NEWS RELEASE

2021.8.31 修正版

Everybody Needs a Rock

すべての ひとに 石が ひつよう

冨長敦也《地平の人》2004 年

目と、手でふれる世界
Seeing the world through the eyes and hands

Leiko Ikemura

Tatsumi Oki

イケムラ・レイコ

大木 逹 美

北川太郎

Taro Kitagawa

Hossein Golba

ホセイン・ゴルバ

Sachi Hasegawa

Satoshi Hirose

Atsuya Tominaga

長 谷 川さ ち

廣 瀬 智央

冨長 敦 也

ジュリアーノ・ヴァンジ

Giuliano Vangi

ヴァンジ彫刻庭園美術館
Vangi Sculpture Garden Museum

2021. 10.23 sat. – 2022. 3.29 tue.

NEWS RELEASE

Vangi Sculpture Garden Museum

すべての ひとに 石が ひつよう
目と、手でふれる世界

あなたは、自分の石を持っていますか？

−北山耕平

バード・ベイラー著、北山耕平訳『すべてのひとに石がひつよう』
（河出書房新社、1994 年）より

冨長敦也《Love Stone Project−Home》2020 年

北川太郎《手の考える世界》2016-2021 年

展覧会概要
私たち人間は太古の昔から、祭祀や儀式のために、また禍いからの護身や豊穣多産の願いを込めて、
自然物である石を彫り、かたちをつくってきました。現代に生きる作家たちもまた、ゆるぎない強さを持
つ石との出会いの中で、石という素材と、そして石と対峙する自分自身と向き合いながら作品を制作して
います。本展では、「石の声」を聴くように制作を行う 8 名の作家による石彫作品を紹介します。
この世にある目に見えない気配、神聖な場所から感じ取れる何かを石の力を借りて可視化しようとする
長谷川さちや、人間をテーマに石を彫り続け、各地で石を磨くプロジェクトを精力的に行い、人と石とをつ
なげる冨長敦也、自然を洞察し瞑想するための場所を樹木の影をもとに形づくるホセイン・ゴルバなど、作
家たちはそれぞれに石を彫り、かたちをつくっています。丁寧に「石の声」を聴き、制作された彫刻作品を
鑑賞することは、石と人間の根源的なかかわりについて、そして、今ここにいる自分という存在について、
思いをめぐらせることになるでしょう。
また本展では、作家による作品を、目でみるだけではなく、手でふれて鑑賞することができます。実際に作
品にふれることで、作家がその石にみたものや感じたものと出会うことができるかもしれません。「石の声」
に耳を傾けながら、石が持つ確かな世界に、目と手でふれてみませんか。

２
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展覧会のみどころ
1 石と真摯に向き合ってきた、国内外 8 名の参加アーティストの作品と出会う
長い年月をかけて、石という素材と真摯に向き合ってきた国内外の作家たちの作品をご紹介します。神奈川県真鶴
町で採掘される「小松石」を用いた作品や、イタリアにあるカッラーラの山から採掘されミケランジェロが好んで
使ったスタトゥアリオという白い大理石でつくられた、ゴルバ・ホセインとイケムラレイコによる新作も展示しま
す。石との出会いから始まる、作家と石との対話の軌跡をぜひご覧ください。

２ 目と、手でふれる展覧会を実現
本展覧会の出展作品の多くは、手におさまるサイズで制作されています。本展では「触察」を推奨しており、目で
みるだけでなく、手でふれて作品を鑑賞いただけます。「触察」とは、主に視覚に障がいのある人が作品に手でふ
れて、そのフォルムや素材を感じ取りながら、「手でみること」を可能とする鑑賞法として知られています。
ヴァンジ彫刻庭園美術館では、より多くの方に豊かな美術館体験をしていただくことを目指し、2020 年より「ふ
れる鑑賞」を推進する取り組みを行っております。この機会に、目と、手でふれる、すべての人に開かれた展覧会
をぜひ体験してみてください。
＊展示室では、手の消毒を徹底し、触察による鑑賞を行います。

３ 「真鶴町 石の彫刻祭 2021」と「すべてのひとに石がひつよう」展、２つの展覧会をめぐる
「真鶴町

石の彫刻祭」とは、1963 年に神奈川県西部に位置する真鶴半島で開催された、日本初となる野外彫刻展

「世界近代彫刻シンポジウム」の理念を継承し、2019 年より実施されている野外彫刻祭です。本展覧会の参加作家
のうち６名が「真鶴町 石の彫刻祭」に参加しています。同時期に開催される 2 つの展覧会をめぐり、豊かな自然
溢れる環境で、石彫作品の奥行きをぜひ体感してみてください。

４ 『すべての ひとに 石が ひつよう』
本展のタイトルは、絵本『すべての ひとに 石が ひつよう』（バード・ベイラー著、北山耕平訳、河出書房新社、
1994 年）からつけたものです。自分の直感をたよりに、色や匂い、触り心地をたしかめ、石の声に耳を傾けながら、
自分にとって特別な石をみつける方法が語られるこの絵本では、石と向き合い、自分の石を持つことで、地球との
付き合い方がわかるようになることを教えてくれます。
展覧会名｜すべての ひとに 石が ひつよう

目と、手でふれる世界

参加作家｜イケムラ・レイコ、大木逹美、北川太郎、ホセイン・ゴルバ、長谷川さち、
廣瀬智央、冨長敦也、ジュリアーノ・ヴァンジ
会

期｜2021 年 10 月 23 日（土）̶2022 年 3 月 29 日（火）

主

催｜ヴァンジ彫刻庭園美術館

開館時間｜10 月・2 月・3 月 10:00-17:00 ／ 11-1 月 10:00-16:30 ／（入館は閉館の 30 分前まで）
休 館 日 ｜水曜日（11 月 3 日、2 月 23 日（水・祝）は開館）、11 月 4 日（木）、2 月 24 日（木）、
年末年始（2021 年 12 月 26 日（日）-2022 年 1 月 5 日（水））
入 館 料 ｜10 月

大人 1,200 円（1,100 円）／高・大学生 800 円（700 円）／中学生以下無料

11 月−3 月
※（
会

大人 1,000 円（900 円）／高・大学生 500 円（400 円）／中学生以下無料

）内は 20 名様以上の団体割引

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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作 家紹介
イケムラレイコ（Leiko Ikemura）

三重県生まれ。大阪外国語大学スペイン語学科中退。1970 年代にスペインへ渡る。セビリア美術大学に入学し、ファインアート科
を卒業。その後、スイス・チューリッヒ、ドイツ・ニュルンベルクを経て、ベルリンとケルンを拠点に活動。1991 年から 2015 年
までベルリン芸術大学絵画科教授。欧州を中心に世界各国で個展、グループ展に参加。日本での主な個展に、
「うつりゆくもの」（東
京国立近代美術館、東京；三重県立美術館、三重、2011 年）、「PIOON」（ヴァンジ彫刻庭園美術館、静岡、2014 年）、「土と星 Our
Planet」( 国立新美術館、東京、2019 年 )。

大木達美 (Tatsumi Oki)

1948 年東京都生まれ。1971 年東京造形大学彫刻科卒業。1974 年イタリア・カラーラに渡り、SGF 彫刻工房にて制作を行う。以降、
イタリアと東京を中心に活動。1981-82 年ロータリー財団奨学生としてテキサス大学大学院留学。イタリアやギリシャ、日本などの
彫刻シンポジウムに参加。2000 年イタリア・カラーラにて《コスモ・ピープル》が制作、設置される。そのほか、渋谷・道玄坂に《時
の化石》、東京・八王子市に《化石》、北海道洞爺湖「健康館」に《コスモ・ピープル》設置。2001 年 8 月逝去。

北川太郎（Taro Kitagawa）

1976 年兵庫県生まれ。2000 年金沢美術工芸大学彫刻専攻卒業。2007 年愛知県立芸術大学大学院彫刻専攻修了。2007-10 年文化庁新
進芸術家在外研修員としてペルーのクスコにて制作研究。主な個展に「厚みある時間」(ペドロ・デ・オスマ博物館、ペルー、2011 年）、
「時
空の交点」( クスコ市立現代美術館、ペルー、2011 年）、
「目の目 手の目 心の目 体感の向こうに広がる世界」( 岡山県立美術館、
岡山、2015 年 ) 等。現在、岡山県備前市のアトリエで制作。

冨長敦也 (Atsuya Tominaga)

1961 年大阪府生まれ。1984 年金沢美術工芸大学美術工芸学部美術学科彫刻専攻卒業。1986 年金沢工芸大学大学院美術工芸研究科
絵画・彫刻専攻修了。能勢黒御影石石切り場（大阪府豊能郡）にて制作を始める。1997 年ポーラ美術振興財団在外研修助成を受け
イタリアに滞在。2013 年第 25 回 UBE ビエンナーレ（現代日本彫刻展）にて大賞受賞。同年、Love Stone Project の活動を開始し、
国内外でプロジェクトを展開している。現在、大阪府豊中市の中学美術科の教諭として勤務。

長谷川さち (Sachi Hasegawa)

1982 年兵庫県生まれ。2004 年武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業。2006 年武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻
彫刻コース修了。2008 年より hino gallery、switch point などで個展を開催する。主なグループ展に「ロビー展 レイライン−長谷
川さちの彫刻」（平塚市美術館、神奈川、2017 年）、「空間に線を引く 彫刻とデッサン展」（平塚市美術館など、2019 年）、｢四次元を
探しに−ダリから現代へ｣（諸橋近代美術館、福島、2021 年）、
「オムニスカルプチャーズ」（武蔵野美術大学美術館、東京、2021 年）。

廣瀬智央（Satoshi Hirose）

1963 年東京都生まれ。多摩美術大学卒業後に、1991-92 年イタリア政府給費奨学生として渡伊。1997 年ミラノ・ブレラ美術アカデミー
を修了。2008-09 年文化庁在外研修員としてニューヨークに滞在。イタリアを拠点に、日本、アジア、ヨーロッパなど世界各地の展
覧会に参加。近年の主な個展に「Flâneur」
（モリーゼ州文化財団、イタリア、2016 年）、
「廣瀬智央展、森のコスモロジー」
（小山登美夫ギャ
ラリー、東京、2017 年）、「地球はレモンのように青い」（アーツ前橋、群馬、2020 年）。現在イタリア・ミラノを拠点に活動在住。

ホセイン･ゴルバ (Hossein Golba)

1956 年 イラン・バーボル生まれ。1976 年 イタリアに移住。1983 年 ミラノ・ブレラアカデミア美術学校卒業。個展「時間の彫刻
−場所はない）」( ファットリア・ディ・チェッレ、ピストイア）、
「黄金の日」（ラ・マッラーナ、モンテマルチェッロ）等、個展・グルー
プ展を欧州各国で開催。1997 年 来日。以後、東京を拠点に活動する。日本での主な個展に「時を彫る」（山口県宇部市ときわミュー
ジアム、山口、2008 年）、
「Ｎaan−寛容の詩学」
（ギャラリー TOM、東京、2011 年）、
「時を彫る 2016」（加地邸、神奈川、2016 年）、
「ひ
かりのきず｜きずのひかり」（若葉町ウォーフ、神奈川、201９年）。主な国際展として、シンガポールビエンナーレ（2006 年）、別
府現代芸術フェスティバル（2009 年）、ポズナンビエンナーレ（2010 年）。

ジュリアーノ・ヴァンジ（Giuliano Vangi）

1931 年イタリア・フィレンツェ近郊生まれ。フィレンツェ国立美術学校で学んだ後、ペーザロ美術学校で教鞭をとる。1959 年から
62 年までブラジルに滞在し、1960 年にサンパウロ近代美術館で個展。1967 年のフィレンツェ、ストロッツィ宮での個展以降、国
内外で評価を高める。「現代イタリア彫刻の全貌」展（箱根彫刻の森美術館、神奈川、1972 年）で、ヴァンジの彫刻がはじめて日本
に紹介される。1995 年、フォルテ・ディ・ベルヴェデーレ（フィレンツェ）で大回顧展、ヴェネチア・ビエンナーレでド・フォルニ賞受賞。
2002 年ヴァンジ彫刻庭園美術館（静岡県）が開館、高松宮殿下記念世界文化賞彫刻部門受賞。90 年代以降、ピサ大聖堂などイタリ
ア各地の宗教彫刻を手がける。現在、ペーザロとピエトラサンタを拠点に活動。
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展覧会関連イベント
トークイベント「なぜすべての人に石が必要なのか？」
日時：未定

定員：50 名（要予約、自由席）

出演（予定）：イケムラレイコ、北川太郎、冨長敦也、長谷川さち、廣瀬智央、

水沢勉（神奈川県立近代美術館長）、岡野晃子（ヴァンジ彫刻庭園美術館副館長）
※詳細が決まり次第、当館ウェブサイトでご案内いたします

冨長敦也によるワークショップ
「Love Stone Project - クレマチスの丘」

北川太郎によるワークショップ
「石の家をつくろう」

講師｜冨長敦也（本展参加作家）、美術館学芸員

講師｜北川太郎（本展参加作家）

日程｜会期中に複数回実施予定

日時｜3 月 19 日 14:00-16:00

会場｜ヴァンジ彫刻庭園美術館 庭園内

会場｜ヴァンジ彫刻庭園美術館 展示棟

参加費｜当日の入館料のみ、申込不要

対象｜子どもから大人まで

対象｜子どもから大人まで

お申し込み開始日｜2 月 7 日 ( 月 )10:00 より

定員｜15 名（要予約）

イベント予約方法｜お電話にてお申し込みください。
クレマチスの丘コミュニケーションセンター 055-989-8785（水曜休）
※イベント、ワークショップは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更または中止することがございます。
※その他にもイベントを開催予定です。最新情報は当館ウェブサイトをご覧ください。

アクセス情報

○お車の場合

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／城山交差点左折／静岡
がんセンター方面へ

新東名 長泉沼津 I.C. より約 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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広報用画像
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、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 でご連絡ください。
お願い：1. お手数ですが、掲載誌一部をご送付ください。
2. クレジット表記は画像下にあるものを表記ください。
3. ご取材の際は事前に担当者までご一報ください。

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

□

冨長敦也《地平の人》2004 年

□

北川太郎《手の考える世界》2016-2021 年

月

日 まで

お問い合わせ
クレマチスの丘広報担当：村内みれい

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

□

ホセイン・ゴルバ《自然を洞察し、瞑想するための７つの休憩の場所、
第５ストップ「水の音を聴く」》2001 年

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（水曜休）
www.vangi-museum.jp
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「すべての ひとに 石が ひつよう」と「真鶴町 石の彫刻祭 2021>>」、２つの展覧会をめぐる

関連する展覧会

真鶴町 石の彫刻祭 2021>>
「すべての ひとに 石が ひつよう」展の参加作家のうち、6 名
（イケムラ・レイコ、北川太郎、冨長敦也、長谷川さち、廣瀬智央、
ホセイン・ゴルバ）が「真鶴町 石の彫刻祭 2021>>」に参加して
います。神奈川県西部に位置する真鶴半島は、稀少な石材である
「小松石」の産地として知られています。石とかかわりの深いこ
の場所で、1963 年に開催された「世界近代彫刻シンポジウム」の
理念を継承するのが「真鶴町 石の彫刻祭」です。海や山に囲ま
れた美しい自然の中に、
「小松石」を使用した 11 名の現代作家に
よる作品が設置されています。これらはすべて恒久設置されてお
り、本展終了後にもご覧いただけます。

出展作家
イケムラレイコ、大竹利絵子、河口龍夫、北川太郎、絹谷幸太
多和圭三、冨長敦也、長谷川さち廣瀬智央、ホセイン・ゴルバ、三沢厚彦

真鶴町へのアクセス
電車で

JR東海道線［真鶴駅］下車
お車で
東京方面から 東名高速道路 厚木I.Cより小田原厚木道路を下り、
国道135号線へ

静岡県

神奈川県

真鶴町

プレスお問い合わせ先

ヴァンジ彫刻庭園美術館

「真鶴町 石の彫刻祭2021>> 」広報担当：岸佑典（真鶴町産業観光課）
E-mail: san̲sangyoshinko@town.manazuru.kanagawa.jp
Tel: 0465-68-1131

Fax: 0465-68-5119

真鶴町産業観光課
〒259-0202

神奈川県足柄下郡真鶴町岩 244 番地の 1

https://art-manazuru.jp/

伊豆半島

