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【展覧会情報】
展覧会名｜　イケムラレイコ　PIOON
会　　期｜　2014年4月20日（日）―　2014年10月14日（火）
主　　催｜　ヴァンジ彫刻庭園美術館
協　　力｜　滋賀県立陶芸の森、Atelier Philipp von Matt, Architects、Galerie Karsten Greve、
 　　  ShugoArts 
開館時間｜　4-8月　10:00 - 18:00 / 9・10月　10:00 - 17:00（入館は閉館の30分前まで）
休 館 日｜　水曜日（4月30日、8月13日は開館）
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名様以上の団体割引
会　　場｜　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
　　　　　　　　TEL. 055-989-8787　FAX. 055-989-8790　www.vangi-museum.jp

【展覧会概要】
イケムラレイコは1972年に日本を離れ、その後ヨーロッパを拠
点とした活動のなか、絵画、彫刻、ドローイングなど多岐にわた
る表現により、私たち人間の存在を根源的に問い続けてきた作家
です。海外での高い評価のみならず、日本では2006年にヴァン
ジ彫刻庭園美術館での個展、また2011‒12年には東京国立近代美
術館と作家の生まれ故郷にある三重県立美術館での回顧展など、
80年代初頭から現在までの着実な歩みが国内でも近年広く知られ
ることとなりました。
　イケムラの作品は、横たわる少女像や移ろいゆく自然の風景、
また名もない生物たちの有機的な形にみられるように、生の営み
の循環が主題とされる点に特異な表現性をもちえています。揺ら
ぎがもたらすその変容は人間と動物、自然の境界が時に交わるこ
とで、生と死、理性と本能、西洋と東洋といった本来対立する要
素を作品のなかに内包させることとなります。海外での活動において、共同体内にいながら常に他者であり続けた作家自身に
象徴されるように、それらの表現はまた私たちの世界に内在する愛や疎外、孤独をもあらわにしていることでしょう。
　当館で8年ぶりの開催となる本展では、変容を表面と内部に物質として宿す彫刻が中心となります。80年代後半、イケムラ
が生命の原型を探求する過程において画面内で伸長していった無数のドローイングの線は、同時期に始まったテラコッタによ
る彫刻と並行するように、頭部に2本の長い耳をもつ“うさぎ”へと変異していきました。作家の手によって生み出されたうさ
ぎとは、その自由奔放さによって外部への跳躍が許された特権的な存在だったといえるかもしれません。本展では90年代に
制作された彫刻から全長3.4メートルにおよぶ最新作《うさぎ観音》まで、数多くのうさぎがあらわれます。長年の制作活動
において改めて作家が現代にうさぎを切望し、作品に託した思いとははたして何だったのでしょうか。イケムラレイコのうさ
ぎが紡ぐ美術館と庭園をめぐる物語がいま始まります。

2006年　ヴァンジ彫刻庭園美術館「イケムラレイコ　うみのこ」
©Mie Morimoto
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イケムラレイコ　Leiko Ikemura
三重県津市生まれ。1970‒72年大阪外国語大学スペイン語科に在籍後、72年に
スペインに渡りセビリア美術大学に学ぶ。1979年にスイス、83年にドイツに
移り現在はベルリンとケルンを拠点に活動を行う。1991年よりベルリン芸術
大学（UdK）教授。2009年にアウグスト・マッケ賞を受賞。近年では
2011‒12年に東京国立近代美術館（東京）、三重県立美術館（三重）で個展
を開催。また2013年にはカールスルーエ州立美術館（ドイツ）で個展を行う
など、ヨーロッパと日本を中心に高く評価されている。2014年にヴァンジ彫
刻庭園美術館にて8年ぶりの個展「イケムラレイコ　PIOON」を開催する。 

【作家紹介】

【展覧会の見どころ】

うさぎさんたちは

方向を好きかってに変えて走りまわり平気な顔をしています

おそらくピンと耳をたててサテライトと通じているから

地上の法則に従わなくてもよいのでしょう
イケムラレイコ『ブラック・ヌーン』(1998)より

)*+,-.

　これまでにないイケムラレイコの“彫刻”と“うさぎ”をテーマにした展覧会
　　国内では2011-12年の大規模な個展の開催や、その他数多くのグループ展に参加しているイケムラ
　　レイコ。本展では、80年代後半から現在まで継続して制作されているテラコッタの立体作品を中心
　　に、イケムラレイコの”彫刻”と”うさぎ”のテーマから作家の造形思考を探ります。

1

　全長3.4メートルの巨大な彫刻作品《うさぎ観音》によるインスタレーション
　　近年イケムラレイコは、滋賀県立陶芸の森でのレジデンスにおいて精力的に制作活動を行っています。
　　本展では陶芸の森で制作された多数の最新作とともに、全長3.4メートルにもおよぶ彫刻作品
　　《うさぎ観音》が美術館の広大な空間に展示されます。

2

　国内初となるイケムラレイコ彫刻作品集を刊行
　　海外で高い評価を受けるイケムラレイコの国内初となる作品集を刊行します（8月頃刊行予定）。
　　展覧会の会場風景はもとより豊富な作品図版に加えて、国内外の執筆者による論考を掲載。彫刻を軸
　　としながら絵画や写真も含めた図版構成によって、多様な表現に共通する作家の思考をひも解きます。

3

　作家と写真家・川内倫子それぞれの世界観が交錯する共同作品集を刊行
　　展覧会から派生したプロジェクトとして、作家と親交の深い写真家の川内倫子とイケムラそれぞれの
　　写真と絵画、ドローイング、言葉によって2人の世界観が交錯する展覧会関連書籍が刊行されます。
　　会期中、共同作品集の出版記念として2人の対談イベントも開催予定です。

4
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【関連イベント】
「イケムラレイコ　PIOON」の展覧会関連企画として、会期中にトークやコンサートな
どさまざまなイベントが開催されます。

①　オープニングトーク　イケムラレイコ × 奈良美智
　　国際的な活躍を続けるイケムラレイコと奈良美智による夢の対談が実現。
　　80年代以降ドイツを制作の拠点とするイケムラ同様、奈良もまた80年代後半にドイツに渡り、日本
　　への帰国までドイツを制作活動の場としてきました。ドイツで活動を続けてきた2人に、それぞれ
　　の眼に映った当時と今の美術の地平について語っていただきます。
　　日　　時｜　2014年4月20日（日）　14:00 - 15:30
　　出　　演｜　イケムラレイコ・奈良美智（アーティスト）
　　定　　員｜　150名　全席自由　要予約
　　料　　金｜　当日の入館料のみ
　　会　　場｜　クレマチスの丘ホール
　　予約方法｜　クレマチスの丘コミュニケーションセンター　055-989-8785　

②　コンサート　蓮沼執太フィル ツアー2014「時が奏でる、そして僕らも奏でる」
　　2011年に個展「イケムラレイコ　うつりゆくもの」で会場音楽を手がけた音楽家・蓮沼執太がコン
　　ダクトするポップオーケストラ蓮沼執太フィル。フィル初のフルアルバム『時が奏でる』のツアーが
　　美術館内庭園で開催されます。
　　日　　時｜　2014年5月5日（月・祝） 　14:00 - 16:00
　　出　　演｜　蓮沼執太フィル
　　定　　員｜　な　　し（予約不要）
　　料　　金｜　当日の入館料のみ
　　会　　場｜　ヴァンジ彫刻庭園美術館内クレマチスガーデン
    （雨天の場合は美術館屋内で開催を予定）

蓮沼執太フィル　Shuta Hasunuma Philharmonic Orchestra
音楽家・蓮沼執太がコンダクトする、フィルハーモニック・オーケストラ。蓮沼執太（指揮、ピアノ、
ヴォーカル）・石塚周太（ベース、ギター）・イトケン（ドラム、シンセサイザー）・大谷能生（サックス）・
葛西敏彦（録音、ミックス）・小林うてな（スチールパン）・木下美紗都（コーラス）・ゴンドウトモヒコ
（ユーフォニアム）・斉藤亮輔（ギター）・Jimanica（ドラム）・環ROY（ラップ）・千葉広樹（ヴァイオリ
ン、べース）・手島絵里子（ヴィオラ）・K-Ta（マリンバ）・三浦千明（フリューゲルホルン、グロッケン）
の15名編成。「蓮沼執太チーム」を母体として2010年結成。ライブハウスからホールやアートスペース
まで様々な場所で演奏を展開。2014年1月15日ファーストアルバム『時が奏でる| Time plays - and so 
do we.』をリリース。http://www.hasunumaphil.com/

奈良美智　Yoshitomo Nara
1959年青森県弘前市生まれ。1987年愛知県立芸術大学修士課程修了。1988年渡独し、国立デュッセルド
ルフ芸術アカデミーに在籍。A.R.ペンクに師事し、マイスターシュウラー取得。1994年～2000年ケルン
にて制作活動。1998年カリフォルニア大学ロサンゼルス分校（UCLA）にて3カ月間の客員教授就任。
2000年帰国、活動拠点を東京に移す。2005年より栃木県在住。
2000年以降の主な個展としては、2001年、国内初の公立館での個展「I DON’T MIND, IF YOU FORGET 
ME.」が横浜美術館ほか全国5館を巡回。2003年、個展「NOTHING EVER HAPPENS」がクリーヴラン
ド現代美術館ほか全米5館を巡回。2004年、個展「From the Depth of My Drawer」が原美術館ほか日韓
5館を巡回。2006年、「Yoshitomo Nara + graf A to Z」を青森の吉井酒造煉瓦倉庫にて開催。同年、個展
「Moonlight Serenade̶月夜曲」を金沢21世紀美術館にて開催。2010年、個展「セラミック・ワーク
ス」を東京の小山登美夫ギャラリーにて開催。2010年～11年、個展「Nobody’s Fool」をニューヨークの
アジア・ソサエティ・ミュージアムにて開催。2012年、個展「君や 僕に ちょっと似ている」が横浜美術館、
青森県立美術館、熊本市現代美術館を巡回（2013年まで）。同年個展「青い森の ちいさな ちいさな おうち」
十和田市現代美術館にて開催。
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【関連イベント】
③　作品集刊行記念トーク　イケムラレイコ × 川内倫子　
　　国内では初となるイケムラレイコ作品集を刊行いたします（8月頃刊行予定）。また写真家の川内倫子
　　と作家が展覧会を通じて交わした写真、絵画、言葉による本展関連書籍も、会期中に合わせて刊行予定
　　です。2冊の作品集の出版を記念して、イケムラレイコと川内倫子による対談が行われます。
　　日　　時｜　2014年10月頃（予定）
　　出　　演｜　イケムラレイコ・川内倫子（写真家）
　　詳細は展覧会特設サイトにてお知らせ致します。

川内倫子　Rinko Kawauchi
1972年滋賀県生まれ。2002年に『うたたね』『花火』で第27回木村伊兵衛賞受賞。2009年にICP
（International Center of Photography）主催の第25回インフィニティ賞芸術部門受賞。2011年に『Illuminance』
を世界5カ国で出版。2012年に東京都写真美術館で個展「照度 あめつち 影を見る」を開催し、第63回芸術選
奨文部科学新人賞、第29回写真の町東川賞国内作家賞を受賞。2013年に写真集『あめつち』を世界3カ国で
出版。個展、グループ展は国内外で多数。主な個展にカルティエ財団美術館（パリ／2006年）、サンパウロ
近代美術館（サンパウロ／2007年）、ヴァンジ彫刻庭園美術館（2008年）などがある。

!

④　学芸員によるギャラリートーク
　　会場にて担当学芸員が展覧会概要と作品の解説を行います。
　　日　　時｜　2014年5月11日（日）・6月15日（日）・8月17日（日）・9月7日（日） 14:00‒（各回約40分）
　　料　　金｜　当日の入館料のみ
　　会　　場｜　ヴァンジ彫刻庭園美術館
　　予約方法｜　申込不要（当日の観覧券をお持ちのうえ、直接会場にお集りください）

その他のイベントは決定次第、展覧会特設サイト（3月20日公開予定）（http://www.pioon.info）また
は、ホームページ（http://www.vangi-museum.jp）にてお知らせいたします。イベント詳細はホーム
ページまたはクレマチスの丘総合インフォメーション（Tel. 055-989-8787）までお問い合わせください。

【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：
　　　新東名長泉沼津I.C.あるいは東名 沼津I.C.より伊豆縦貫道
　　　(東駿河湾環状道路)へ、長泉I.C.出口R246右折／
　　　新東名長泉沼津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）発、
　　無料シャトルバスあり（所要時間約25分）
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下の画像を広報画像として配布いたします。
ご希望の方は、ご希望の画像にチェックし必要事項をご記入の上、下記宛先までFAXくださいますよう、お願い
いたします。
お願い：1.　恐れ入りますが、掲載誌一部をご送付いただきますようお願いいたします。
　　　　2.　クレジット表記は画像の下にあるものを表記願います。
　　　　3.　ご取材の際は事前に担当者までご一報くださいますようお願いいたします。

貴媒体名

©Rinko Kawauchi

《うさぎ女》 2011

掲載号 発売日／放映日 年　　　月　　　日

　　月　　　　日"まで

貴社名 ご担当者様

TEL

E - MAIL

資料お届け期限

【広報用画像】

FAX

*(+：,--./0/.01/,

《Trees on Head》 2013

お問い合わせ
クレマチスの丘広報担当：土屋順子
展覧会企画担当：森啓輔

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347-1
TEL 055-989-8785

《Baby Hare》 2002


