野外×アート

Open Air Exhibition

野外ならではのダイナミックな作品や自然を背景にしたパフォーマンス、
公園の秋の深まりとともに表情を変えるインスタレーションに注目！
Keep a look out for dynamic works of art and performances befitting the park setting, and installations that alter their expression together with the deepening autumn colors!

空間展示
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黒野 裕一郎

10

新江 千代

2

武蔵野大学水谷俊博研究室

11

田附 希恵

3

鮫島 慧

12

御嵜 翔太郎

4

石川 真奎

13

渡邊 詩子

5

栗田 昇

14

中尾 紫香

6

深澤 義一

15

田中 佑佳

7

宮嵜 浩（BOMBRAI WEST ）

16

ももしコミュニティスクール

8

小野 真由

17

韓 成南

9

6

17

8

7

4

17

9

善福寺池（上池）

10
野外ステージ

身体表現
佐藤ひろみとPINMY倶楽部

C Kalisolaite Uhila

G

キャラバンぜんぷく

D

H

ラジオぱちぱち

17

インフォメーション

12

オープンカフェ

17

13
内田秀五郎翁の像

K

アトリエそら＋

J Patchy Orchestra × DamaDamTal
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ボート乗り場

善福寺公園前

WC

武蔵野大学
水谷俊博研究室
Musashino University,
Toshihiro Mizutani Lab.

建築の設計を専門分野としながら、空間デザイ

Third Stage

合板、
木材
（パイン材など）

あるか分からない死後のセカイ。あったけれど今は亡く
なった言葉。棺桶を想起させる3つの箱の中に入り、二つの
「不在」
が重なり合うことで皆の大切なキオクが呼び戻され
昔と今をつないでいく。そうした一連の行為が言葉と人、
そして過去の時間を思い起こさせる。

Third Stage

Veneer board, wood (pine, etc.)

The world after death, which may or may not exist. Words that
once existed, but which are now lost. Upon entering three
boxes evocative of coffins in which the “absence” of two
things intersects, visitors will come to recall their precious
memories, and the past will connect to the present. Such a
sequence of actions will evoke words, people, and times past.

ン、
木工制作、
アートワークショップなどを実践す
る、
建築家の水谷俊博が主宰する研究室。主な代

アクティングエリア
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善福寺公園
サービスセンター
ギャラリー
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空間展示×身体表現
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KABUTO CLUB

2

クヌギ広場

金沢 寿美

中村 ましろ

2007年よりトロールの森に参加

WC

遊具広場

中ノ島

17

K

B

2005年 東京芸術大学壁画専攻修了

弁天島
市杵嶋神社

WC

カワムラアツノリ

Wood

A hybrid work combining the function of a stage for performers
and that of a sculptural form. The word “mudai” has the dual
meaning of “untitled” and “without a pedestal.”

※ I 〜 L は会期中日時設定展示。

3

遅ノ井の滝

E

もつハイブリッドな作品。

1981年 大分県生まれ

MUDAI

※ 1 〜 17 は会期中常設展示。
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池の畔の遊歩音楽会チーム

木

演者のステージとしての機能と造形としての機能を合わせ
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表作品に、
「里山フィールドミュージアムビジター
センター「（越後妻有2015）、
「 アーチの森2010」
（武蔵野市CLEAN FES）
等。
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Remembrance Ⅱ

フェンス、
土、
廃棄された公園遊具

SAMEJIMA Kei

越えたくても越えられない、
向こう側が感じられるのに向こ

1993年 福岡県生まれ

る憧憬を囲い入れることがこの作品のコンセプト。外の人を

2017年 武蔵野美術大学建築学科 卒業

入れたくないのか、
中の人を出したくないのか。要するに、
中

2017年〜 武蔵野美術大学 建築学研究室スタッフ

にあるものを守りたいのだ。

う側へ行けない。フェンスという「壁」で過去の記憶からく

Remembrance Ⅱ

Fence, soil, disused play equipment from a park

One cannot pass over even if one desires to, and the other side
cannot be reached even if one can sense it. The concept of this
work is to enclose the sense of longing resulting from a past
memory with a “wall”. Do I want to shut people out, or do I want
to prevent those inside from leaving? In short, I want to protect
the story contained within.

栗田 昇

スイッチ

ガチャ・くるっ・水池

木材

KURITA Noboru

自らポンプアップした池の水は次々と水車を回し池に戻る。

1976 武蔵野美術短大工芸工業デザイン科 卒業

れる。
初めての様な、
遠い昔の思い出の様な...。

すると何時もと違う善福寺池の風景が微笑みと共にあらわ

1983 自動車会社入社 インテリアデザイン開発従事
1991～96 米国駐在

Click, Spin, Water Wheel

Wood

Water pumped from the pond of its own accord turns the
water wheel again and again before returning to its source.
Thus, the ever-changing scene of Zenpukuji Pond appears,
accompanied by a smile. Is it seen for the first time, or is it a
memory from the distant past…?

2011 退職後、
木材で造形活動を開始
2014～ 国分寺
「お鷹の道」
に水車設置(毎週末)
2015･16 日本クラフト展 入選
2016･17 トロールの森 出展

石川 真奎

Memory

キャンバス、
鉄パイプ

ISHIKAWA Masaki

夕暮れの善福寺公園は物悲しくも美しい。私の記憶では、秋の暮

武蔵野美術大学油絵学科油絵専攻4年

もに、東京にいるはずなのにどこか遠いところにいるような感情

れる頃の日曜日にこの公園を訪れた。一日の終わりを感じるとと
を抱いた。この場所が私をそのような世界に導いてくれた。この
公園はある種の舞台。様々な記憶が混ざり合い、消えていく。

Memory

Oil paint, canvas, iron pipe

It was around the end of fall when I first came to Zenpukuji
Park, and the day had turned to dusk. I felt like I was far away
somewhere and not here. This park took me to such a world. I
think this place is like a stage. It is where memories merge
together and disappear.

深沢 義一

FUKAZAWA Yoshikazu

木になって

金属

この切り株の上に立ってみて下さい。この木はどんな木だったでしょう?
天高くそびえた枝、
葉そこには鳥や虫、
風や...。地の下はどこまでも根が延び
その回りにもいろいろな生物、水、土、石...。生命体はみんな繋がっている。
あなたにも。

Becoming a tree

Metal

Try standing on this cut branch. What kind of tree was it? A branch rising high
into the sky, birds and insects sitting amongst its leaves, the wind… Beneath
the ground are roots stretching endlessly, and around them can also be found
all kinds of living creatures, water, earth, and stones… Living things are all
connected. And you are, too.

1955、
東京生まれ。多摩美術大学大
学院修了。埼玉現代美術の祭典
（埼
玉県立美術館）。現代アートコンペ
テイション（アートスペース・コア）。
空間を造形しよう展
（練馬区立美術
館）
。3・11感謝
（３人展）
韓国日本大
使館文化院シルクギャラリー。金属
造形作家集団ジリオ アトリエベガ
主宰。
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宮嵜 浩
（ボムライ ウエスト）
Miyazaki Hiroshi（BOMBRAI WEST）

立命館大学土木工学科卒業後、
大阪府公立小学校
教員。東京 美学校入学、
アート活動開始。現在、
仁

Celebration

Celebration

台風で倒れた木々の根、
善福寺公園の木々の枝、
木材、
ホップサック生地、
ガーランド、
ソーラーライト、
樹脂粘土、
ガラス食器

「トロール」は、北欧の伝承に登場する妖精で、それらの伝承は、生活の中で起こ
る様々な現象を、
「眼に見えないものを思い描く」ことで理解していこうとする
詩的な感覚から生まれてきたのではないだろうか。本作品では、参加者不在の
「祭典会場」を作り、ここに存在するかもしれない「もの」達を想像してみたい。

Roots of trees that collapsed during typhoons, branches from trees in Zenpukuji Park,
wood,hopsack cloth, garland, solar light, resin clay, glass tableware

Trolls are fairies that appear in Northern European folklore, and their
tradition derives from a poetic sensitivity born out of a wish to understand
various phenomena that occur in daily life by envisioning things invisible
to the eye. In this work, I will create a festival venue where the participants
are absent in an attempt to imagine “things” that may exist there.

金沢 寿美

テーブルクロス

布
（テーブルクロス）

Tablecloth

cloth (tablecloth)

KANAZAWA Sumi

公園に点在するテーブルを繋げて一つの大きなテーブルを作ります。

1979年、
兵庫県生まれ、
韓国籍。2005年京都精華

一つの大きなテーブルを囲んでいるかのような景色を生み出します。

大学大学院修了。現在は東京を拠点に制作を行

作品を通して「それぞれが独立した自由な存在でありながら、互いが緩

う。近年では日本と韓国での企画展に多数参加。

やかに繋がっている」景色を体験してください。

I will create a large table by joining together existing tables in
the park. A tablecloth as thin as air will connect visitors sitting
far away from one another, creating a sight where they appear
to gather around a large single table. Experience the sight of
people living a free independent existence while also softly
connected to one another.

おどるあなたをおぼえてる

I remember how you used to dance

作品は「個と集団」をテーマに、その両者の“間に

川学院小学校教員
（兵庫県）
。アートを始めとして、

ある世界”を壮大なインスタレーションによって表

教育、
学問、
旅行、
アウトドアスポーツ等を通して、
世

現している。

薄い空気のようなテーブルクロスが遠く離れて座る人達を繋げ、まるで

界をとことん味わえる活動をできたらと思います。

小野 真由

fooocus

陶

onomayu

空間に枠を置き、境目を作ります。公園には不自然で不要

1985年 兵庫県神戸市 生まれ

に馴染むので、意外と調和するかもしれません。
（私がこの

多摩美術大学 工芸学科 卒業

素材を好きな理由です）

滋賀県立信楽窯業技術試験場 研修生 修了
滋賀県陶芸の森 スタジオアーティスト

な形かもしれません。しかし、
陶という素材は予想外な空間

fooocus

Ceramics

I will place a frame in the space to create a boundary. It may
assume an unnatural and unnecessary form.However,
ceramics is a material that can merge into unexpected
spaces. Perhaps it will achieve harmony with its surroundings.
(That is why I like this material.)

新江 千代
ARAE Chiyo

ポリエステルオーガンジー、
糸、
ワイヤー

Polyester organza, thread, wire

着る、
脱ぐ、
洗う、
干す… 日常の中で着古され、
成長と共に役

Wear, take off, wash and hang… Clothes are worn in our daily
lives but their role eventually comes to an end. They can be
likened to the cast-off skin of the wearer, or a house without its
owner. I would like to retrace memories that are left in clothes.

1983年 東京生まれ。2005年 ロンドン芸術大学、

目を終える服。それは私たちの抜け殻のようでも、主人をな

ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション学士課程

くした家のようでもある。この作品では、服に宿る見知らぬ

修了。主に不在の顕在化をテーマに、布を使った

誰かの記憶を呼び起こしてみたい。

インスタレーションや立体作品などを制作発表。

【設置作品】
2012年〜 AXAS YOYOGI Asyl court
（東京・代々木）
2013年〜 美馬邸
（滋賀・信楽）
2016年〜 芝原邸
（滋賀・栗東）
古湯温泉ONCRI
（佐賀・古湯）
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田附 希恵

中尾 紫香

TATSUKI Kie

島に這う

鉄

植物にとって根っことはなにか。それは水分や栄養を吸収する部分であり、

木は知っている

木材

NAKAO Shikou

大雨の後、公園のいたるところから水が湧き出し、いつもは

1977年、
東京都出身。トロールの森に2015年より

木々を用い、池に向かい流れ落ちる水の流れを表現する。

出展。自然素材を使い、
場を意識した制作を行う。

地に根を張り巡らす公園の木々は、
私たちよりずっと地中の

いけばな草月流師範。

世界を知っている。

見えない水脈が公園に現れている姿を目にした。公園の

自分を支える部分でもある。いずれにしても根っこは植物にとって社会の

The Trees Know

Wood

After heavy rain, water springs from various points in the park,
revealing the hidden water veins that run beneath the ground.
Using trees in the park, I will express water that runs down
toward the pond. The park trees that spread their roots in the
ground know infinitely more than we do about the world
beneath our feet.
Photo by Masahiro Ikarashi

かかわりだ。しかし、根っこは大体土に隠れ、見ることはない。この作品は
根っこを“可視化”し、
生命の根源について改めて考えたものである。

Crawl on the island

Iron

What do roots mean for plants? They absorb water and nourishment, sustaining
the plant. At any rate, roots are a means of relating to society for plants. But
almost all roots are hidden beneath the ground and cannot be seen. This work
visualizes roots, and reconsiders the roots of life.

1 9 9 5 年 、東 京 都 杉 並 区 出まれ 。
2018年、女子美術大学卒業。現在、
同大学大学院在学。植物などをモ
チーフに制作。主に鉄の丸 棒を使
い、空間に線を引き、絵を描くよう
に立体造形を制作している。

御嵜 翔太郎
MISAKI Shotaro
1992年 熊本市出身
2018年 筑波大学大学院芸術専攻彫塑領域修了
大田原市芸術文化研究所 研究員

山なみ

石

原石の中に潜んでいる、石の真の姿・形を手に入れたいと
思い、
手彫りで制作しています。

Distant Mountain

Stone

In this work, I wanted to find the true appearance and shape of
the stone latent within the original stone by carving it with my
own hands.

渡邊 詩子

木漏れ日の数を数える

鉄、
ラベルシール

WATANABE Utako

木漏れ日を撮影し、そこに数字をかきこんでいく「木漏れ日の

兵庫県生まれ。東京藝術大学大学院先端芸術表

今回は写真表現ではなくインスタレーションで行う。個人的

現専攻を修了。姫路市立美術館、遊工房アートス

なイメージの差があまりない記数法を使い、うつろいゆく現

ペースなどで作品を発表。他者へインタビューを

象にしるしをつけていくことで
「そこにはない」
光を想像する。

おこない、
他者の記憶と想像を具現化する。“個人

数を数える」という、03年から断続的に制作していた作品を、

Counting the sunbeams filtering through the foliage

Iron, adhesive labels

In this exhibition, the photographic work Counting the sunbeams filtering through
the foliage, a series continued intermittently since 2003 in which sunbeams
shining through the branches of a tree are recorded using photographs and
numbers, will be presented as an installation. The work is an attempt to imagine
the absence of light as a means of attaching signs to a transitory phenomenon,
using a method of notation not so different from personal images.

的な”共有の経路において表出する差や普遍的な
ものに注目し作品を制作している。
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田中 佑佳

韓 成南

TANAKA Yuka

常識的に幹は在るらしいです

PPバンド

幹を隠された木がある。目には見えないし触れることも出来ないが、この木に幹は本当

ミクスト・メディア

HAN Sung Nam

善福寺公園と西荻窪北側エリアに点在して設置されている写

在日コリアン3世として神戸市に生まれる。シング

モノとしての「写真」と、時間とともに消失していく物質性のな

ル・チャンネル、映像インスタレーション、AR作品

い「映像」、両メディアの特性を活かした作品である。スマート

の展示や“スーパーリニア”という概念をもとに制

フォン専用アプリで写真を読み取ると短い映像作品が流れる。

作した映像×演劇×ダンスのアートパフォーマンス

に 在るのか。
《常識》的に考えると幹は在るのだが、その《常識》を構成する経験と情報が、

Revealing Collective Unconscious

真、映像や立体等の多様性に満ちた作品群。記憶を呼び起こす

Revealing Collective Unconscious

Mixed media

This work consists of diversity of photos, images and sculpture, etc.
which are installed in the Zenpukuji Park grounds and north area of
Nishi-Ogikubo. The work utilizing the characteristics of photography
as a medium that evokes memories, and video as a medium without
materiality that disappears over time. It will comprise short videos
that “read” photographic works by your smartphone.

上演等、
活動は多岐に渡る。近年は、
ブルーバック

元々は人間の五感から作られた単なる脳の信号と考えた時、この世にあるモノ全てに対

によるキーイングという映像合成技術を用いた鑑

して、不在・幻想でなく、実際に存在している事を証明できるモノはあるのだろうか。

賞者参加型のインスタレーションや映像パフォー

A trunk exists according to common sense

いたウェアラブルな映像作品やポケッタブルな映

マンス作品、
携帯電話、
小型カメラやモニターを用

Polypropylene band

像を見ることについて考察した作品を制作する。

It cannot be seen nor touched, but does this tree really have a trunk? It has a
trunk when considered from common sense, but the experiences and
information from which common sense is constructed amounts to nothing more
than a brain signal originating from the senses. Can all things in this world really
be proven to exist?

2014年より自身が立ち上げたInterdisciplinary
Art Festival Tokyoのディレクターを務め、
国内外
のアートフェスティバルで展示・発表を行っている。
http://jonart.net/

都内を中心にライブハウスにて詩を
メインに音、映 像、白玉粉、ペンキ
等、
様々な素材を使った一人芝居の
様 なパ フォーマンスや 、インスタ
レーションの制作活動を行う。今回
は立体作品での参加。

桃四コミュニティスクール

MOMOSHI Community School

おでかけトロール

木

西荻窪駅からバス通りへとのびるトロールたちが、
公園内へ
と続き、
森でかくれんぼ。

Adventurous Trolls

Wood

Trolls that can be seen from Nishi-Ogikubo Station all along
the bus route will continue on into the park, playing
hide-and-seek in the woods.

アートツアー

インフォメーション

アーティストと一緒に公園をまわり、
作品鑑賞を行います。

会期中の日・祝に公園内に設置するト

Art Tour

ロールの森の総合案内所。オリジナ

An art tour of the exhibited works together with the participating artists.

行います。

ルエプロンづくりのワークショップも

Information Center
The information center will be erected
every Sunday and bank holiday in
Zenpukuji Park. In addition to
distributing the latest news on Trolls in
the Park, the information center will
also be host to an apron-stamp
workshop.

オープンカフェ
期間中の日曜と祝日は、サービスセン
ター近くの池の畔、ラジオぱちぱちが
運営するオープンカフェで、
いれたての
コーヒー・紅茶や手作りお菓子を味わ
いながら、
秋の公園を楽しみましょう。

Open Café
Come and enjoy fresh coffee, tea and
handmade sweets at an open café
located next to the outdoor stage.
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アトリエそら＋
Atelier SORA plus
アトリエそら
善福寺にある造形教室。プロジェクトでは桃四小

Book Project

マイ本棚を巡る冒険 第2巻

木材

こどもたちとWSで作ったリンゴ箱製のマイ本棚を、ステー
ジ近辺に展示。公園で本を読む時間を楽しむ。

Book Project
Wood
The 2nd Adventures of My Book Shelf
Book cases made from apple boxes in children’s’ workshops
will be set upon the Trolls stage, inviting passers-by to enjoy
reading in the park.

「アートキッズ」
で子ども達と制作を担当。代表は

山梨 由理

YAMANASHI Yuri

消える私

段ボール

空間に私が溶け込むように消えて行くことで私の不在を表現しました。私は何を

早内佳子。

もって私なのか、自分が何者なのかが分からない状態では私は簡単に社会の中

＋（プリュス）

に消えてしまうことに不安を感じました。また、トリックアートのような絵に興味

海外の「Free Little Liblary」に想を得た、本を楽

があるので、絵の具を使って私に絵を描いて私が消えていったら面白いだろう。

しむためのワークショップとアクティビティの
チーム。

I Disappear

Cardboard

In this work, I express my absence by disappearing as if melting into the space.
The work relates to feelings of anxiety from the notion that if I don’t know what
makes me who I am, or what constitutes “I,” then I will simply disappear into
society. The work also shows my interest in trick art, and I was interested in
making a self-portrait in which I use paint to disappear.

静岡県出身。高校まで静岡で過ご
す。現在、
筑波大学芸術専門学群構
成専攻総合造形領域3年。

Patchy Orchestra ×
DamaDamTa
Patchy Orchestra × DamaDamTal

ロンドン芸術大学卒のコスチュームデザイナーと
クラフトデ ザイナー、ロイヤルアカデミーオブ
ミュージック卒のピアニスト、
日本で様々なミュー
ジックフェスイベントで活躍するバイオリニストの
4人のメンバーによる音楽、衣服、空間の実験パ
フォーマンス団体。
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The metamorphosis sonata

綿、
麻

楽譜、衣服の紙面パターン、生地を破いて穴を作り、つなぎ
合わせることにより、
新たな見え方、
新たなクリエイションを
実験的に発表。

The metamorphosis sonata

Hemp, cotton

Experiments in a new creation, by making hole and ripping
musical score, patterns of clothing, fabrics and combines the
stitches together.

2.5 architects

(森藤 文華 ＋ 葛 沁芸)

2.5 architects
（MORITO Fumika ＋ KATSU Shingei）
女 性 建 築 家 2 人による小さな一 級 建 築 士事 務
所。”Nature as decorative art”をテーマに建築

一双の物語

micro story: between _ and _

私は1日限りで現れる池の主の使者。舟を漕ぎながら、主か

I am the messenger of the master of the pond, who appears
for only one day. Whilst rowing a boat I bring the news (wild
flowers and poems) from my master to your hands. I give to
you a fragment of the story of this pond.

らあなたへの便り
（生花と詩）
を手渡します。手渡すのは、
こ
の池に関する物語の一部分です。

Photo by Fumika Morito

のみならず、アート、インスタレーションと活動の
場を広げている。中之条ビエンナーレ、かけがわ
茶エンナーレ等に参加。
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池の畔の遊歩音楽会チーム
Team Promenade Concert around the Pond
鳥越けい子
（企画＆解説）
チェ・ジェチョル
（踊り＆チャンゴ）
トチアキタイヨウ
（踊り＆ナヴィゲーション）

池の畔の遊歩音楽会2018：
音のすむ森に捧ぐ！Vol.9

A Pondside walk Concert 2018:
dedicated to the forest, a habitat of various sounds vol.9

善福寺の池は、
なぜここにあるのか？ ここでは、
これまで何

Why is Zenpukuji pond here? What has taken place here until
this time? While walking around the lake we will recall the
memories from the earth beneath our feet and unravel the
history of the numerous events which have occurred here.

があったのか？ 池の畔を歩きながら体験するさまざまな出
来事が、
土地の記憶を呼び覚まし、
歴史を紐解いてゆく。

時間を無駄にする：東京編

Maumau-taimi: Wasting Time in Tokyo

Kalisolaite Uhila

9月から3ヶ月、遊工房アートスペースにて滞在制作。彼は対

トンガ生まれ、ニュージーランドを拠点に活動。

動コンセプト
「Maumau-taimi」
（トンガ語で
「時間を無駄に

パフォーマンスアーティストである彼は、
日課や日

する」
）
への探求の一部として、
新しい身体表現を導いた。
公

常的な行動からインスピレーションを得る。2010

園では5時間に及ぶパフォーマンスを実施した

Born in Tonga and based in New Zealand, he took part in Youkobo residency
program three months from September. Through dialogue, he drew similarities
between the histories of Japan and other countries in the Pacific. As part of an
exploration of maumau-taimi (meaning "wasted time" in the Tongan language) which
became the core concept of his activities in Tokyo, he developed new forms of
expression using the body. He presented a 5-hour performance work at the Park.

カリソライト・ウヒラ

ののりこ＋珊月花
（さんご・花ヲ・月姫虹）

年、
オークランド工科大学ヴィジュアルアート学部

青山学院大学総合文化政策学部鳥越ゼミ

を卒業以来、彼のパフォーマンスは多くの大衆や

話を通して、
日本と太平洋諸国の歴史や類似点を描いた。
活

Photo by Masaru Yanagiba

メディアから関心を持たれている。代々受け継が
れた伝統文化や環境からインスピレーションを受
け、彼の生きる世界に対するユニークな観点を強
調するために、文化的実行や力強いパフォーマン
スを融合させる。

中村 ましろ

MINAMO - Water Surface

MINAMO - Water Surface

NAKAMURA Mashiro

舞台上に小舟を一艘浮かべて、
未だ見ぬ誰かを探しに船出

墨田区を拠点に活動するダンス脚本演出家にして

流されやがて溶けていく。

Float a tiny boat upon the stage, and set sail in the search for
someone you haven’t met yet. Reflect a mixture of emotions off
the water surface, and let them flow and dissolve in these
pools.

ダンサー。ジャンルにとらわれないバックグラウ
ンドを活かし、こどもからおとなまでを対象にパ
フォーマンスを手掛ける。
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する。交錯する感情を水面に映し、そこに放たれた感情は

KABUTO CLUB
KABUTO CLUB

2010年より毎年5月、西荻窪にて「西荻窪GYPSY

Gypsy Swing

Gypsy Swing

セルマー・マカフェリタイプのギターで、ヨーロッパのジプ

A musical serenade with a Selmer-Maccaferri guitar, blending
European gypsy music with American Jazz

シー音楽とアメリカのジャズを融合した「ジプシー・スイン
グ・ジャズ」
を演奏します。

SWING FESTIVAL」を開催。都内および各地での
イベントで演奏活動をしています。
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動くべきとき動いて、そうでないときは動かない

Move when you need to, be still when you don’t

KAWAMURA Atsunori

即興で踊ります。踊って、話して、また踊る。ダンスとは何

学生演劇→黒テント養成所→ダンスとか身体表

思います。

Improvised dance. Dance, talk and dance some more. In a
dance to question dance, the perspectives of the audience
are sure to change.

カワムラアツノリ

か？ というダンスなので、
観る人の意見でいろいろ変わると

佐藤ひろみとPINMY倶楽部

ピンクの衣装でラブ・ウォーキング

Love Walking in Pink

SATO Hiromi & PINMY Club

ピンク色のコスチュームを身に着け、
公園中をウォーキング

ピンク色を基調とした作品を製作。女性の生き

グします。今回は、
武蔵野美術大学の学生とコラボ♪

Donning your pink garb, walk through the park together and
discover a new you! A walk to expand your dreams! Also
joined by students of Musashino Art University.

現系→演劇回帰の一面も→演劇ともダンスとも

る力と生命感あふれる性の表現をめざしている。

どっちつかずで→今に至る

毎年個展を開催。愛知万博、高崎、銀座で。海外

パフォーマンスグループ“初期型”主宰。

では、
韓国、
中国、
ニューヨークでパフォ－マンス。

すると、
いつもと違う自分を発見！ 夢を膨らませウォーキン

ギャラリーGK、アーチストスぺース、アートポイン
ト、ステージⅠ、小野画廊にて個展。新国立美術
館、上野美術館、他で出品。AJAC展代表、21世紀
連立美術展会員、
現代美術普及協会会員、
現代美
術日韓展会員。

踊らにゃソンソン！ 見なきゃソンソン！

Dancing Fool! Watching Fool!

CARAVAN Zenpuku

11月23日は公園のあちこちで、さまざまなパフォーマンスが展開！

On 23rd November there will be numerous performances taking place around the park.

オンドズ

踊らにゃソンソン！

Ondoz

Dancing Fool!

オンドズ

鈴木 秀城

パントマイム
「 営業中」

SUZUKI Hideshiro

”Open” Pantomime

西尾賢、
チャンキー松本らの作詞・作曲・歌による音頭を、
橋
本フサヨがかっぽれ風に振り付けをしている。

洲永 敬子

三毛猫の音読屋

SUNAGA Keiko

The calico cat’s Reading Room

五反舎はなたれ組

春宵

Team Gotansha HANATARE

A Spring Night

鈴木 秀城

かぽーれ・かぽーれ・よいとな

踊れ！かっぽれ

Kappore Kappore Yoitona

Dance! Kappore

キャラバンぜんぷく

東京マイム研究所にて並木孝雄に師事。橋本フサヨ氏と
「ぜ
んぷくトリヲ」
を組み、
トロールの森に参加すること多数。

洲永 敬子

ラジオぱちぱち
Radio PachiPachi
「子どもたちと、子どもの心を忘れない大人のた
めの自由ラジオ」をモットーに、善福寺地域で活
動しているグループ。2001年4月開局。
「トロール
の森」には2008年より参加。オープンカフェを運

黄金バット第99作
「怪獣ゼンブク〜襲来の巻」
正義の味方・黄金バットと、世界征服を企む大悪人・ナゾー
が対決。第99作は、
河童とタヌキ、
山伏、
すべてを食べつくし
てしまう怪獣ゼンブク～が登場！ 奇想天外なストーリーと
歌と踊りで、
平和を考えます。

Golden Bat #99
“Monster Zenpuku – The Invasion”
A showdown between the hero of justice, Golden Bat, and the
evil Nazo, who plots to conquer the world. The 99th work
features the terrible Monster Zenpuku who eats Kappa, a
racoon dog, and a monk! A bizarre story, song and dance
lead us on a trail to consider peace.

営するとともに、2010 年より連続ラジオドラマ
「黄金バット」
を舞台化した芝居を上演。

2008年より西荻窪在住。マイム×朗読の舞台などに時々参
加。
「かぽーれ・かぽーれ・よいとな」
のメンバー。

五反舎はなたれ組
五反舎再び！ 高尾の山で間伐をする森林ボランティアグ
ループの五反舎、
今年も善福寺に参上。

かぽーれ・かぽーれ・よいとな
橋本フサヨの指導のもと、善福寺を拠点に活動をするかっ
ぽれグループ。
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