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この星のうえで
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志村信裕
《bucket garden》2012 年 ©Nobuhiro Shimura
Photo by Hako Hosokawa

 杉戸洋
《the day going back home 》1996 年 ©Hiroshi Sugito

森万里子
《トランスサークル 》2004 年 ©Mariko Mori
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Exhibition & Profile 

本展では、7名の現代作家に焦点をあて、この星のうえで育まれてきた私たちの世界に新たな光をそそぐ多様な

視点をご紹介いたします。

古来より人々を魅了してやまない星の瞬きは、ときに人がもつ想像力によってつながれ、混沌とした夜空のうち

に、いくつもの星座が生み出されてきました。今を生きる作家たちもまた、その豊かな想像力や社会への問題意

識によって、現代の複雑な社会のなかに様々なつながりを見出し、私たちの感覚や身体に訴えかける作品を生み

出しているといえるでしょう。まるで星のように、作品が美術館に散りばめられた本展は、「想像力の星空」と

いえるかもしれません。

また文明や歴史、自然をみつめる作家のまなざしは、遥か遠くにある星と同様に、私たちが今立っている地球も

一つの星であることを、気づかせてくれることでしょう。この星のかけがえのなさを、静かな光で照らし出す作

品が織りなす満天の星空を、ぜひご覧ください。 

出品作家（アイウエオ順） 

小林正人　Masato Kobayashi：絵画／ 1957 年東京都生まれ。1984 年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。画家。

杉戸洋　Hiroshi Sugito：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。

島袋道浩　Shimabuku：映像作品、ドローイング／ 1969 年兵庫県生まれ。1992 年サンフランシスコ美術大学卒業。美術家。

志村信裕　Nobuhiro Shimura：映像作品／ 1982 年東京都生まれ。2007 年武蔵野美術大学大学院造形研究科デザイン専攻映像コース修了。美術家。

野口里佳　Rika Noguchi：写真作品／ 1971 年埼玉県生まれ。1994 年日本大学芸術学部写真学科卒業。写真家。

廣瀬智央　Satoshi Hirose：立体作品／ 1963 年東京都生まれ。1989 年多摩美術大学卒業。1997 年ミラノ・ブレラ美術アカデミー修了。美術家。

森万里子　Mariko Mori：立体作品／ 1967 年東京都生まれ。1993 年ホイットニー美術館、インディペンデント・スタディ・プログラム修了。美術家。
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Event

会期中のイベント

■母の日　tico moon コンサート

　毎年恒例の母の日コンサート。昨年の反響をうけて今年も tico moon（ティコ・ムーン）の音楽をお届けいたします。

　アイリッシュハープとギターのアコースティックデュオの奏でる透明感あふれるサウンドをお楽しみください。

　

　日時＝2013年 5月 12日（日）　開演 14：00／終演 15：30予定

　会場＝ヴァンジ彫刻庭園美術館　展示室

　料金＝入館料のみ、全席自由

　※ご予約不要

　【tico moon（ティコ・ムーン）プロフィール】

　2001年 7月、ハープ奏者・吉野友加とギター奏者・影山敏彦によって結成されたデュオ
　ユニット。音の響き合う瞬間を大切にした演奏活動を行っている。2011年結成 10周年
　記念アルバム「Dream Garden」をリリース。http://www.ticomoon.com

■イイノナホ ペーパーウエイトブック 出版記念展「ガラスとヒカリ」

　クローバーのペーパーウエイトで知られるガラス作家イイノナホ。活動 20年の節目の年に『ガラスとヒカリ』

　（mille books）が出版されました。本展では作品集からガラスのペーパーウエイトが並びます。陽光差し込む

　気持ちの良いガーデナーズハウスにて、繊細な手仕事をご覧ください。会場では一部作品を数量限定で販売、

　またカフェ＆ショップ TREEHOUSE（4/22OPEN）では、シャンデリア作品「balloons」を展示しています。

　

　展示期間＝2013年 4月 27日（土）ー 5月 28日（火）　　

　会場＝ガーデナーズハウス

　【イイノナホ プロフィール】
　ガラス作家。武蔵野美術大学彫刻科卒業後、東京ガラス工芸研究所
　日曜講座、ビルチャック・グラススクール（シアトル）で学んだ後、
　ガラス作家として活動をはじめる。アートピースのほか、ペーパー
　ウエイトなどのプロダクツにも力をいれ、フランス、アメリカ、
　韓国をはじめ国内外で活躍。著書に『水と空のあいだ』（六耀社）
　『ガラスとヒカリ』（mille books）。　 http://www.naho-glass.com 

クレマチスの丘　展覧会

■ベルナール・ビュフェ美術館　

　1973-2013 The 40th Anniversary of MUSÉE BERNARD BUFFET

　現代の眼で見るベルナール・ビュフェ　

　会期＝2013年 4月 22日（月）ー 2014年 3月 23日（日）

■IZU PHOTO MUSEUM

　コレクション展　ふたたびの出会い

　会期＝2013年 4月 21日（日）ー 9月 29日（日）・予定

　

Photo by Taro Terasawa
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Information

　　　　展覧会名　　ヴァンジ彫刻庭園美術館コレクション展　

　　　　　　　　　　この星のうえで

　　　　会期　　　　2013 年 4月 4日（木）ー 5 月 26 日（日）

　　　　会場　　　　ヴァンジ彫刻庭園美術館　企画展アートスペース、常設展示スペース

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ー 18：00　＊最終入館は閉館の 30分前まで

休館日　　毎週水曜日

　　　　　＊2013 年 4月 25 日（木）ー 5 月 7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］新東名 長泉沼津 I.C. もしくは東名沼津 I.C. より伊豆縦貫道へ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  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 )3 番乗り場発、無料シャトルバスあり

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/
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Images

下記の 3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) 森万里子《トランスサークル》2004 年©Mariko Mori □ b) 杉戸洋《the day going back home 》1996 年©Hiroshi Sugito

□ c) 志村信裕《bucket garden 》2012 年©Nobuhiro Shimura

■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

Photo by Hako Hosokawa
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