NEWS RELEASE

VANGI SCULPTURE GARDEN MUSEUM
NEWS RELEASE
EXHIBITION OVERVIEW

14 名の想像力が生み出す未知の動物たちと、美術館で出会う
現代を生 きる私たちにとって、動物はどういった存在な

のでしょうか。人類が歩んできた歴史を振り返ってみると、
動物は大切な家族や友として、生命を脅かす危険な敵とし
て、人知を超えた聖なる神やその使いとして、いつでも人
とともにありました。また精神の営みだけでなく、狩猟や
農耕、畜産といった生の営みにおいても、動物は欠かすこ
とができない特別な存在であり続けています。しかし、そ
うして育まれてきた関係が、いつの時代も調和に満ちてい
たとは限りません。むしろ現代では、文明や科学技術の発
達がもたらした生態系への影響によって、人間と動物のつ

小林正人《名もなき馬》2014
©Masato Kobayashi, courtesy of ShugoArts

ながりは失われながら錯綜しています。
展覧会「生きとし生けるもの」では、動物をテーマとした 14 名
のアーティストによる多様な作品表現を通じて、現代の人間と動
物の複雑な関係を見つめ直していきます。絵画や彫刻、写真、映像、
マンガ、詩など、人間の想像力が生み出す未知の動物たちとの出
会いが、美術館で待っていることでしょう。作品がもつ生命の力強
さや躍動は、人間社会が動物を隔てていた規範や固定観念を解き
ほどき、今一度つながるための手がかりとなるかもしれません。
生きとし生けるものすべてが等しく宿している、生のかけがえ
のなさ。人間社会と自然、日常と幻想の境界を飛び越え、軽や

宮崎学《樹洞でヒナを守るメスのフクロウ》1984
©Manabu Miyazaki

かに行き来する動物たちは、生命の連鎖と生の根源的な価値を私
たちに気づかせてくれることでしょう。

GENERAL INFORMATION
展覧会名｜ 生きとし生けるもの 英タイトル｜ All Living Things
会

（日）‒ 11月29 日
（火）
期｜ 2016（ 平成 28）年 7 月 24日

出品作家｜ 淺井裕介、新居幸治（Eatable of Many Orders）、
イケムラレイコ、小林正人、管啓次郎、染谷悠子、
高木正勝、中谷ミチコ、西島大介、橋本雅也、
三沢厚彦、宮崎学、ミロコマチコ、ムラタ有子（以上 14 名）

上右）三沢厚彦《Animal 2007-03》2007
©Atsuhiko Misawa, courtesy of Nishimura Gallery
上左）中谷ミチコ《Fenster》2014
Courtesy of Maki Fine Arts

主

催｜ ヴァンジ彫刻庭園美術館

後

援｜ 静岡新聞社・静岡放送、沼津市教育委員会、三島市・三島市教育委員会、長泉町教育委員会

開館時間｜ 7‒8 月 10:00‒18:00 ／ 9‒10 月 10:00‒17:00 ／ 11 月 10:00‒16:30（入館は閉館の30分前まで）
（祝日の場合は翌日休）
休 館 日｜ 水曜日
（1,100 円）／高・大学生 800 円
（700 円）／小・中学生 500 円（400 円）
入 館 料｜ 7‒10 月 大人 1,200 円
（900 円）／高・大学生 500 円
（400 円）／中学生以下無料
11 月 大人 1,000 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 347-1

Tel.055-989-8787 Fax.055-989-8790 www.vangi-museum.jp
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【展覧会のみどころ】
14 名のアーティストが参加
美術館と庭園の空間を活かした展示構成

1

淺井裕介、Eatable of Many Orders の新居幸治、高木正勝、
西島大介、ミロコマチコ、三沢厚彦ら多様な領域で表現
活動を行う 14 名のアーティストが参加。絵画、彫刻、写真、
映像、マンガ、詩など、アーティストの想像力が生み出す
作品が、美術館と庭園の空間を活かして展示されます。

ムラタ有子《park》2015
©Yuko Murata, courtesy of the artist and GALLERY SIDE 2

テーマは「動物」。生命の価値と
人間と動物の関係を考える

2

展覧会のテーマは「動物」と「生命」。多彩
な作品の体験から、人間社会の規範や固定観
念を解きほぐし、現代の多様な動物と人間の
関係を見つめ直します。また、生きとし生け
るものすべてが等しくもっている生のかけが

西島大介《3 月のぼうや》2015
Photo: Miho Kakuta, ©Daisuke Nishijima

えのなさについて、展覧会とイベントを通じ
て考えていきます。
橋本雅也《タイハイスイセン》（素材：鹿角、鹿の骨）2010
Photo: Tadayuki Minamoto

ワークショップやシンポジウムなど

3
Eatable of Many Orders「2014AW Collection
VEGETABLE LAMB」© Eatable of Many Orders

子どもも大人も楽しめるイベントを開催
幼児から小学生を対象とした動物のお面を作るワークショップ、
白線素材を使って三島市内に動物と植物の地上絵を作るワーク
ショップ、大人を対象とした木彫のワー
クショップなど、子どもから大人まで
楽しめるイベントを多数開催。また、
展覧会参加作家によるテーマを深める
シンポジウムも行われます。

淺井裕介 ワークショップ「植物になった白線＠みやざき」
（都城市立美術館、2012 年）

ミロコマチコ ワークショップ Photo: Yuichiro Tamura

地域の文化とともにある展覧会
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文化施設、商業店舗と連携したサテライト展示
2014 年にヴァンジ彫刻庭園美術館での「イケムラレイコ
PIOON」展に関連して行われた東日本復興支援チャリティ
「PIOON プロジェクト」。「生きとし生けるもの」展参加作
家による三島市内を中心とした文化施設、商業店舗でのサ
テライト展示として、「PIOON プロジェクト 2016」が地域
と協力しながら、展覧会会期中に開催されます。
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イケムラレイコ《ベイビーうさぎ》2002
Photo: Philipp von Matt, ©Leiko Ikemura
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【作家紹介】
淺井 裕介

Yusuke Asai

中谷 ミチコ

Michiko Nakatani

1981年東京都生まれ。
1999 年神奈川県立上矢部高等学校美術陶芸

1981年東京都生まれ。
ドレスデン造形芸術大学 Meisterschülerstudium

刻の森美術館、神奈川、2015-2016 年）
、
「長崎アートプロジェクト

Fine Arts、東京、2015 年）
、
「souzou no kage」
（森岡書店、多摩美

コース卒業。近年の主な個展に「淺井裕介ー絵の種 土の旅」
（彫

修了。近年の主な個展に「暗い場所から、明るい場所まで」
（Maki

2013 根っこのカクレンボ＠ながさき」
（浜んまち商店街ほか、

術 大 学 彫 刻 棟 ギ ャ ラ リ ー、と も に 東 京、2014年）
、
「Souzou no

長崎、2013年）
、
「尻尾の森」
（カモ井加工紙株式会社第二撹拌工場、

Yoroi」
（Galerie Rothamel、フランクフルト、2014 年）
、
「Schatten der

岡山、2013年）など。

Vorstellung」
（Galerie Graﬁkladen、
ドレスデン、2014年）など。

新居幸治
（Eatable of Many Orders） Koji Arai

西島 大介

1975年東京都生まれ。多摩美術大学で建築を学んだ後、
アントワー

1974 年東京都生まれ。2004 年描き下ろしコミック『凹村戦争』
（早

プ王立美術アカデミー卒業。新居洋子とともに鞄・靴を中心とし

川書房）でマンガ家としてデビュー。同作は第 8 回文化庁メディア

たブランド「Eatable」を 2007 年より開始（2008 年に「Eatable of

芸術祭審査員推薦作品となり、第35回星雲賞アート部門受賞。作品

Many Orders」に改名）
。Eatable of Many Orders 名義での近年の主

に『世界の終わりの魔法使い』
（河出書房新社）
、
『ディエンビエン

な展覧会に「Future Beauty 日本ファッションの未来性」
（東京都

フー』
（小学館）など。2012 年に刊行した『すべてがちょっとずつ

現代美術館、東京、2012年）など。

イケムラレイコ

優しい世界』で第 3 回広島本大賞を受賞、第 17 回文化庁メディア芸
術祭推薦作に選出。
「DJ まほうつかい」名義でピアノ演奏による音

Leiko Ikemura

楽活動も行う。

三重県生まれ。1970-72 年大阪外国語大学スペイン語科に在籍後、
セビリア美術大学に学ぶ。ベルリン芸術大学教授。主な個展に
「イ

橋本 雅也

ケムラレイコ うつりゆくもの」
（東京国立近代美術館、東京／三

主な個展に「橋本雅也 間なるもの」( 金 沢 21 世紀美術館デザイン

イツ、2013 年）
、
「イケムラレイコ PIOON」
（ヴァンジ彫刻庭園

ギャラリー、2014 年）
、
「殻のない種」( ロ ンドンギャラリー、

美術館、静岡、2014年）など。

2012 年)、
グ ル ー プ 展 に「高橋コレクション展 ミラー・ニューロン」
( 東京オペラシティ アートギャラリー、2015 年 )、
「古代礼賛、中世

Masato Kobayashi

礼賛」展 ( 正 木美術館、2009 年 ) など。

1957 年東京都生まれ。東京藝術大学美術学部油画専攻卒業。東京

藝術大学准教授。主な個展に
「この星の絵の具」
（高梁市成羽美術館、

三沢 厚彦

2009 年）
、
「LOVE もっとひどい絵を！ 美しい絵 愛を口にする以

刻専攻修了。武蔵野美術大学教授。2007 年より全国各地の美術館

2012 弁明の絵画と小林正人」
（セゾン現代美術館、
長野、
2012）
「
、名

で「三沢厚彦 ANIMALS」展を開催。主な作品集に『三沢厚彦 ア

もなき馬」
（シュウゴアーツ、東京、2014年）など。

ニマルズ』
、
『ANIMALS＋』
、
『ANIMALS No.3』
（ともに求龍堂）など。

Keijiro Suga

宮崎 学

1958 年 生 ま れ。詩 人、比 較 文 学 者。明 治 大 学 理 工 学 部 教 授。

Manabu Miyazaki

1949年長野県生まれ。1978 年『ふくろう』で第 1 回絵本にっぽん

ASLE-Japan ／文学・環境学会代表。著書として『コロンブスの犬』

大賞、1982年『鷲と鷹』で日本写真協会新人賞、1990 年『フクロウ』

『狼が連れだって走る月』
（以上、河出文庫）
、
『本は読めないもの

で第 9 回土門拳賞、1995年『死』で日本写真協会年度賞、
『アニマ

だから心配するな』
（左右社）
、
『斜線の旅』
（インスクリプト、読

ル黙示録』で講談社出版文化賞受賞。

売文学賞）
、詩集『Agend'Ars』４部作など。

染谷 悠子

Atsuhiko Misawa

1961年京都府生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程彫

上」
（シ ュ ウ ゴ ア ー ツ、東 京、2010 年、2012 年）
、
「ART TODAY

管 啓次郎

Masaya Hashimoto

1978 年岐阜県生まれ。独学で彫刻の技術を習得し、制作を続ける。

重県立美術館、三重、2011-12 年）
、カールスルーエ州立美術館（ド

小林 正人

Daisuke Nishijima

ミロコマチコ

Yuko Someya

mirocomachiko

1981年大阪府生まれ。画家、絵本作家。
「オオカミがとぶひ」にて

1980年千葉県生まれ。東京藝術大学大学院版画専攻修了。2004

第18 回日本絵本賞大賞を受賞。2014 年『てつぞうはね』
（ブロンズ

年に町田市立国際版画美術館「全国大学版画展」収蔵賞／観客賞、

新社）で第 45 回講談社出版文化賞絵本賞、
『ぼくのふとんはうみで

2014 年に上野の森美術館「VOCA2014」佳作賞受賞。近年の主な

できている』
（あかね書房）
で第 63 回小学館児童出版文化賞を受賞。

個 展 に Richard Heller Gallery（サ ン タ モ ニ カ、2014年）
、8/ ART

2014年に初の画集『けだらけ』
（筑摩書房）を出版。

GALLERY/ Tomio Koyama Gallery（東京、2013年）
、小山登美夫ギャ
ラリー京都（京都、2010年）など。

ムラタ 有子

高木 正勝

な個展にギャラリー SIDE 2（東京、2012年）
、Gallery Hyundai（ソ

Yuko Murata

1973 年神奈川県生まれ。セツ・モード・セミナー卒業。近年の主

Masakatsu Takagi

1979 年京都府生まれ。音楽家、映像作家。長く親しんでいるピア

ウル、2012 年）
、Inman Gallery（ヒューストン、2010 年）
、Galeria

ノを用いた音楽、世界を旅しながら撮影した “ 動く絵画 ” と評さ

Horrach Moya（マヨルカ、2010 年）など。

れる映像、両方を手掛ける。細田守監督作「バケモノの子」
、
「お
おかみこどもの雨と雪」の映画音楽をはじめ、CM音楽などコラボ
レーションも多数。
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【関連イベント 1】

オープニングトーク 小林正人 × 三沢厚彦
馬を主題とした絵画制作に近年取り組む小林正人氏と、木彫の動物作品「ANIMALS」のシリーズで知られる三沢
厚彦氏による絵画と彫刻をめぐる対談です。
日時：7 月 24 日（日） 15:00-16:30

定員：150 名 全席自由 要予約（クレマチスの丘コミュニケーションセンター Tel. 055-989-8785（水曜休））
料金：当日の入館料のみ

会場：クレマチスの丘ホール
（ヴァンジ彫刻庭園美術館隣接会場）
予約方法：お電話にてお申し込みください。

小林正人 Masato Kobayashi
1957 年東京生まれ。1984 年東京藝術大学美術学部油画専攻卒業。1985 年初個展を機に東京 国立のアトリエで
制作を始める。1994 年
《絵画の子》
で VOCA 奨励賞。1996 年サンパウロビエンナーレ日本代表。1997年キュレー
ター ヤン・フート氏に招かれ渡欧。以降ベルギー、ゲント市を拠点に各地で現地制作を行う。2006 年帰国。
主 な 個 展 に「小 林 正 人 展」宮 城 県 美 術 館（2000 年）
、
「A Son of Painting」ゲ ン ト 現 代 美 術 館（2001 年）
、
「STARRY PAINT」テンスタコンストハーレ、スウェーデン（2004 年）
、
「この星の絵の具」高梁市成羽美術館
（2009 年）
、
「LOVE もっとひどい絵を！ 美しい絵 愛を口にする以上」シュウゴアーツ（2010 年、2012 年）
、
「ART TODAY 2012 弁明の絵画と小林正人」セゾン現代美術館（2012 年）
。
「名もなき馬」シュウゴアーツ（2014年）
。

三沢厚彦 Atsuhiko Misawa
1961年京都生まれ。1989 年東京藝術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。2000 年動物の姿を等身大で
彫った木彫「ANIMALS」シリーズを制作開始。同年より西村画廊（東京）で個展開催。2001 年に第20 回平櫛田中
賞を受賞。2002年初の作品集『三沢厚彦 アニマルズ』
（求龍堂）を刊行。2007 年から「三沢厚彦 ANIMALS+」展
が平塚市美術館を皮切りに全国 5 会場を巡回。その後も各地の美術館で個展を多数開催し好評を博す。近年の主
な個展に、2013年に三重県立美術館、浜松市美術館、2014年高松市美術館、岩手県立美術館、周南市美術博物館、
2015 年高梁市成羽美術館、釧路市美術館など。今最も注目されている木彫作家の一人。近著に 2013 年の作品集
『ANIMALS No.3』
（求龍堂）
、
『動物の絵』
（青幻舎）
。

ナイトミュージアム
CANDLE NIGHT 2016 高木正勝コンサート
クレマチスの丘の夏の風物詩、キャンドルナイト・コンサート。今年は世界的に活躍する

音楽家・映像作家の高木正勝による一夜限りのコンサートを開催。コンサート会場に響き
わたる音楽と映像、キャンドルでライトアップされた庭園をお楽しみください。
日時：8 月 13 日（土） 開場 17:30 開演 18:00
出演：高木正勝

定員：200 名 全席自由 お申し込み先：クレマチスの丘コミュニケーションセンター Tel. 055-989-8785（水曜休））
料金：5,000 円／中学生以下 2,500 円（美術館・キャンドルナイト入館料を含みます）
会場：クレマチスの丘ホール（ヴァンジ彫刻庭園美術館隣接会場）

高木正勝 Masakatsu Takagi
音楽家／映像作家。長く親しんでいるピアノを用いた音楽、世界を旅しながら撮影した “ 動く絵画 ” と評される映像、
両方を手掛けるアーティスト。2009年 Newsweek 日本版で「世界が尊敬する日本人100人」の 1 人に選ばれるなど世界
的に注目を集める。映画「おおかみこどもの雨と雪」
、
「バケモノの子」
、スタジオジブリを描いた「夢と狂気の王国」
などの音楽を手掛ける。2013年、
アフリカ開発会議 (TICADⅤ) 関連企画としてエチオピアを訪問・取材し、映像作品『う
たがき』を発表した。昨年、5 年ぶりのホールワンマンコンサート『山咲み』を開催。今年も各所で開催しパッケージ
作品化も予定している。
http://www.takagimasakatsu.com/
Photo: Ryo Mitamura

5

VANGI SCULPTURE GARDEN MUSEUM
NEWS RELEASE
RELATED EVENTS 2

【関連イベント 2】

シンポジウム「生きとし生けるもの」
今を生きる私たちにとって、動物とはどういう存在なのでしょうか。展覧会参加作家の活動や作品に
まつわる声に耳を傾け、さまざまな芸術の表現から現代の人と動物の関係を考えます。
日時：10 月 30 日（日）12:30-17:00

出演：新居幸治、管啓次郎、染谷悠子、中谷ミチコ、西島大介、橋本雅也、宮崎学、ムラタ有子、森啓輔

定員：150 名 全席自由 要予約（クレマチスの丘コミュニケーションセンター Tel. 055-989-8785（水曜休））
料金：無料

会場：クレマチスの丘ホール（ヴァンジ彫刻庭園美術館隣接会場）

ワークショップ

染谷悠子《土を慕い、草花鳴らし光こぼるる》
（部分）2014
© Yuko Someya, courtesy of Koyama Art Projects

予約申し込み先：クレマチスの丘コミュニケーションセンター

Tel. 055-989-8785（水曜休）

ミロコマチコ「変身！ヘンテコどうぶつ」

淺井裕介「白線ワークショップ 動物の森をつくる」

日時：7 月 30 日（土）13:00-15:00

日時：9 月 17 日（土） 13:00-16:00
対象：小学校 3 年生以上（小学生のお子さまは保護者の方も

対象：4 歳から小学校低学年（保護者のご同伴を必ずお願い

一緒にご参加ください）

いたします）

定員：15 名

定員：20 名 要予約
参加費：入館料のみ
会場：ヴァンジ彫刻庭園美術館
持ち物：はさみ

要予約

参加費：500 円（小学生、保護者の方は入館料別途）
会場：ヴァンジ彫刻庭園美術館

持ち物：汚れても良い格好でお越しください

三沢厚彦「動物を彫ろう」

ミロコマチコ「でっかいクジラがやってきた」

日時：10 月 2 日（日）、9 日（日）、16 日（日） 計 3 回

日時：7 月 31 日（日）15:00-17:00

10:00-15:00（ただし3回目のみ10:00-13:00）

対象：4歳から小学生（保護者のご同伴を必ずお願いいたします）
定員：30名

©Yusuke Asai

対象：高校生以上（3日間とも参加できる方に限ります）

要予約

定員：12名

参加費：500円（小学生、保護者の方は入館料別途）

要予約

参加費：3,500円（3日間の入館料を含む）

会場：ヴァンジ彫刻庭園美術館

会場：ヴァンジ彫刻庭園美術館

持ち物：着替え、タオル。洗っても落ちない絵の具を使

持ち物：ノミ、彫刻刀（お持ちの方のみ）

います。汚れても良い格好でお越しください。

新居幸治「ソーセージづくり」
日時：11 月 5 日（土） ①10:30-12:30 / ②13:00-15:00

対象：小学生以上（小学生のお子さまは保護者の方も一緒に
ご参加ください）

定員：15名

要予約

参加費：1,000円（入館料別途）

ミロコマチコ「するところ」
Photo: Naomi Muto

会場：ヴァンジ彫刻庭園美術館

ギャラリートークなどその他にもイベントを開催予定です。詳細は展覧会特設サイト（http://all-living-things.com）まで。

【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）3 番乗り場発、
無料シャトルバスあり
（所要時間約 25 分）
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PRESS IMAGES
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、
下記宛先までメールまたは 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
掲載号

発売日／放映日

貴社名

ご担当者様

TEL

FAX

年

月

日

E - MAIL
資料お届け期限

月

日 まで

【広報用画像】

宮崎学《樹洞でヒナを守るメスのフクロウ》1984
©Manabu Miyazaki

ミロコマチコ《ナガスクジラ》2010
Photo: SKKY, ©mirocomachiko

三沢厚彦《Animal 2007-03》2007
©Atsuhiko Misawa,
courtesy of Nishimura Gallery

小林正人《名もなき馬》2014
©Masato Kobayashi, courtesy of ShugoArts

淺井裕介《全ての場所に命が宿る》2015
「未見の星座〈コンステレーション〉」展（東京都現代美術館、2015 年）
Photo: Ken Kato, ©Yusuke Asai, courtesy of ARATANIURANO

お問い合わせ

ヴァンジ彫刻庭園美術館

展覧会企画担当：森啓輔

〒411-0931
静岡県長泉町東野クレマチスの丘 347-1
TEL 055-989-8785
www.vangi-museum.jp

E-mail: info@clematis-no-oka.co.jp
F A X： 055-989-8790
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