
水系と音風景を手掛かりに、「神田川源流の善福寺池」と
「玉川源流の小菅村」とを繋ぎ、まちづくりにおけるアート・

芸能・神事等の役割を考察するシンポジウム。

A symposium on the sound and water scapes of “Zempukuji 
Pond, the source of Kanda River” and “Kosuge Village, the 
source of Tama River, exploring the connections between 
these two localities through the art, performance and ritual 
which builds their communities.

水系と音風景が繋ぐ 善福寺池と小菅村
～土地の記憶を発掘・継承・発信する！～

Zenpukuji-pond linked to Kosuge-village by Water&Soudscape:
Excavating, Inheriting and Transmitting Memories of the Land
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西荻窪から善福寺公園周辺までをエリアに展開するまちかどアートや公演など多彩なプログラム！

まちなか×アート　 Art program around Nishi-Ogikubo 

カワムラアツノリ

ミイセ（みんなでいきるせかい）

武蔵野大学 水谷俊博研究室

ももしのおでかけトロール

青山学院大学 鳥越けい子研究室

プロジェクト

ぜんぷくトリヲ（橋本フサヨ・鈴木秀城）
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A diverse program of events, from art on street corners to public performances taking place in the area between Nishiogikubo and Zenpukuji Park! 

展示

ライブ／公演

ライブ／公演

18 19

青山学院大学
鳥越けい子研究室
Aoyama Gakuin University,
Keiko Torigoe Lab.

研究室のテーマは「サウンドスケープ（音風景）か
ら読む都市／音・音楽とまちづくり」。 「都市のみえ
ない資源」「土地の記憶」を探るための方法を学び
ながら「アートとまちづくり」に関するさまざまな
活動を展開している。

井荻會館

日 時

会 場

11.10(土) 14:30～15:30
ももしコミュニティスクール 体育館

日 時

会 場

11.10(土) 10:00～17:00
ゆうゆう善福寺館

日 時

会 場

ZERO YEN KIN ITHU 不用品を0円で「売り（譲る）」・「買い（貰う）」する企画を通じ
て、身近な環境や行為の中から「所有」という概念の意識的
捉え直しを提示したい。 誰でも参加（0円売買）可！。

Through the buying and selling of disused goods for 0 yen the 
notion of “possession” within our familiar environment and 
interactions is questioned. A 0 yen market open to all!

0円均一 0円均一 善福寺商店街2018 EVERYTHING ZERO YEN - Zenpukuji Shopping Arcade 2018

2008年頃から巷の不用品の「売り買い（譲る・貰
う）」を仲介する活動「0円均一」。しかしながら「0
円」とはいえ「売り買い」を標榜している以上、古物
商許可証が必要と勝手に妄想し、2018年5月、古
物商許可証の交付を受けた。

11.4（日）  18:00開始

ゆうゆう善福寺館 ももしコミュニティスクール 体育館

韓 成南



在日コリアン3世として神戸市に生まれる。 シング
ル・チャンネル、映像インスタレーション、AR作品の
展示や“スーパーリニア”という概念をもとに制作し
た映像×演劇×ダンスのアートパフォーマンス上演
等、活動は多岐に渡る。 近年は、ブルーバックによる
キーイングという映像合成技術を用いた鑑賞者参
加型のインスタレーションや映像パフォーマンス作
品、携帯電話、小型カメラやモニターを用いたウェア
ラブルな映像作品やポケッタブルな映像を見ること
について考察した作品を制作する。 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。

20

妖怪たちが西荻窪の街へ出て行き、街中を行進。 居場所を
求めてさまよい歩くうちに西荻窪の住民とふれあい、顔に色
を塗ってもらうことで西荻窪にしかいない妖怪へと変化し、
その特別な存在をあらわにしていく。

Monsters have come out into the streets of Nishiogikubo for a 
Parade. In their search for their place of belonging, students of 
Musashino University will meet with the residents of Nishiogi, 
get their faces painted and become monsters unique to 
Nishiogikubo.

百鬼夜行＠西荻 Night Parade of 100 Demons@Nishiogi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
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
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

Revealing Collective Unconscious Revealing Collective Unconscious
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

真、映像や立体等の多様性に満ちた作品群。 スマートフォン専
用アプリで写真を読み取ると短い映像作品が流れる。宝探しの
ように写真作品を見つけ、それぞれの映像をパズルのように組
み合わせる「映画」を解体した新しい鑑賞スタイルの映像作品。

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. It will comprise short videos that “read” photographic 
works by your smartphone. This video work presents a new means of 
appreciating art in which respective videos that seek out photographic 
works as if on a treasure hunt combine together to form a kind of puzzle.

韓 成南

11.3（土・祝）〜23（金・祝）
ももしのおでかけトロール内

日 時

会 場

11.3（土・祝）・4（日）・11（日）・
18（日）・23（金・祝）
お昼頃（11:00～12:00）出発
善福寺公園～JR西荻窪駅

日 時

行 程
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伐採の危機を乗り越えた樹齢200年のケヤキ。 このケヤキについて綴った
絵本から抜粋した文章を人々に渡し、それぞれが抜粋した言葉を繋げ、文章
を作り、大きな言葉の木に！

The 200 year old Zelkova tree, which narrowly escaped felling. Fragments of 
the story of this tree, taken from the picture book documenting its survival, will 
be handed out to participants, who will string the words together to form a tree 
of text.

ケヤキの詩

Songs of the Zelkova Tree

ミイセ（みんなでいきるせかい）は、
みんなが夢や希望をもち、共に生き
る世界を作りたいという願いで、ア
トリエ カノン を 拠 点 に 、チ ャリ
ティーライブ、公園保護活動、福島
復興支援等の活動をしています。

MIISE
ミイセ（みんなでいきるせかい）

MOMOSHI Community School 桃四コミュニティスクールの児童の作品が、西荻のまちにお
でかけ。今年は昨年に引き続き東京女子大にも展示します。
西荻から善福寺公園まで、作品をたどって行きましょう！

Work made by children of MOMOSHI Community School will 
take a trip into the Nishiogi town. This year work will also be 
exhibited at Tokyo Women’s Christian University.

桃四コミュニティスクール ももしのおでかけトロール Adventurous MOMOSHI Trolls

11.3（土・祝）〜23（金・祝）  11:00～19:00　休／8（木）・22（木）
アトリエカノン

日 時

会 場

11.3（土・祝）〜23（金・祝）
［東京女子大 10（土）・11（日）］
JR西荻窪駅〜善福寺公園付近

日 時

会 場

http://jonart.net/
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カリソライテ・ウヒラ(トンガ/ニュージーランド)、サーラ・エクストローム(フィ
ンランド)、鵜飼美紀(日本)の3名のアーティストが滞在制作・調査研究を行
い、オープンスタジオや展覧会・トークなどを開催しました。

Kalisolaite Uhila (Tonga/New Zealand), Saara Ekström (Finland) and Miki Ukai 
(Japan) took part in Youkobo residency program and held their open studios 
and exhibitions and talks during the period.

海外アーティストの滞在制作活動

Artist in Residence - Creative Activities 

海外アーティストが滞在制作する
アー ティスト・イン・レジ デ ンス

（AIR）を柱に、国内外のアーティスト
を迎え、国内若手作家の多彩な発
表や芸術文化交流の場にも。1989
年以来、約40カ国から300名を超え
るアーティストを受け入れています。

Youkobo Art Space
遊工房アートスペース

日本の昔話には「タロウ」がいっぱい！ 桃太郎、浦島太郎、
金太郎、三年寝太郎… タロウをめぐり、いのちが生まれ育ま
れていくことの奇跡を表現するマイム劇。

There are so many characters named “Taro” in the folktales of 
Japan – Momotaro, Urashimataro, Kintaro, Sannennetaro, Join 
us in a mime performance which conveys the magic of life 
through the eyes of the Taros!

タロウ いのちのオンパレード Taro – A Parade of Lifeぜんぷくトリヲ
（橋本フサヨ/鈴木秀城）

Zenpuku Trio
（HASHIMOTO Fusayo・SUZUKI Hideshiro）

ぜんぷくトリヲ
橋本フサヨと鈴木秀城の二人で結成。

パントマイムを清水きよしに師事。 桃川流江戸かっぽれを家
元桃川亜紅に師事。 自作自演のオリジナリティーあふれる
作品で活動中。

橋本 フサヨ

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。

「いのちのオンパレード「、「タロウ」を発表。 昨年は個人とし
てラジオぱちぱちの野外劇「黄金バット」に客演を果たし、
芸域（？）をひろげている。

鈴木 秀城
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KAWAMURA Atsunori ふだんは初期型というグループで活動しています。 グループ
でやってる感じでソロが出来ないかなとフト思い立ち、ソロ
に再挑戦します。

Member of the dance group Shokigata Atsunori Kawamura 
attempts to perform solo what he would usually present as a 
team.

カワムラアツノリ ひとりじゃなにもできません。 I Can’t Do Anything Alone

学生演劇 → 黒テント → ダンス ・ 身体表現系。   
パフォーマンスグループ“初期型”主宰。 愛すべき
バカ、楽しく前衛！ をモットーに活動。 ダンスに
出会ってからは全てがダンスに見えます。

武井よしみちと
ブルーボウルカンパニー ’96
Takei Yoshimichi + Blue Ball Company ’96

このたびはプップクプーに乗って、おじゃまします。 あら残念！ 
ご不在ですか？ 録音メッセージかメモを残してくだされば、
プップクプーでお返事します。 プップクプーで、こんにちは！ 
プップクプーで、またね！

We’ll jump on the Pukupukupoo and make a call on you. 
What! You’re not at home? Well if you leave a phone message 
or a note then Pukupukupoo will get back to you. Hello and 
Goodbye with Pukupukupoo.

足が耕す表現の世界 第5弾
STEP & CHANT 2018A/W ～プップクプーの巻～

電球と光センサーを用いた「BIG YAWN・大欠伸」
シリーズ、視覚的な身体表現＋作品空間から生ま
れる＜音＞をモチーフとした「I WISH YOU WERE 
HERE」シリーズ等を発表している。 近年は＜足＞
から生み出される音やリズムが都市文化とどの様
に関わってきたかをテーマに創作活動.

11.9（金） 19:00開演
11.16（金）・17（土）  19:00開演

ほびっと村学校

日 時

会 場

11.3（土・祝）〜23（金・祝）  12:00～19:00　休／月・火
遊工房アートスペース

日 時

会 場

バルタザール

日 時

会 場
ライブハウス 音や金時

日 時

会 場

11.10（土） 19:30開演
　 11（日） 15:00開演

STEP & CHANT 2018A/W
- Pukupukupoo

Photo by Masaru Yanagiba

Photo by Masaru Yanagiba
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KABUTO CLUB ヨーロッパのジプ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。

A fusion of European gypsy music and American Jazz 
culminates in “Gypsy Swing Jazz”.

KABUTO CLUB GYPSY SWING LIVE ＋ Belly dance GYPSY SWING LIVE ＋ Belly dance

都内各所のライヴハウス出演、及びイベントに参
加。 地元西荻窪を愛し中央線を中心に演奏活動
する。 2010年より毎年5月、西荻窪にて「西荻窪
GYPSY SWING FESTIVAL」を主催（本年は第9回目
を大盛況のうちに無事終了）。

PATCHY ORCHESTRA 不在によって見えてくるパラドクス。 パラドクスを逆手に衣
装、アート、音楽演奏パフォーマンスクリエイションを実験
的に発表。

The paradoxical conditions which become apparent though 
the absence of something. Taking advantage of this paradox 
through costume, art, music performance,  

PATCHY ORCHESTRA Die verwandlung X of Theseus Die verwandlung X of Theseus

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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西荻・仲通商店会アーケードに30年間ぶら下がっていた先代のピンクの象。
2017年3月、電撃引退し、半年間西荻に保管されたのち、新潟の佐渡島に引き
取られました。 レポートをまとめた書籍の刊行記念の展示とライブ！

A pink elephant has hung in the Nakadori Shopping Arcade in Nishiogikubo for 
30 years. In March of 2017 the elephant retired and was rested in Nishiogi for 6 
months until being taken to Sado Island in Niigata. Here an exhibition and live 
music event commemorate the release of a publication documenting this 
journey.

西荻にいたピンクの象

海外からの作家の招聘にも力を入れる予定です。

The Elephant who Lived in Nishiogi

西荻窪関連地域情報発信。 「西荻ま
ち歩きマップ2018」製作。 編集企画

「西荻観光手帖」（2014年）。 2016年
「西荻ドブエンナーレ」企画（トロール

の森参加）、2017年「続・西荻案内所」
（トロールの森参加）。 2018年11月に
「西荻にいたピンクの象」を刊行。

Nishiogi Information Center
西荻案内所

11.18（日）  19:00開演
アトリエ・ハコ

日 時

会 場

gallery cadocco日 時 会 場11.16（金）〜21（水）  12:00～19:00（18・21は18:00まで）
遊空間がざびぃ日 時 会 場11.18（日）  19:15開演（開場／19:00）ライブ

展 示

ギャラリーみずのそら

日 時

会 場

11.3（土・祝）・4（日）

12:00～16:30／17:00～19:00展 示

17：00～17:30ライブ

がぶまむ 12:00～18:00カフェ

2019年度に向けて

2018年度はフランスのアーティストグループ Collectif bim のメンバーの一
人を招聘。 滞在し、事務局・アーティストと交流するとともに、次年度、どん
なプランが可能かを協議。 また、11月9日（金）には、桃四コミュニティス
クールで、20分休みに松本先生とコラボしたパフォーマンスを披露、児童
たちと交流した。


