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ヴァンジ彫刻庭園美術館　開館10周年記念展　

庭をめぐれば

2012年 4月 21日（土）-8月 31日（火）
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川内倫子
《Untitled(Cui Cui シリーズより )》2008 年

 杉戸洋

《spider song 》2004 年©Hiroshi Sugito
奈良美智
《Wink Away your tears 》

2005 年©Yoshitomo Nara



Exhibition & Profile 

古来より「庭」は、日本人にとって生活に寄り添う場所であり、瞑想しながら道行き、四季の移り変わりを愛でてき

ました。木や石の配置に、「見立て」という象徴の言語を隠した古の作庭法は、哲学と自然観などそこで育まれた高度

な精神文化を体現したものといえるでしょう。

今日ジャンルの枠組みを超え脱領域的に広がりをもつ表現は、自らの中に流れる内なる時間や行為、知覚の移ろいを

関係づけ、組み替えていく面をもっているようです。自然と人工のはざま、風景と建築のはざま、広大な生態系のひ

とつの小宇宙であり、「庭」は、日常に在りながらそれを超えていく場所として、私たちの前に開かれています。

現代日本に生きるわれわれは庭で何を見、何を想い、何をなすのでしょうか。 「庭」という場の可能性を探る本展は、

「庭」がそうであるように、映し鏡のようにわたしたち自身を照らし出すこととなるでしょう。

開館 10年の歩み、美術館の特色と活動を「庭」というテーマに重ね、現代の地平を切り開く約 20人の日本の現代作

家たちを紹介いたします。

出品作家（アイウエオ順） 

イケムラレイコ：立体作品／ 1951 年三重県津市生まれ。スペイン・セビーリャ美術大学卒業。美術家。

植原亮輔と渡邉良重：平面・立体作品／ 1972 年北海道生まれ。1961 年山口県生まれ。アートディレクター・美術家。

小粥丈晴：立体作品／ 1969 年千葉県生まれ。美術家。

狩野哲郎：立体作品／ 1980 年宮城県生まれ。東京造形大学大学院造形研究科修士課程修了。美術家。

川内倫子：映像、写真作品／ 1972 年滋賀県生まれ。1993 年成安女子短期大学卒業。写真家。

木村友紀：写真作品／ 1971 年京都市生まれ。京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。美術家。

草間彌生：立体作品／ 1929 年長野県松本市生まれ。京都市立美術工芸学校卒業。美術家。

さとうりさ：立体作品／ 1972 年東京生まれ。1999 年東京芸術大学大学院修了。美術家。

杉戸洋：絵画／ 1970 年愛知県生まれ。1992 年愛知県立芸術大学美術学部日本画科卒業。美術家。

須田悦弘：彫刻／ 1969 年山梨県生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。美術家。

竹川宣彰：立体作品／ 1977 年東京生まれ。2002 年東京芸術大学油画科学部卒業。美術家。

長島有里枝：写真作品／ 1973 年東京生まれ。California Institute of the Arts ファインアート科写真専攻修士課程修了。写真家。

奈良美智：絵画（立体作品）／ 1959 年青森県弘前市生まれ。愛知県立芸術大学大学院修了。美術家。

日高理恵子：絵画／ 1958 年東京生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻修了。画家。

古屋誠一：写真作品／ 1950 年静岡県西伊豆生まれ。1972 年東京写真短期大学（現東京工芸大学）卒業。写真家。

丸山直文：絵画／ 1964 年新潟県長岡市生まれ。画家。

三嶋りつ惠：立体作品／ 1962 年京都府生まれ。美術家。

村瀬恭子：ドローイング／ 1963 年岐阜県生まれ。1989 年愛知県立芸術大学大学院修了。美術家。

レインボー岡山：アクティビティー・立体作品／ 1962 年福岡県生まれ。1984 年武蔵野美術短期大学油画学科卒業。美術家。
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Event

【展覧会関連ワークショップ】

■さとうりさワークショップ「眠りのほとり」

　クレマチスガーデンに設置された作家の本展出品作品に関連したアクティビティーを予定しています。

　人とのコミュニケーションをテーマに繰り広げられるワークショップを、どうぞお楽しみください。

　日程＝2012年 4月 29日（日・祝）＊雨天順延：5月 5日（土・祝）

　対象＝幼児ー大人　　参加費＝800円　＊入館料別途

　＊時間等詳細は随時、ホームページにてお知らせします。

■「バードハウスをつくってみよう！ 2012」

　今年で二回目となる「小鳥のための家プロジェクト」関連ワークショップ。アーティストのバードハウスを鑑賞した後、

　現代美術作家、持塚三樹氏といっしょに自分だけのバードハウスをつくります。

　日時＝2012年 5月 27日（日）、6月 24日（日）各日 13：00-16：00

　対象＝幼児-大人　　参加費＝800円　＊入館料別途

■「クレマチスレインボーガーデン 2012」

　レインボー岡山氏が導く、虹色の世界を体感できるワークショップ。自然いっぱいのクレマチスガーデンで、親子で虹を

　かけることに挑戦します。

　日時＝2012年 6月 2日（土）午前の部：10：30-12：30／午後の部：13：30-15：30

　対象＝幼児-小学生と保護者　　参加費＝1,000 円　＊保護者の入館料別途

■狩野哲郎ワークショップ「庭上の昼食／ Luncheon in the Garden」

　植物や鳥などについて知るためには、それらが生息する場所でできるだけ長い時間を過ごすことが大切です。

　現代美術作家の狩野哲郎氏とともに、クレマチスの丘の庭で植物や鳥とじっくりと対話してみましょう。

　日程＝2012年 7月 7日（土）＊雨天順延：7月 8日（日）

　対象＝幼児ー大人　＊時間、参加費等は随時、ホームページにてお知らせします。

【展覧会関連イベント】

■「小鳥のための家プロジェクト 2012」

　昨年より始まった、現代美術作家がつくる「小鳥のための家プロジェクト」。クレマチスガーデンの庭園全体に、個性豊

　かなバードハウスが設置されます。静岡内外の作家と一緒に小鳥と共存する庭、環境づくりを考えます。

　展示期間＝2012年 4月 21日（土）‒8月 31日（金）　　会場＝クレマチスガーデン内

　出品予定作家＝竹川宣彰、持塚三樹、竹﨑和征、レインボー岡山、他

■青木むすびのガーデン

　数々のアートワーク、ショップのスタイリングやプロデュースを手掛け、活躍中の青木むすび。

　クリエーター青木むすびがつくり出す独特の世界観のガーデンが期間限定でクレマチスの丘に出現します。

　展示期間＝2012年 4月 21日（土）‒8月 31日（金）　　会場＝ガーデナーズハウス

　

　＊他、クレマチスガーデン主催庭園イベント、ローズウィーク、母の日 tico moon コンサート、

　キャンドルナイトコンサートwith 阿部海太郎　など多数開催予定。

　詳細は随時、ヴァンジ彫刻庭園美術館公式ホームページをご参照ください。
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Information

　　　　展覧会名　　開館 10周年記念展　庭をめぐれば

　　　　会期　　　　2012 年 4月 21 日（土）-8月 31 日（火）

　　　　会場　　　　ヴァンジ彫刻庭園美術館　企画展アートスペース、常設展スペース及び庭園

主催　　　ヴァンジ彫刻庭園美術館　〒411-0931 静岡県長泉町東野クレマチスの丘（スルガ平）347-1

開館時間　10：00-18：00　＊最終入館は閉館の 30分前まで

休館日　　毎週水曜日（祝日の場合は、翌日休）　

　　　　　＊2012 年 4月 26 日（木）-5月 8日（火）は無休

入館料　　大人　1,200 円（1,100 円）/ 高・大学生　800 円（700 円）/ 小・中学生　500 円（400 円）

　　　　　＊（　　）内は、20名様以上の団体料金

アクセス　○お車の場合＝［東京方面より］東名裾野 I.C. より R246 経由、沼津方面へ 10km

　　　　　　　　　　　　［名古屋方面より］東名沼津 I.C. より伊豆縦貫道へ、長泉 I.C. 出口 R246 右折／

                                                              東名沼津 I.C. より 5km

　　　　　○電車の場合＝JR東海道線「三島駅」下車、北口（新幹線口）から無料シャトルバスが出ています

お問合せ　○お電話でのお問合せ［クレマチスの丘総合案内］　TEL 055-989-8785

　　　　　○美術館公式ホームページ　http://www.vangi-museum.jp/

＊　＊　＊　＊　＊　＊

沼津 I.C.

クレマチス ガーデンバス停

無料シャトルバスのりば

富士急シティバス
路線バスのりば

ベルナール・ビュフェ
美術館バス停

ベルナール・ビュフェ美術館
ビュフェこども美術館
カフェレストラン ジオノ
井上靖文学館

IZU PHOTO MUSEUM
クレマチス ガーデン
ヴァンジ彫刻庭園美術館
リストランテ プリマヴェーラ
ピッツェリア&トラットリア チャオチャオ
日本料理テッセン

クレマチスの丘

東京→

箱根・伊豆→

東京→

←大阪

←名古屋 裾野I.C.

長泉I.C.

東名高速道路

案内看板

JR東海道本線 国道1号

国道246号

静岡がんセンター

JR東海道新幹線
JR三島駅

トイザらス
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Images

下記の 4点の作品について画像資料（デジタルデータのみ）をご用意しております。

ご希望の場合は、下の必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

※必要な画像資料にチェックを入れてください。

□ a) 川内倫子《Untitled(Cui Cui シリーズより )》2008 年

□ b) 村瀬恭子《watering pot 》2007 年

□ c) 奈良美智《Wink Away your tears 》2005 年©Yoshitomo Nara

□ d) 杉戸洋《spider song 》2004 年©Hiroshi Sugito

■貴媒体名

■掲載号　　　　　　　　　　　　　　　　　　■発売日 /放映日　　　　　　年　　　月　　　日

■貴社名                                                      ■ご担当者名

■TEL　　　　　　　　　　　　■FAX                                   ■E-MAIL                      @

■ご住所

■資料お届け期限　　　　年　　　月　　　日までにご希望                

〒411-0931 静岡県長泉町東野クレマチスの丘（スルガ平）347-1

ヴァンジ彫刻庭園美術館　広報／山田　宛　　　　　　　　　　　　　FAX=055-989-8790
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