn’t mean 
they have no message to tell. They, too, have their share of voice that they want to 
be heard.
  
植物は声を発しません。動物は鳴くことは出来ますが、言葉を持ちません。
人間は言葉を話せますが、全ての人に発言権があるというわけではありません。
彼らはこれまでずっと無言を貫いてきました。しかし無言だからといってメッセージがな
いということではありません。彼らには彼らなりに伝えたいメッセージを持っています。

1968 Born in Kochi, Japan　　http://www.geocities.jp/motthijp/
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The theme for my work is biotope,‘the places where creatures dwell.’
Numerous small living things reside in our living space throughout the seasons. 
Like the bugs that gather around the flowers, and like the frogs and dragonflies 
that flock to lakes and rice patties, there are many small creatures in our living 
sphere. I use the traditional techniques of Japanese style painting to depict the charms 
and beauties of these small creatures and plants.
  

「生き物が棲息する場所（Biotop：ビオトープ）」これが私の作品のテーマです。人間の
生活圏にも四季を通して数多くの小さな生き物が棲息しています。花には虫が集まり、
池や田んぼには蛙やトンボなど数多くの生き物が棲息しています。私はこれらの小さな
生き物や植物を、日本画の古典的な技法で美しく魅力的に表現しています。

1970 Born in Tokyo, Japan　　isobekotaro@yahoo.co.jp
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Around the time I started working with the theme of waste and sanitation, I was 
invited by a friend to participate in DANDANS exhibition. The venue was a former 
housing showroom space in Roppongi area. In order to explore what constitutes a

“house,”we brought in garbage bags collected from nearby area, and place them in 
the showroom where there had been no signs of living. In the following exhibition 
at Chinzanso, one of the most popular wedding venues in Tokyo, we organized a 
wedding on the opening day. In both occasions, we surrounded ourselves with 
garbage bags from the neighborhood.
  
ゴミや清掃をテーマとした初期に、友人から誘われ団DAN'Sの展覧会に参加しました。会場
となった場所は六本木の旧住宅展示場。生活臭のない会場に、六本木周辺で集めたゴミを
投入することで「住宅」の意味を考えました。そして椿山荘（都内でも有数の結婚式場）での展
覧会はオープニングに「結婚式」を執り行いました。どちらもゴミ袋が僕たちを包んでいました。

1975 Born in Kyoto, Japan　　http://masaruiwai.com
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In order to live in this world, people are given the body, gender, language, and 
emotions. We gain experience and get on with our lives. Nobody can easily identify 
what is right or wrong. Hence, nobody should decide what is right or wrong for the 
others. I am drawn to things that people don’t generally show outwardly, hiding 
them from others, as well as things that occupy their mind.
  
人間はこの世で生きていくために、肉体を与えられ、性を与えられ、言葉を学び、感情を
持ち、様 な々経験をし、ひたすら生き抜いています。何が正しく、何が間違っているのかな
んて簡単にはわからないし、人が決めることでもない。普段、人には見せていないこと、
心の中で溢れていることや秘密にしていることを、テーマにして制作しています。

1978 Born in Japan　　http://ito-asuka.com
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I have been creating works filled with hope and irony based on the themes of“life 
and death”and“aging”.
  

“生と死”、“老い”をテーマに希望やアイロニーを込めて作品を制作しています。

1982 Born in Chiba, Japan
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神
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I came to realize that living itself is art.
  
生きること自体がアートだと思えるようになりました。

1971 Born in Gumma, Japan
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The theme of my work has been the passage of time.
While seeking to capture the moment in my painting, and I am fascinated by using 
Japanese paper, Chinese ink, and gold leaf - materials that mostly do not change 
with time. 
Through my work, I want to freeze the moment with materials that can stand the 
test of time and transcend the passage of time.
  
時間の経過をテーマに制作を続けている。
画面への時間の定着を試みる一方で、経年変化のほとんどない和紙、墨、金箔という
素材に惹かれ、制作に用いている。
絵をもって、瞬間という短期的時間をとらえ、長期的時間に耐え得る素材にて残し、時
間を超越したい。

1985 Born in Aichi, Japan
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Born in Hokkaido, Japan
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top: This work shows a state where the balance is kept between buoyancy and 
gravity in the water tank. The object in this water tank weighs almost nil. At 
the moment, I was pondering the eternal interaction between the object and the 
environment.

bottom: We may think nothing of a space between the object and us. However, it 
is not always flat or even ‒ rather, it carries a certain ambience. Due to the spatial 
distortion, a connected image emerges out.
  
上：この作品は水槽の中で重力と浮力のバランスを保っている。水槽の中ではそのオブジェ
の重さは０である。私はこの時、ものとその場の間に働く不変的な相互作用について考えていた。

下：目に映る物と私達を結ぶ空間は何もないように見えて常に平坦で均質ではなく何ら
かの雰囲気を伴っている。その歪みによって結ばれる像を描き出す。

1968 Born in Osaka, Japan
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I believe that religion and art - perhaps everything in the field of humanities - 
can ultimately share the same goal.
Since I believe I can play a role to link the two fields,
I shall continue to be both artist and Buddhist monk. 

Shadow can never be seen from the source of light.
If the light gets stronger, the shade merely gets darker.
  
宗教と藝術、いや全ての分野が結果的には目的を
共有できるものと信じ、それらを繋ぐ線となるため
僧侶 と artist を隔てることなく活動していきます。

光の発する場所からは陰が見えません。
光を強くすれば陰は色濃くなるばかり。

1979 Born in Hokkaido, Japan
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I want to blow people away with my art.
  
私は多くの人に衝撃をあたえる作品を作りたいと思っています。 

1965 Born in Aichi, Japan
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My source of inspiration in my work is“nature worshipping.” 
However civilization develops, human beings cannot revolt against the laws of nature.
I use traditional Japanese painting techniques, which transparently layer crushed 
mineral pigments onto silk or Japanese paper.
My goal is to lyrically express“the return to nature”by fusing plane and space, and 
representationalism and abstractionism.
  
文明がどのように発展しても自然には逆らえないことから「自然崇拝」の気持ちを持ちな
がら作品を制作しています。日本絵画の古典技法を用いながら、絹や和紙、岩絵の具
などを透かし重ねで組み合わせています。こうして平面と空間、具象と抽象を融合させ
ることで、「自然回帰」を叙情的に表現しようと試みています。 

1972 Born in Chiba, Japan
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I explore the connection between narratives and sharing memories in my work. 
When we hear a story, even if it is someone else’s narrative or made-up story, 
there are times when our memories are revived from unconsciousness. Stories 
are fragments of others’lives - the lives that we might have chosen for ourselves. 
Memories are a mold that shapes our fortune, and a clue to share our mind. I hope 
to connect with people’s timeless consciousness through my work.
  
私は作品の中に物語性と記憶の共有感を求めている。その物語が自分のもので
はなく、他人のものや架空のものであったとしても、接した瞬間に、私たちの無意
識下の記憶が引き出されてしまう時がある。物語とは選択していたかもしれないも
う一つの人生の断片。記憶とは私を形づくる鋳型であり、他人と意識を共有出来
る手がかりでもある。作品によって、時間も超えた誰かの意識とつながることを
願っている。 

Born in Tokyo, Japan　　http://kobamasa.web.fc2.com/
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These were the first works that I created based on living things. I wanted to express 
their vitality and beauty. Currently, I am a designer and storybook illustrator who 
continues to convey my fascination with living things to the world. Looking back, 
perhaps those works were my starting point for my new career. My storybooks 
include:‘Let’s Go to Zoo!’‘Let’s Go to Aquarium’（Gakken）,‘Farting Gorilla,’

（Kaiseisha）, and‘The Most Troublesome Elephant in the World’（Kyoiku Hyoron 
Sha）.   
  
私が生き物をテーマにした、おそらく一番最初の作品です。力強い生命力や美しさを切
り取り形にしたいと思いました。現在は、デザインや絵本などで生き物の魅力を伝える
仕事をしています。振り返ると、その出発点になった作品なのかもしれません。著書：『お
でかけ どうぶつえん』『おでかけ すいぞくかん』（学研）、『おならごりら』（偕成社）、『せ
かいでいちばん手がかかるゾウ』（教育評論社）ほか。 

1975 Born in Tokyo, Japan

110 111ARTIST 参加作家



KO
SEM

U
R

A
 M

am
i ｜

 

小
瀬
村 

真
美

Now, I’m pursuing a new type of work which feels artificial yet has a strong physical 
presence while I'm incorporating various elements of painting, composition and 
perspective, with an emphasis on the exploration of time and movement. My piece 
leads viewers to question several aspects of the work itself, for example, Is it a painting 
or photo, static or changing, fiction or reality? When we start to lose our habitual 
perspective, I think we can connect these questions to further, more important 
questions about ourselves, where we are or what we are, our own self-understanding 
and our relationship to the external world.
  
今、私は絵画の構造や視点、特にその時間表現を取り入れながら、強い身体感覚を伴う作品制
作を追求しています。私の作品は懐疑的なものです。絵画なのか写真なのか？止まっているのか動
いているのか？虚構か現実か？もし私たち自身の視点に疑いを持てれば、その問いはより重要
な問いにつながります。私たちは一体何処にいて何者なのか？私たちの存在そのものを問う問いに。

1975 Born in Kanagawa, Japan　　http://www.db-beam.com/mk-works/
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I decided to self-taught crochet to recreate tapeworms after seeing a specimen of 
tapeworms at Meguro Parasitological Museum. In January 2011, I learned that Dr.Isao 
Iijima, one of a founders of Japanese modern zoology, had studied tapeworms and 
various hexactinellid sponges. A typical hexactinellid sponge dubbed“Venus’s flower 
basket”is scientifically labeled as‘　 　 　  ’meaning“well- knitted”in Latin. I 
crocheted and knitted tens of different types of Euplectellas by combining crochet and 
knitting in an organic way, and created a technique that I call“biological lace work.”
  

目黒寄生虫館で日本海裂頭条虫の標本を見て、独学でかぎ針編みを始めた。2011年1
月、日本の近代動物学の礎の一人である飯島魁博士がサナダムシと様 な々六放海綿
を研究したことを知る。典型的な六放海綿、カイロウドウケツの学名　　　　　はラテ
ン語で「よく編まれた」を意味する。数十種の六放海綿を編むことで、かぎ針編みと棒
針編みを有機的に統合した「生物学的レース編み」を確立した。 

1968 Born in Chiba, Japan　　https://www.facebook.com/kuronumayu/

Euplectella

Euplectella
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We are based in Cambodia creating artwork and accessories under the brand 
named“REBIRTH”using melted brass from used and discarded bullet shells. 
Today our materials are bullets. Nevertheless, in the future we hope that weapons 
will be wiped out from the face of the earth. Our craft shall survive even with no 
bullets, our wish for peace will spread across all races, from generation to generation.
  

現在カンボジアにおいて、散乱してた薬莢を溶解させた真鍮を材料としたアクセサリー
（アートワーク）を《REBIRTH》という名前の元、製作しています。今は武器を再生させ
てモノを作っていますが、いつかは、薬莢がなくなり、この世界から武器がなくなる日が
くると思っています。それでもきっと技術は残っていくものと信じ、ほかのものへと伝わっ
ていくことを私は願っています… 

1981 Born in Aichi, Japan
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Believe it or not, I am a deep thinker and I want to turn you into one, too.
  
本当は結構考えているし考えさせようとしている。 

Born 1976　　http://germansuplexairline.com
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Jewelries are made to accessorize human body and yet their beauty is relevant even 
when it’s not adorning us. Nevertheless, when I see them showcased at museum, I 
feel that they are somewhat incomplete, lacking something. They are meant to be 
worn but from time to time they hopelessly disfigure the wearer.
Why do we try to glam ourselves up? I am captivated by a human behavior called 
accessorizing and our desire to beautify ourselves.

ジュエリーは装飾品でありながらも、必ずしも身につけている時だけが美しいわけでは
ない。しかし博物館でオブジェのように陳列されたジュエリーを眺める時、どこか不完全
で物足りなく感じてしまう。身につけてこそその役割を果たすが、時には主をどうしようも
なく醜悪に見せるもする。
なぜ飾るのか？その行為、装飾するという行動、飾りたいと思う欲望に私は惹きつけら
れている。

1974 Born in Tokyo, Japan

My work is about transformation and I often use waste materials. I am interested 
in a cycle where things are born, die, and recycled while changing their features. 
I first start my work by looking into an incident that relates to my daily life. From 
then on, I grope my way through the process. By confronting the materials, myself, 
and society, I seek to create a scene in the form of installation.
  
主に廃材を使って変容をテーマに制作しています。形は変わりつつも生まれたり、
死んだり、再生したり、という循環に興味があります。また、制作は自分の日常に
関連した出来事から始め手探りで進めます。素材と向き合ったり、自分と向き合っ
たり、社会と向き合う中で、できあがる風景を立ち上げる事を試みています。 

1976 Born in Yamanashi, Japan　　http://maruyamajunko.com
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It blows for a moment so short that it’s already gone by the time you notice, leaving 
behind only the afterglow.
  
一瞬吹き、それを感じたときにはもう消えてしまっていて 後には余韻だけが残される。
そんな風を結晶化して、目に見えるものにしたいと思った。 

1975 Born in Aichi, Japan
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Here in Japan, every one of us woman is different and yet we occasionally are 
confronted with the phrase,‘Because you are woman,’bracketing us into a single 
category. Often our gender comes before our personality.
In order to differentiate themselves from others, some try to proclaim their self- 
assertion with their appearance. Through fashion, they look for mental armor called 
pride and reflect their own selves in the way they dress.
My work explores sexism, identity and fashion in Japan.

全く別の人格同士でありながら、往々 にして「女性だから」という言葉でくくられしまう私た
ち日本女性。一人の人格である前に、女性であるということをみられることもあるでしょう。
他の女性達との差別化を図るために、外的要因（ファッション）で、自己肯定を試みます。
ファッションの中に、自尊心という心の鎧を探し、ファッションの中に自身を投影しようとする
女性達。彼女達をテーマに作品をつくります。

1986 Born in Tokyo, Japan
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Mai Miyake creates works which seek to explore the true nature of things, whilst 
connecting past, present, and future seamlessly by using techniques that combine 
the sensibility and profundity of Japanese traditional arts and crafts with the artist’s 
own unique spirit.
  
日本の伝統的な美術や工芸の繊細さや奥深さに独自のエスプリを加え、過去と現在、
未来までをシームレスにつなげながら物事の本質を問う作品を制作。媒体を問わない
表現方法を用いて骨董、工芸、現代アート、デザインなど既存のジャンルを問わずに天
衣無縫に制作発表。 

Born in Japan　　http://www.maimiyake.com

The theme of the wood sculpture was“perfume”and I had the inspiration from 
CHANEL’ perfume box. I sensed classiness in CHANEL with their minimalistic 
treatment of color and form. However, the aromatic components of the perfume were 
utterly complex‘world of abstraction.’I was able to relate to their aesthetics. In this 
work, the scent is portrayed as woman’s silky legs from which an alluring aura is being 
diffused. The aura and the light from the box are emitted, illuminating the surrounding. 
I“blended”all artistic elements in a minimalistic manners ‒ just like the perfumer.
  
CHANELの香水箱にインスパイアされ、“perfume”をテーマに制作した木彫作品です。
CHANELには品格を感じます。最小限の色、フォルム。しかし香水成分の配合は複雑
きわまる“抽象的な世界”。この美的感覚に共鳴しました。
私は、女性のしなやかな脚が醸し出す色香を香水に見立て、光と共に放つという演出
を試みました。芸術要素をミニマルに“調合”したのです。 

1973 Born in Tokyo, Japan
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I grow flowers that never die on ordinary stones that can be found everywhere. 
The immortal flowers will keep on blooming as if time came to a standstill.
What I create are imaginary flowers that never die. I create my work hoping to bloom 
a flower inside people’s heart.

何気なく、何処にでもありそうな石にそっと枯れない花を咲かせました。時間が止まった
かのように咲き続ける石の花。
私がつくる空想の花達は、永遠に枯れることのない花。世界中の人達の心の中に咲か
せたいという思いで制作しています。 

1977 Born in Aichi, Japan
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Women are forever a mystery and that is why I paint them.
People say that the women I portray are expressionless and coquettish.
And yet, they are nobody’s fool.
I invite the viewers to look and feel their hidden expressions.
  
女性は永遠に未知の存在です。
だからこそ、私は女性を描き続けています。
私の描く女性は、無表情、小悪魔的、
勝気で一筋縄ではいかない女性の様だといわれる事が多いです。
そんな彼女たちの、内に秘めた「表情」を思い思いに感じてください。 

1975 Born in Aomori, Japan　　http://www.bungomorita.jp
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Morita finished his MA in Fine Art at Goldsmiths, University of London in 2002. 
The concept of Morita’s artworks is to pay attention to things that are generally 
left unconscious such as ordinary objects and phenomena in daily life and to try 
to visualize humorously the elements which are intrinsically contained within 
them such as multi-layered various contexts and relations. His recent exhibitions 
include: “Mono no aware: The Beauty of Things（2013）,”The State Hermitage 
Museum, St. Petersburg, Russia, and“MOT Annual 2012 Making Situations, 
Editing Landscapes（2012）,”Museum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo, Japan.
  
2002年にゴールドスミスカレッジMAファインアート修了。森田の作品は、生活の中で
当たり前に存在しているものや現象等の通常は特に意識を向けない物事に注意を向
け、それらの中に折り重なっている複雑なコンテクスト、関係性などをユーモアをもって
可視化させることに特徴があると言えます。 

1973 Born in Fukui, Japan
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Life Energy 
Human beings need energy to live（or to be active）- energy that we constantly 
store as we consume. What lies beneath the energy is the‘core (of energy)’unique 
to each person. Through my work, I hope the viewers will come to recognize the 
core that we often overlook in our daily life.
  
Life Energy 
人は、生きる（活動する）ためにエネルギーを必要とし、蓄積と放出を繰り返します。エ
ネルギーの根底には、人それぞれが固有に持つ「（エネルギー）源」があります。作品を
通して、普段の生活の中で当たり前すぎてあまり意識しない、そんな「（エネルギー）源」
を再確認するきっかけになることを願っています。 

1971 Born in Miyazaki, Japan
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I wake up in the morning, feed the chickens, pick the freshly laid eggs, pour fresh 
water into the bowls, lift the chickens up, cuddle them wholeheartedly, contemplate 
on my work, and go to sleep. I knead and form the wax, make a casting mold, build 
a fire, ignite the kiln, say my prayer, burn the coke, melt the bronze, pour it into the 
mold, and take it out from the mold. As I continue living my routine - eat, sleep, and 
live life to fullest just like my chickens-, I strive to embody my daily discoveries and 
thoughts into physical form.
  
朝起きて　餌をあげて　たまごを採り　抱き上げて　想像し　夜眠る。蝋を練り
型を作り窯を立て　神様にお願いして　金属を溶かし　鋳型に流し込み　作品を
取り出す。ご飯を食べるように　眠るように　彼らのように夢中で生きて　そんな
中で見つけた事　思った事を形にしていきたい。 

1975 Born in Chiba, Japan　　http://www.motoyamahiroko.jp/

M
U

R
AYA

M
A

 Shitsu ｜
 

村
山 

之
都

It must be obvious by the‘characters featured in the picture’that there is astoryline 
behind my work regardless of its clarity. In some of my works, there is a clear backstory 
in writing before I start to paint; in others, I have simple keywords before I come up 
with the image. In either case, it is the nuance of the story and not the storyline 
itself that is important for me to communicate.
  
「画面に人物を配する」ことから必然的に導き出されることですが、僕の作り出す作品の
裏には明瞭・不明瞭を問わず一連の文脈が存在しています。ものによってはそのストー
リーは明確な形を持っている（文章など絵画以外の形式で存在している）こともあります
し、プロットイメージだけのこともあります。いずれにしても重要だと考えているのは、伝
達する核心が物語の説明ではなくニュアンスであるという点です。 

1969 Born in Hokkaido, Japan
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I create sewn sculptures. After deciding on a key word such as‘place’or‘object,’
I visualize the image through dialogue and research, and arrange the pieces to create 
installation artwork. The work with green objects pictured above portrays an image 
of plants. Viewers can freely connect or separate the pieces which come in different 
colors and forms.
  

「場所」「もの」などをキーワードに、対話やリサーチという手法でイメージのかたちを浮
かび上がらせ、布を縫い合わせて立体的に制作。それらを、インスタレーションとして空
間に配置していく。植物をモチーフに作られた緑のパーツ。カラフルな色で作られた
様 な々形の作品パーツを、来場者は１つ１つ自由に繋げたり外したりすることが可能。 

1975 Born in Chiba, Japan　　http://akikomuto.com

N
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中
田 

ナ
オ
ト

I create“ceramic happenings,”not merely“ceramic objects.”In my body of work, I 
explore the view of the world and relationship with society by looking at objects with 
symbolic values, while navigating the boundary between art and craft, and that 
between information and material. Ceramics is an art of fusion with other media, an 
art of hybrid expression. Taking into account of the relationship between‘sense,’

‘object’and‘word,’I attempt to visualize my creative impulse by activating my 
emotions, mind and whole body through my ceramics.
  
やきものからやきことへ。象徴的なるものをめぐって世界の見方や社会との関わりにつ
いて考察し、美術と工芸、情報と実材を横断する表現を展開。自己に芽生えた衝動を、
感覚とものと言葉の関係性をふまえながら、他のメディアとの融合によるハイブリッドな
表現としてのやきものを通じて、「心」と「体」と「頭」の一連の運動により試していきたい
と考えています。 

1973 Born in Aichi, Japan　　http://naotonakada.jimdo.com
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Through my work I explore both sides of a story : life and death, present and past, 
a fleeting moment and eternity. For everyone, I think self-existence is never one- 
sided; it is always on the boundary of dichotomies. My work often features plants 
with a sculptured part of human figure. By depicting momentary pose in sculpture, 
an approach that takes time to create, I wish my viewers to sense the two sides in 
every story at a profound level.

一つのものごとの両面をテーマに作品を制作しています。生と死、現在と過去、一瞬と
永遠。全ての人にとっての「私」という在り方が、どちらか一方ではなく、その境界に位
置しているように感じます。植物と人の体の一部からなる作品は、ある一瞬のポーズを
切り取り、彫刻という長い時間をかけて造形していく手法をとることで、その両面を深層
の部分で感じてもらえる表現を目指しています。

Born in Tokyo, Japan

N
A

M
EK

AW
A

 Yuka ｜
 

滑
川 

由
夏

1974 Born in Japan　　http://www.yukanamekawa.com
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Proposal: Going Farther Away from the Moon（Tate Modern version）
　by NIINO Keijiro

Huge scale art projects are not easily materialized. This proposal was presented in 
2008 exhibition. I hope to bring such remarkable grand scale project into realization.
  
「月の先の、そのもっと向こうへ」Tate Modern バージョン  by NIINO Keijiro
いまも昔も壮大なスケールの作品は簡単には実現しません。
この作品は、プロポーザルが2008年に発表されたものです。いずれこの様なスケール
の作品を見事に実現したいものです。 

1975 Born in Aichi, Japan　　http://keijironiino.com

N
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野
口 

二
朗

I value inventiveness and wisdom in my creation.
While being aware of the environment and the space at which they may be shown, 
I hope to imbue my originality and reflect my challenge into each work.
  
ものづくりの中での工夫、知恵という物を大切にしたいです。
ものが置かれる環境や空間を意識しながら、自分なりの工夫、チャレンジを反映したい
です。 

1980 Born in Kagawa, Japan
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I believe art is something that moves people’s heart with its philosophy, skill and 
emotion. Human beings are divided by various borders such as race, culture, and 
religion.
Although it is difficult to go beyond such boundaries, we can cross them through 
the power of art.
That’s why I create and this has been my motivation. I want to make an impact with 
my artworks to walk beyond the borders.
  
アートとは、思想、技術、感情を使い、人の心を動かす事だと思う。
人間は、民族や文化や宗教など様 な々ボーダーを持っている。
これらのボーダーを超えるのは難しいが、アートを通せば簡単にそれらの境界を超えられる。
これが自分がアートをやっている理由であり、モチベーションである。
ボーダーを超える為、自分の作品にインパクトを生み出したい。 

1978 Born in Kagawa, Japan
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野
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満
一
月

My works show the world where I meditate in sync with nature.
It is a place where plants and insects also slip into meditation... 
Ocean and mountains, the moon and the stars, even the smallest water droplets 
meditate together and go with the flow.
  
この絵の世界は、私が自然の中でする瞑想の世界です。と同時に、絵の中の草花や虫
達が自然の中で瞑想する世界でもあります。
山や海、月や星、小さな雫まで、全ての自然界のもの達の瞑想の世界です。 

1965 Born in Tokyo, Japan　　mitsukinogutchi723@yahoo.co.jp
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Rules or law in society may change with time but I don’t think the people living 
there don’t change all that much. We all go through happiness and sadness, or  love 
and loneliness. Even if they hide in their menacing-looking shell called“armor,”I 
believe that all humans are be filled with boundless charms.
  
社会の法律やルールが時代と共に変わっても、その中を生きる人間は変わらないと思
います。楽しさや悲しさ、親愛や孤独。「鎧兜」という殻の中に入っていても、きっと人間
には、変わる事の無い魅力が詰まっているに違いありません。 

1980 Born in Kagawa, Japan

N
O

YO
R

I Koji ｜
 

野
依 

幸
治

Light and shadow, black and white, front and back, left and right….

They are often complementary and sometimes conflicted.
In times of conflict, I’d like to offer a helping hand with my brush.
  
光と影、白と黒、表と裏、前と後、右と左 ……

これらは良き相棒ですが、時として不仲であったりするかもしれません。
その時、私はそっと手を差し伸べてみようと思います。 

1978 Born in Aichi, Japan　　http://www.kojinoyori.com
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大
出 

翔
子

In the name of  building“a happy family,”my mother occasionally pretended not 
to see things. I seemed to be the only one who was aware of her ulterior motive. 
Without realizing it, I began to lose my identity, starting to wander back and forth 
between my mother’s shadow and myself. To break away from this situation, I left 
home and decided to have my own family ‒ a new family that is beyond the reach 
of my mother. When I thought I had finally built a new family, her looming shadow 
was still present. Can‘t I escape from the ghost of my mother even now?
  

「幸せな家庭」を築くために、母はいろいろな事に気づかぬふりをする。母の思惑に気づ
いているのは、家族で私だけのようだ。私はいつからかアイデンティティーを見失い、母
と私の狭間を行ったり来たりするようになった。この状況に空気孔を空けるべく、家を
出、家庭を持つ事にした。母の目の届かない、まったく新しい家庭。一から家庭を作り直
したはずなのに、浮き出てくる母の痕跡。今も母の幻影から逃れる事は出来ないのか？ 

Born in Japan

O
K

A
 Yoshie ｜

 

岡 

芳
恵

I always thought that that I was attracted to‘phantom’. However, I’ve come to 
realize that I was fascinated by its‘tale’and not necessarily the phantom itself.
I am not attracted to objects but rather the outlook on the world around them. 
Like the folk tales I used to listen in my childhood, the toys I used to play with, 
or the places I used to cherish, I want to create art filled with memories I carry 
inside.
  
自分は今まで『妖怪』が好きなのかと思っていましたが、そうじゃなくて、妖怪が出てくる
『話』の方が好きでした。
一つの物体そのものよりも、それを取り巻く世界観に惹かれます。
幼い頃に聞いた昔話、小さい頃に遊んだもの、大好きだった場所、自分がこれまでに
吸ってきた空気が詰まった物を作りたいと思います。 

1983 Born in Kagawa, Japan
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Without exception, all living things on the face of the earth come to existence and then 
die. This has been going on for millions of years. Even in the macrocosm inside the 
mother’s womb, human beings pass on genes to the next generation, constantly 
undergoing transformation. This regeneration within our body corresponds and 
connects with continuously revivifying outer world. Taking in account the dynamism, 
I seek to incorporate human emotions and different viewpoints and visualize them 
into my work.

地球上では太古より、様 な々生命が、そして万物は例外なく誕生し終末を迎えていきま
す。それが何億年も常に繰り返されています。胎内のマクロの世界でも同じように、微小
な細胞が次の世代へと続き、新しく変化しています。地球のどこかで絶えず起こっている
生命とシンクロし、繋がっているのです。それを元に私たちの持つ心理状況や、視点の
違いなどを組み合わせ視覚化を試みています。

Born in Kochi, Japan　　http://www.mayumi-o.com
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大
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美
穂
子

This body of work, in which I use“human”as a motif, started in 2008. Its themes 
revolve around life and death, and fear and reverence for aging. What constitute a man 
is not only flesh and bones but astronomical numbers of emotions. I began to work 
on this series thinking that describing a man and describing galaxy are basically 
synonymous.

2008年から着手したシリーズで、「人」をモチーフに扱い、生と死、そして老いに対する
畏怖と崇敬をテーマにしています。人間を形成するのは、肉や骨といった物理的なもの
だけでなく、天文的な数ある感情であり、人間を語る事は宇宙を語ることと同義である
というコンセプトのもとに、このシリーズを始めました。

1973 Born in Toyama, Japan　　http://www.mihoko-ogaki.com
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I take time recreating the surface of the dead tree branches or making its plastic 
reproduction before skillfully connecting them like a surgeon. 
With its paradoxical creative process, the work eliminates all elements that distinguish 
between man-made and nature, and the viewers will be caught in a‘present’state of 
in-between.

私は、十分な時間をかけて、外科手術を施すかの様に精巧に枝の表面を再生、もしくは
コピーして繋げていきます。
矛盾した軌道を描いたそれらは、生きているのか作り物なのか、判別できる要素を排除
され、観者をどちらか判らない中間の「現在」という意識に誘います。

1975  Born in Tokyo, Japan

SA
SA
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佐
々
木 

悠
介

I’d like to depict the surrealistic world of my hometown after the 2011 triple disasters: 
Tohoku earthquake, tsunami, and the Fukushima nuclear plant accident.

東日本大震災や福島第一原発事故後、生まれ育った場所に見る超現実的な社会を表
現すること。

1980 Born in Miyagi, Japan
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The creative process in my animation work is born out of meticulous“tracing”of 
the actual video images. First, I use a movie camera to take ordinary scenes of 
people or landscape around me. Then, I“draw”one line after another using software 
pen on my computer screen. For me, the act of tracing can help me digest the object, 
and also free myself from my own subjectivity. 

僕のアニメーション作品は、実写映像を忠実にトレースする（写し取る・なぞる）ことに
よって作られます。身近な人々や身の周りの風景をビデオカメラで撮影し、パソコンソフ
トのペンツールを用いて一筆一筆 “描いて” いきます。
僕にとってトレースとは、対象を自身の中に取り込む行為であるとともに、自身の主体性
から解放される行為でもあります。

1973 Born in Oita, Japan　　http://www.masaharu-sato.tumblr.com

SATO
 K

ayo ｜
 

さ
と
う
か
よ

In 2010, I suffered from a life-threatening illness called brain tumor. I still remember 
the terror of going under the radiotherapy. Brain surgery makes you listless. I could 
feel the energy draining out of my body. After all I have been through, I reset and 
ready myself to start afresh. Now I am interested in getting my energy back, in other 
words,“surviving.”
The creative process simply lets me empty my mind and confront myself. Perhaps 
for me, creation is a sort of meditation technique.

わたしは2010年に病気で生死をさまよいました。わたしは放射線治療による恐怖をまだ
忘れていません。脳を手術すると考えはなくなります。すべての気力もなくなりました。全
てをリセットしたら、再スタートです。「気力を取り戻す」＝「生きる」ということに興味がでま
した。わたしにとって造るということは「無」になり、「個」と向き合えます。造る事によっ
て、わたしの瞑想の手段になっているように思います。

1979 Born in Tokyo, Japan　　Died in 2015　　http://www.kayotun.com
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I studied oil painting before I started painting in ink. Now, I am ink painting artist 
who still loves oil painting and appreciate contemporary art as much as traditional 
ink paintngs. Cezanne is my star, and so are Sesshu and Litang. Both Duchamp 
and Tessai Tomioka are heroes to me. It may sound contradictory but I don’t think my 
paradoxical taste will do any harm. Instead, I sense that it will guide me to my 
future work. 

私は山水画を本格的に始める以前は、日本で油画を専門としていました。今でも油画へ
の愛情は薄れず、前衛的な芸術もあわせ、水墨画と同じ様に鑑賞します。現在、私の中
でセザンヌは、雪舟や李唐と同じ様にスターです。デュシャンと富岡鉄斎はヒーローで
す。混沌とした感情であるのかもしれないのですが、自分自身としては悪い状況とは思っ
ておらず、逆にその部分が今後の制作の道標となる予感があります。

1978 Born in Tokyo, Japan

SETO
G

U
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瀬
戸
口 

朗
子

Because“things and matters of importance”are always concealed, they provoke 
two conflicting emotions in us. One is our anxiety that things so precious may be 
tainted by being exposed; the other is our urge to catch a glimpse of them.
Such ambivalent feelings are closely linked to my creative attitude and expressive-
ness in my work. 

「大事な事や物」は常に隠されたものとしてあり、それらは視線でけがされてはならないの
ではないかという予感と、それらを垣間見たい衝動との二つの感覚を惹き起こします。
そういったアンビヴァレントな感情は、私の作品における表現と制作態度に密接に関
わっています。

1980 Born in Saga, Japan　　http://www.setoguchiakiko.com/
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Special installation for“The Lounge”
Bulgari Ginza Tower, Tokyo 
January 13-27, 2011
Photo by Keizo KIOKU
Jewelry set image courtesy of Bulgari

SH
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IYA
 Yu ｜

 

四
宮 

優

trace（cross-wiring）: This performance installation was created in collaboration 
with a synesthete, composer and pianist. Firstly, the synesthete shared her thoughts 
about the musical tones she perceived in the colors of a historic piece of jewelry. 
These became the basis for the piano solo created by the composer, which was 
performed by the pianist. The patterns traced by the pianist’s fingerprints were then 
highlighted in vividly colored aluminum powder by the artist, thus completing the 
installation. This work shows the faint traces of the process by which colors returned 
to the visual realm after passing through the auditory world, and of gradually fading 
echoes of tone and feeling. 

トレース（クロスワイヤリング）：共感覚者、作曲家、ピアニストとのパフォーマンスおよび
インスタレーション。色が聴覚を経て再度視覚へと向かう行為と、空間から徐 に々消え
去る響きの余韻や音楽を聴いた後の感触を淡い痕跡に留める作品。

1974 Born in Kobe, Japan　　http://www.yushinomiya.com
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嶋
田 

喜
昭

The human greed that continuously ran through ancient times to present day is 
somehow causally linked to battle for survival（strive for more）seen in animals 
and the plants. I’d like to create works that capture the moment of spiritual uplift 
surrounding the dynamism in the living world. 

古代から現代まで連綿と連なってきた人間の欲望は、動物や植物の行動と何かしらの
因果関係があり、その中で繰り広げられているできごとの精神を奮い立たせる何かの瞬
間をつくりたいと思っています。

1970 Born in Kyoto, Japan
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I think the role of the artist in today’s Japanese society is to record the time in which 
we live. In some cases my art is based on my personal problems and interests, 
while other times it springs from issues relating global issues such as feud between 
nations, warfare, economy, disparity and poverty.

When we think of the world at a personal or family level, we will come to realize we 
are all living under the same sun regardless of race or ethnicity. 

私は現代におけるアーティストの役割は自分が生きている今の時代を記録することだと
思います。私は個人的な問題や興味から作品を作る事もあれば、世界のいろいろな問
題について考える事もあります。世界の問題とは、国同士の確執、戦争、経済、格差、貧
困などです。人種が違っても、家族単位や個人で考えるとそれぞれみんな同じ1日を生
きていて、変わらないということです。

1980 Born in Fukuoka, Japan　　http://www.tanakachisato.com
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What may stay the same when people’s mind and landscape are altered after war 
or natural disaster? What can forever stay unchanged? What can I trust? 
It may be something that disappear in a fleeting moment like a breeze of wind or 
flash of light. 

I hope to fix my eyes on the subject and take in everything to capture that very moment. 
An archive of the moments - that is my photography. 

もしも戦争や天災が起きて、人の心や風景が変わってしまったとしても、それでもなお、
変わらないものはなんだろうか。信じられるものはなんだろうか。
それは儚くとも揺るぎない一瞬の風や一瞬の光のようなものかもしれない。

その一瞬をつかまえるために私は目を凝らして全てを見ていたいと思う。
瞬間の標本のために。

1988 Born in Japan
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At present I am creating decorative works in white porcelain, a chaotic assemblage 
of all sorts of forms found in nature, industrial objects, and traditional Japanese 
designs. For me, creating decorative art is an act that is filled with my prayer to 
perceive, analyze and be inspired by be the energy that a form possesses. It is the 
concatenation of my admiration and hope. 
By continuously adding layers of hope, I’d like to bring about a physical existence with 
rich sense of vitality and reality that stirs up inspiration. 

現在私は、自然物、工業的な形態、日本の伝統的な意匠などがカオス的に集合した白
磁による装飾的な作品を作っている。私にとって装飾は、形の持つ力に感動し感知し分
析しあやかりたいと願い祈る心の流れを多層的に含んだ行為であり、憧れと願いの塊で
ある。そのような願いの形を重ね重ねて、濃密な生命感とそれを鼓舞する存在を招きたい。

1963 Born in Tokyo, Japan

TO
D

O
 ｜

 

藤
堂

I create art with materials（e.g. stones, bricks, architectural fragments, books, 
magazines, furniture）that I pick up at different places.

いろいろな場所で採取した素材（石、レンガ、建築物の破片、本、雑誌、家具など）を
使って制作をしています。

1969 Born in Tokyo, Japan
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It is said that people tend to see the world as they wish to see. However, this 
indicates that people CAN see the world as they wish to see, evidence of their 
optimistic outlook. My interest lies in this flexible nature of people’s perception and 
the view of the world that emerge from it. My installation is my continuous quest to 
explore the relation between perception and the world. 

人はいつも自分の見たいように世界を見てしまう、と言われます。けれどこれは、こう見た
いとさえ思えば世界はそう見えてくる、という積極的な可能性の現れとも言えます。私の
興味は正にこういった人の知覚の柔軟性にあり、この知覚を通して現れる世界の在り
方にあります。そして私が行っていることとは、この知覚と世界との関係性をさぐる繰り
返しといえます。

1974 Born in Tokyo, Japan　　http://db-beam.com/taw_os/
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I produce artwork using various media including video, photography and installation. 
I focus on the process of communication between people with an emphasis on the

‘conformity.’‘Conformity’plays a big part in every custom. My work does not depict 
the happiness that comes after communication succeeds. Instead, it depicts the 
challenge and process of strangers trying to communicate with one another. 

‘Conformity’that I appreciate the most happens when people‘put on an act’and 
try to fall in line with others in order to connect. 

私は、人 の々コミュニケーションの過程に焦点を当て「型」というものをキーワードにし、
作品を制作しています。私が作品の中で求めるのは、他者同士のコミュニケーションが
達成された後の幸福な風景ではなく、他者同士が関係を持とうと挑戦するその状態、
過程です。私が制作の中で大切にしている「型」とは、人々が関わりを持つ為にお互いが
「なにかになる努力をする」姿だと私は考えています。

1981 Born in Saitama, Japan　　http://www.tomomasa.info/
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Many ideas for my work don’t necessarily come from incident that I experienced or 
reflected upon. Rather, it comes from imagining the environment surrounding the 
incident. On my busy painting filled with imagination, everything I depict is my 
main character as well as my supporting character. 

私は生きている上で経験したことや感じたことの中で、出来事そのものではなくそれを取
り囲む環境を想像することによって様 な々アイデアが生まれます。
様 な々アイデアを含んだ画面はすべての場所が脇役であり、メインである作品です。

1977 Born in Sizuoka, Japan
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I make installation art with elements such as color and light.
My artwork aims to invite the viewers to have a direct artistic experience. 

色や形といった要素を使いインスタレーション空間を制作しています。どなたでも美術
の体験ができるよう心がけています。

1977 Born in Fukuoka, Japan　　http://www.umekitakashi.com
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Things and incidents can trigger memories buried deeply in our mind. 
Familiar taste and smell at meals, faint music playing from far away, and painting 
we come across unexpectedly ‒ these everyday things can takes us back to the 
past. Amid the mayhem of modern life, important memories and recollections are 
constantly overwritten by new memories. When long-lost memories hidden under 
layers of emotions are revived, a bouquet of joy carrying much sentiment bursts in 
front of one’s eyes. 

何かがきっかけとなって大事な記憶を思い出すことがあります。日常の何気ない時の匂
いや味、遠くから聞こえてくる音楽、そしてふと目についた絵画が私を呼び起こしてくれ
ます。大切な思い出や記憶は、現代の喧騒の中では常に新しい記憶に上書きされてし
まいます。階層の奥深くへと押しやられて─なくしてしまったものが再現される時、叙情
性を伴い大きな喜びとなって目の前に広がります。

1978 Born in Hokkaido, Japan　　http://www.keiki-yamada.com/
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In this work, I didn’t seek to stress the‘form’and show off its contour, highlighted 
under the glaring direct lighting or spot lights. Rather, I wished to emphasize the solid 
beauty seen under the soft and indirect light, or natural light coming in through 
the windows and shoji screens that features the space against the gentle light. 

私がこの作品に求めたことは強烈な直射光やスポットライトのもとでフォルムを主張す
る「かたち」ではなく、柔らかな間接光などのもとで楽しめる立体感や、窓や障子を通し
て横から家屋内に差し込む自然光に対して空間を表現できるような彫刻です。

1972 Born in Japan
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‘Repeat the moment, and it becomes routine. Repeat the routine, and it becomes 
one’s destiny.’
We die every day. Our cells are dying at minuscule level; our universe is dying at 
grand level. Therefore, birth is remarkable and magical, and our finite life is 
beautiful. Our “daily life”contains elements of ephemerality which is hard to swallow. 
I resolve not to forget the beauty in those who live in the transient life in the 
ephemeral world and continue to create.

『今を積み重ねれば、日常。日常を重ねれば、運命。』
日々 私たちは死んでいる。それは細胞レベルであり、全体であり。だからこそ生まれ来
る命は愛おしく眩しい。終わり逝く命は儚くも美しい。私たちの「日常」に「無常」は含まれ
ている。その事実を受け止めるのはとても苦しい。けれども、事実を受け止め生きている
もの達の、なんと美しい事かと気付く時、それを忘れぬ為に、私は造ろうと思う。

1969 Born in Kyoto, Japan
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Children in my work all wear hooded clothes resembling full body tights. The 
clothes represent their emotional wall built to avoid social contact and hint the 
aloofness and shyness behind it. However, the way the children peek outside reveals 
their longing to communicate with others.
In my work, I seek to depict the subtle distance that people keep in today’s world. 

この子（作品）達が着ている全身タイツのようなフードの服は、自分と他者との社会的
接触を避ける心の壁を表しており、物陰に隠れることで内向的な人見知り感を漂わせ
る。しかし、こっそりと様子を伺うかのような姿はむしろ他者とのコミュニケーションをと
ろうとしている行為の表れである。
現代における人と人との微妙な距離感をこの作品達で表現したい。

1976 Born in Tokyo, Japan　　http://www.yamazakiryoichi.com/
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Optima.
To me, the act of creating art is a process of optimization. 
What is optimization? I think migrating birds grouping together to form a flock 
represent a perfect state of optimum. 
The theme of my work is‘balance and unbalance.’ 
I mainly use stone carving, woodcarving and installation in my work. 

最適。
私にとって制作することは、色んな事柄に対して最適化していくことだと思っている。最適
とは何だろう。例えば、個 の々個体が集団の個体に変化する渡りをするときの鳥の形態
は、理想的で最適な形だと思う。
私の作品のテーマは、”バランスとアンバランス”です。主に石彫、木彫、インスタレー
ションで表現をしている。

1976 Born in Saitama, Japan　　http://sanaeyanagi.wix.com/sculpture
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Today’s people live in a fast-moving society. I am fascinated when I sense a particular 
atmosphere created when they take a pause and just stand still.  It only lasts for an instant 
in comparison with the time span of the universe. However, at that moment, I realize that 
cycle of birth and death and each passing moment called“now”are being repeated and 
will continue according to the law of nature, and that there exists a definite link between 
the distant past and the future. In my work, I question what the universe is all about, and 
seek to express the essence of nature through the tranquility generated by the pause. 

私は、日々 非常な速さで前進してゆく現代社会の中で生きる人が、ただまっすぐに佇ん
だ姿から感じる空気感に興味がある。その空気感は、宇宙の永い時間からしてみれば一
瞬にすぎないが、人の命と共に今という一瞬が自然の原理によって繰り返され、宇宙の
遠い過去と未来へと確かに繋がっている。私は宇宙が何であるかを問いながら、本来あ
るべき自然を、人が佇む静謐な空間から表現したい。

1974 Born in Antwerp, Belgium　　http://www.yasuitomotaka.com 
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I am interested in fluctuation in daily life.
Memories of trivial events and conventional landscapes will change with time, 
distorting the initial impressions.
People get swamped with everyday trivialities. I seek to visualize the way our daily 
life turn blurry and depict the transient nature of various relationships. 

時間とともにうつろいゆくイメージをテーマに制作しています。
日々 の小さな出来事や何気なく目にする風景の記憶は、時間の流れとともにズレを生み
ながら変化していきます。
いくつもの出来事が重なり合い曖昧に変化していく日常をとらえることで、物事の関係
性のうつろいやすさを表現しています。

1981 Born in Tokyo, Japan　　http://marikoyoshimasu.tumblr.com
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I create sculptures in fiberglass reinforced plastic（FRP）, on which I intricately  
airbrush my own ironic takes on contradictions and problems in contemporary 
society. 
At first glance my works are friendly, pop, and beautiful but they always contain 
elements of irony that always startle the viewers. 

主にFRP（ガラス繊維強化プラスチック）を素材とした立体にエアブラシで繊細なペイン
トを施した作品を制作。現代社会が抱える問題や矛盾を風刺的、かつ優美に表現す
る。彼の作品は一見親しみやすくポップで美しいが、そこにはいつも観る者をドキリとさ
せるようなアイロニーが込められている。

1976 Born in Kanagawa, Japan　　
http://www.yavw.com/　　http://yukari-art.jp/jp/akira_yoshida
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