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展覧会名｜ 佐々木 愛 Four Songs

会 期｜ 2014 年 4 月 12 日(土) ― 7 月 8日(火)

概 要｜

ベルナール・ビュフェ美術館は、1973 年に開館以来、フランスの画家ベルナール・ビュフェの作品を

ご紹介してきました。ビュフェは 19 歳のとき小さなギャラリーで作品を発表したことがきっかけとな

り、若干 20 歳で画壇にデビューしています。いつも彼の周りには芸術に熱意をもち、それを支え、分

かち合う人々の存在がありました。

このたび、開館 40 周年を契機として、私たちと同時代に生きている画家に目を向け、彼らの表現世界

と鑑賞者との懸け橋となるべく「21 世紀アートプロジェクト」を立ち上げました。

第一弾は大阪出身の美術作家、佐々木 愛。今回が美術館での初めての個展となります。佐々木が描く

空を舞う鳥が俯瞰したかのような、あるいは夢の中を浮遊しているかのようなイメージは、懐かしい

風景や忘れかけた記憶の断片を呼び覚まします。それらは、自然から生まれ出た清々しい命のように

透明感をたたえ、見る者を包み込む優しさと強さを秘めています。

佐々木は 2005 年から世界各地を巡り、その土地に滞在し、出会った風景や神話からイメージを想起し

二次元に還元してきました。身近な素材を使用したインスタレーションやペインティングを制作発表

し、近年では詩人との共作による「Walking」プロジェクトや砂糖による繊細なウォールペインティン

グなど、感性の赴くままに軽やかに新しいフィールドを開拓しています。

本展覧会では、佐々木愛の表現世界を媒体や手法によって 4 つの“Song”に分けて展示し、作家のつ

むぎだす世界を広くご紹介いたします。

主 催｜ベルナール・ビュフェ美術館

協 力｜モエレ沼公園/三井製糖株式会社/スルガ銀行

開館時間｜10：00 - 18：00 ＊入館は閉館の 30 分前まで

休 館 日｜水曜日 ＊4月 30 日は開館

入 館 料｜大人 1000 円（900 円）/高・大学生 500 円（400 円）/小・中学生無料

＊（ ）内は 20 名様以上の団体料金

会 場｜ベルナール･ビュフェ美術館

静岡県長泉町東野クレマチスの丘（スルガ平）515-57

TEL.055-986-1300/FAX.055-987-5511/www.buffet-museum.jp

http://www.buffet-museum.jp/


Musée Bernard Buffet 

NEWS RELEASE

【作家紹介】

佐々木 愛（ささき あい）Ai Sasaki

1976 年、大阪生まれ。2001 年、金沢美術工芸大学卒業。『キリンアワード 2002』奨励賞受賞。参加した主な展

覧会は、「かわりゆく世界で」（国際芸術センター青森）、「VOCA 展-新しい平面の作家たち」（上野の森美術館）、

「もうひとつの森へ」（メルシャン軽井沢美術館）、「Walking 歩行という経験」（モエレ沼公園）、「水と土の芸術

祭」他多数。青森、韓国、ニュージーランド等のアートインレジデンスに積極的に参加。2010 年、ポーラ美術

振興財団在外研修生としてオーストラリアに滞在。

新しい町に住む事と空からの視点は似ている。場所を移動する事は、いつもと違う角度から物事を見る事が出来るとてもシ

ンプルな方法の一つだ。その新鮮な感覚もすぐになじんでしまって、忘れてしまうかもしれないけれど、今見ている世界と

は違う形の世界がある事を知った事は忘れないと思う。どこに居ても、何度でも、思い出す事は出来る。そうして日々見て

いる景色の中に、新鮮な発見を見いだせればいい。 「毎日のスケッチ」展より

【展示構成】

First Song シュガーペインティング
伝統的なロイヤルアイシング（砂糖、卵白、レモン）による

壁画は佐々木が生み出した表現技法です。本展のために制作

した 3m×7m の壁画は展示期間終了後には取壊し、鑑賞者の記

憶にのみ残されます。 ＊画像は参考イメージです。

Second Song 新作絵画
滞在型の制作スタイルを中心に壁画や絵画作品を発表してき
た作家がクレマチスの丘で描いた絵画を公開します。

Third Song グラフィックワーク
雑誌、パッケージ、バッグなど、様々な媒体に起用されたイ
メージをご紹介します。佐々木の豊かで繊細な感覚が伝わる
作品群です。

Forth Song Walking
詩人の管 啓次郎氏が書き下ろした直筆の詩と、佐々木 愛が
その詩からインスピレーションを受けて描いた絵画、そして
「歩き、読み、考える」ための本を約 100 冊ご紹介します。

≪

「Walking」より 詩/ 管
≪残された物語≫ パネルにロイヤルアイシング
2012 年 撮影：山本糾

door≫ 紙にオイルパステル、色鉛筆 2011 年

啓次郎 2011 年

≪カーテンと扉≫ キャンバスに

油彩 2013 年 撮影/工藤彩子
「Walking」より

紙にオイルパステル 2011 年
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関連イベント

“Four Songs” 展開催中、各種イベントをご用意しております。（すべて予約制）

“歩いてきみははじまった”
対談：管 啓次郎 (詩人) × 佐々木 愛（美術作家）

2009 年から始まった「Walking」プロジェクトは管 啓次郎の詩と佐々木 愛のドローイングの

ともいえるプロジェクト。「Four Songs」で紹介している作品をご紹介しながら文学・アート・

て語っていただきます。

日 時：6月 22 日（日）/ 14：00 - 15：30

会 場：クレマチスの丘アカデミーフォーラム

参加費：無料

管 啓次郎（すが けいじろう）Keijiro Suga

1958 年生まれ。詩人、比較文学者。明治大学院理工学研究科新領域創造ディジタルコンテンツ

『コロンブスの犬』『狼が連れだって走る月』（以上、河出文庫）、『斜線の旅』（インスクリ

賞）、『本は読めないものだから心配するな』『ストレンジオグラフィ』、詩集『Agend'Ars』

左右社）などがある。フランス語、スペイン語、英語からの翻訳多数。サン＝テグジュペ

ま』の斬新な新訳（角川文庫）は話題を呼んだ。

ワークショップ “シュガーペインティング”
ロイヤルアイシング（砂糖を使った絵画）のワークショップ。

日 時：5月 24 日（土）25 日（日）/ 13：30 - 17：00

対 象：小学生から中学生まで / 定 員：20 名

講 師：佐々木 愛 / 参加費：1500 円 会場：ビュフェこども美術館

ワークショップ “向かい合って描きっこ”
親子でも友達同士でも参加できる楽しいワークショプ。

日 時：6月 14 日（土）15 日（日）/ 13：30 - 16：00

対 象：幼児から大人まで / 定 員：20 組

講 師：佐々木 愛 / 参加費：1000 円（2 名 1組） 会場：ビュフェこども美術館

予約方法：お電話にてお申込み。

ベルナール・ビュフェ美術館 TEL055-986-1300

その他のイベントは決定次第、ホームページ（www.buffet-museum.jp）でお知らせします。
イベント詳細はホームページまたはベルナール・ビュフェ美術館までお問い合わせください。

予

予

「Walking」より 詩/ 管 啓「Walking」より 紙にオイルパステル、色鉛筆

2011 年
セッション

旅につい

系教授。著書に

プト、読売文学

４部作（以上、

リ『星の王子さ

予約受付中

約受付中

次郎
約受付中
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CONCERT

tico moon 母の日コンサート “ はじまりの鐘 ”
アイリッシュハープ/吉野 友加とギター/影山 敏彦のデュオ「tico moon (ティコムーン) 」。

７枚目のアルバムとなる「はじまりの鐘」に収録した曲を演奏します。

母の日に心温まるときをお過ごしください。

日 時：5月 11 日（日）/ 開場 13：30 開演 14：00

会 場：ベルナール・ビュフェ美術館/大展示室

料 金：2500 円（入館料込）、小・中学生 1500 円

＊未就学児の入場はご遠慮ください。

予約方法：お電話にてお申込みください。TEL055-986-1300

INFORMATION

開館時間
１０:００―１８:００（４・５・６・７月）

※ご入館は閉館 30 分前まで

休館日
水曜日 ＊４月３０日は開館

入館料
一般１,０００円（９００円）

大学生・高校生５００円（４００円）

中学生以下は無料

※（ ）内は 20 名以上の団体料金

アクセス
お車の場合 【東京方面】東名･裾野 I.C.→R246 経由、沼津方面へ 10 ㎞

【名古屋方面】新東名･長泉沼津 I.C.または東名･沼津 I.C.→伊豆縦貫道(無料区間)へ

長泉 I.C.出口右折、R246 経由 7㎞

電車の場合 JR 東海道線[三島駅]下車、北口(3 番乗り場)発、無料シャトルバスあり(所要時間 25 分)

ベルナール･ビュフェ美術館

静岡県長泉町東野クレマチスの丘（スルガ平）515-57
TEL055-986-1300/FAX055-987-5511/www.buffet-museum.j

予約受付中

ベルナール・ビュフェ美術館エントランス

設計：菊竹清訓／撮影：山本糾
p

http://www.buffet-museum.jp/
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PRESS IMAGES

次の作品について画像資料(デジタルデータのみ)をご用意しています。ご希望の場合は□にチェック（レ）を入

れ、必要事項をご記入の上、FAX にてお申し込みください。

お願い：・クレジット表記は画像下の記載に統一してくださいますようお願いいたします。

・お手数ですが掲載誌一部をご送付ください。

・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

掲載号

発売日/放映日

年 月 日

貴社名

ご担当者名

E-mail

Tel

Fax

ご住所

資料お届け期限

月 日までにご希望

お問い合わせ

展覧会担当：木村 由香

ベルナール・ビュフェ美術館
〒411-0931
静岡県長泉町東野クレマチスの丘（スルガ平）515-57

TEL055-986-1300/buffet@clematis-no-oka.co.jp

FAX.055-987-5511
「Walking」より 紙にオイルパステル、色鉛筆
2011 年
≪door≫ 紙にオイルパステル、色鉛筆 2011 年
≪光≫ キャンバスに油彩 2008 年

≪ふたたびの森≫ パネルにロイヤルアイシング

2013 年 撮影/高嶋清俊

＊ウォールペインティング参考イメージ


