HINOHARA ART 2022
ひのはらアート2022
2022 10 22
年

月

Sat.October22 – Wed.November23
開場時間

日土

11 23

–

月

日 水祝

10:30 16:30
–

月・火曜日 休み│Closed on Mon. and Tue.

生活藝術と
むらのよさ
Living Art in a Village of Tokyo

TOKYO の多くのひとびとは秋川の源流
「ひのはら」がいいという。
しかし、なにが
「いい」のかを具体的に語ろうとしない。
なんか、ぼんやり
「いい」
らしい。そんな
「むらのよさ」
が、
アートが展開することに
より、
秋の紅葉とともに解像度を高め響き
あう、西多摩最大の回遊型アート企画
開幕！
Many TOKYOnists say Hinohara, the headwaters of
the Akigawa River, is good. However, they would not
say specifically what is good about it.
Such "goodness of the village" would evolve with the
autumn leaves as art resonates in the mountain and
stream, the largest migratory art exhibition in West
Tokyo Tama beginning.

［展示会場］

4会場 あきる野市1会場

東京都秋川渓谷流域＝檜原村

と

VENUE: Hinohara Village and Akiruno, TOKYO = Akigawa
Canyon
［公共交通機関］
「拝島」駅を経由）
JR東日本・五日市線「武蔵五日市」駅（「立川」
下車、
西東京
バスで檜原村・会場へ

［お車の場合］
「五日市」
中央道「八王子」ICもしくは圏央道「あきるの」ICを降り、
「檜原村」都道33号線方面へ

https://hinohara.pro/
ひのはらアート 検索

Search by "Hinohara Art"

#ひのはらアート #hinoharaart

［参加アーティスト］

anno lab あのラボ（メディアアート）│石塚隆則（彫刻）
│三塚新司（インスタレーション）│池城安武（版画＋ファッション・
八重山）│中谷健一（彫刻）│森山泰地（インスタレーション）│
NanaAkua（工芸・ワークショップデザイン）│林智彦（ロボット）│
仲本拡史（映像）│菅谷杏樹（インスタレーション・檜原村）│遠藤麻衣
（映像）
│早坂葉（インスタレーション）
ARTISTS: anno lab (Media Art)│ISHIZUKA Takanori (Sculpture) │
MITSUZUKA Shinji (Installation)│ IKESHIRO Yasutake (Print &
Fashion Design)│NAKAYA Kenichi (Sculpture)│MORIYAMA Taich
(Installation)│NanaAkua (Craft & Design)│HAYASHI Tomohiko
(Robotic)│NAKAMOTO Hirofumi (Video) │SUGAYA Aki
(Installation)│ENDO Mai (Video)│HAYASAKA Yoh (Installation)
teamLab (Digital Art) 13 Artists
［パスポート］
会場個別入場料

500

円│中学生以下鑑賞

無料

500円│あきる野市内の1会場は無料

※檜原村民割

［企画・構成］岡田智博

DIRECTOR: OKADA Tomohiro
［イベント内容］山間の大きな古民家など秋川渓谷流域各所でアート作品展示、
ワーク

ショップなどを開催。詳しくは公式サイトにて https://hinohara.pro/
［主催］一般社団法人クリエイティブクラスター

ORGANAIZER: Creative Cluster Institute
［特別協賛］BSフジ
『ブレイク前夜〜次世代の芸術家たち』│株式会社染谷尚人事務所

チームラボ（デジタルアート）13組

1000円

特設ウェブサイト公開中！
EXHIBITION WEBSITE NOW OPEN!

SPECIAL SUPPORT: SUPECIAL SUPPORT: “Breakzenya – new art talents documentary”
BS-FUJI TV NETWORK│SOMEYA NAOTO OFFICE
［後援］檜原村│あきる野市教育委員会

SUPPORT: Hinohara Village│Akiruno City Board of Education
［協力］ひのはらアートプロジェクト│西東京バス五日市営業所│株式会社 anova

design│株式会社東京チェンソーズ│ヴィレッジひのはら│NPO法人にしたま
│へんぼり堂│アルフェイズ有限会社
COOPERATION: Hinohara Art Project, Nishi Tokyo Bus Itsukaichi Bus Office, anova
design, Tokyo Chainsaws, VILLEGE hinohara, Nishitama NPO, Henbori-do, Alphayz
［テーマグラフィック］小原七海

THEME GRAPHIC: OBARA Nanami

西のTOKYO、秋川渓谷が流れるところ、
そこには江戸とは違う歴史、風土、
自然があります。今をつくり続ける芸術家たちの創造性によって、
そこに新たな光やうごきが
うまれます。養蚕の時代を記憶にとどめる家々が再び開かれ、紅葉の山間に新たな景色をみる。森の恵みが作品になったりデザインになることでものづくりの魅力が生ま
れています。
「ひのはらアート」
は、私たちひとりひとりにとっての風土とともにあるもうひとつの東京をみつけるきっかけと交流の場です。ぜひ、秋の光に満ちた渓谷での
新たな体験に触れてください。
「ひのはらアート2022」
ディレクター 岡田智博
企画内容ならびに会場交通に関するお問い合わせ

「ひのはらアート2022」事務局
mail: tokyo@creativecluster.jp

武蔵五日市駅

電 話: 050-5216-0876

拝島駅

JR五日市線

JR青梅線

立川駅

森のアップサイクル「ひのはら
の木のねんど」でつくったナナ
アクヤの造形作品

戸倉

「戸倉」
バス停
●POUND

●
アートスタジオ五日市

西東京バス
檜52

追分

しろやまテラス
※進入口はこちら

秋川渓谷瀬音の湯

通り
本郷

●戸倉しろやま
テラス

●戸倉会館

五里18

西東京バス
五10

※急坂・隘路注意

五里10

本宿役場前
※車の方は村役場先で
両会場分岐になります

都道33号線
3.5km

「ヴィレッジひのはら」檜原村790-2
池城安武（版画＋ファッション ）│
アートショップ POP-UP TOKYO

笹平

都道205号線
7km

小岩

』

川
南秋

「笹平」
バス停

檜原村役場

●東京×山リバーサイドカフェ

人里コミュニティ
センター

人里
南
秋
川

﹁人里﹂
バス停

水音本宿線

北秋川

樋里コミュニティ●
センター

ヴィレッジ●
ひのはら

五滝10

途中から都道206号線
8.5km

「小岩」
バス停

※ POP-UP展示

街道
檜原

西東京バス
五18

「アーツキャンプひのはら」檜原村4258
チームラボ（デジタルアート）│石塚隆則（彫刻）①│
森山泰地（インスタレーション）│林智彦（ロボット）│
菅谷杏樹（インスタレーション）
アーツキャンプ
●ひのはら

ワークショップ
「『ひのはらの木のねんど』
で森を作ろう」─ 10 月22日
（土）
・23
（日）
ほか「へんぼり会場」
にて開催

瀬音の湯

都道33号線

「戸倉しろやまテラス」
あきる野市戸倉325
三塚新司（インスタレーション）※あきる野市内会場は入場無料

※バスの時刻は西東京バス・京王バス
「バスナビ.com」
ウェブサイト等交通サ
イトで調べてください
https://www.bus-navi.com/

新宿駅

JR中央線

●へんぼり
会場

檜
原
街
道

●東光禅寺

「樋里コミュニティセンター」檜原村4331
anno lab あのラボ（メディアアート）
※チケット販売がありません。事前に「アーツキャンプひのはら」等
他会場でチケットをお求めください。

藤倉

数馬

「へんぼり会場」
檜原村1616
石塚隆則（彫刻）②│NanaAkua（工芸・ワークショッ
プデザイン）
│仲本拡史（映像）│遠藤麻衣（映像）│
早坂葉（インスタレーション）│ワークショップ

触れる・つくる・交流する 多彩なプログラム
ワークショップ

「ひのはらの木のねんど」
で
森をつくろう
［講師］NanaAkua
（ナナアクヤ）

出展作家であるともに人気のワークショップデザイ
ナーでもあるナナアクヤが
「ひのはらアート」
から開発
した、森の仕事で生まれた「おがくず」
をねんどにし
て、
「きのこ」
など
「森の造型」
をつくるワークショップ。
こどもでもおとなでも、
ぐいぐいつくれてしまうふしぎ
な森のねんど。ねんどづくりから細工の創作まで、森
の香りを楽しみながら手を動かしてみませんか。
［開催日時（前半）］10月22日
（土）
・23日（日）
・29日（土）
・11月３

日（木・祝）12:00-13:30 14:30-16:00
［場所］
へんぼり会場
［参加費］2500円
（「ひのはらアート」
パスポートチケット込）
つき
※チケットお持ちの方は1500円。特製「おがくずねんどキット」

anno lab「f loat」
作品レクチャー
「anno labとメディアアート作品『f loat』
をみよう！」
13:30より
─10月22日
（土）
「樋里コミュニティセンター
『f loat』展示会場」
にて開催

会期中にはほかにも多彩なプログラムやツアーなどを実施。詳しくは公式ウェブサイトもしくは
SNS #ひのはらアート へ！https://hinohara.pro/

プログラムトーク

作品レクチャー

anno labとメディアアート作品
「f loat」
をみよう！
［話す人］
藤岡定（anno lab）

第 25回文化庁メディア芸術祭アート部門大賞受賞
で今年を沸かせたanno lab（あのラボ）。独自の装置
による大掛かりな作品で現地に行かないと観ること
ができないということで知られ、
九州を活動の拠点に
することから、
なかなか首都圏で作品に触れること
が難しい彼らが、
さまざまな場所で展開するため新
たなに制作したのが本展示の
「f loat」。anno lab独
自の自然現象をメディア化することで感覚を揺り動
かすこの作品について、藤岡代表自らが展示会場に
て解説する貴重な機会です。
［開催日時］
10月22日（土）13:30-14:30
［場所］樋里コミュニティセンター
「f loat」展示会場
［参加費］本展チケットをお持ちの方が参加出来ます
※アーツキャンプひのはら（至近会場）等にて事前にお買い求め・引き換
えください

アートは秋川渓谷の新たな特産品になるか？POP-UP TOKYO
「ひのはらアート2022」
に参加した作家たちが
「むらのよさ」
に触発された、
新たなアートやプロダクトを生み出し
ました。
買える、手にできる、
「むらのよさ」
とクリエイティビティ、ぜひ、現場で触れてみて手にしてみてください。

TOKYOの源流・アートの可能性
［話す人］四方幸子（キュレーター）
・武居利史（美術評論家＋
アートエデュケーター＋前府中市美術館学芸員）
・岡田智博（本展
ディレクター）

秋川渓谷流域でははじめての広域展となる
「ひのは
らアート2022」、
アートがひらくTOKYOの源流の可
能性を、将来が期待できる作家２人どちらもが檜原を
題材にした作品となった
「オープンコール」
の審査員
とともに、語り合います。
［開催日時］11月5日
（土）14:30-16:00
［場所］
へんぼり会場
［参加費］本展チケットお持ちの方が参加出来ます

協賛企画

はじめましてひのはら！
〜「ひのはらアートプロジェクト」展
村からアート活動を支援するプラットフォームとして
誕生した
「ひのはらアートプロジェクト」が主催する、
檜原村で活躍もしくは村から生まれたアートを展示
する展覧会を同時開催します。
［出展作家］
島崎良平（絵画）│津川ふみ（草巻き染め）│ナナ

アクヤのワークショップによる成果展示（インスタレーション）

［商品例］

［会場］へんぼりハウス
（「ひのはらアートプロジェクト2022」へん

・沖縄の風土に反映したポップな作品で多くの人々が求めたがる池城
安武による、
檜原の風土にインスパイアされた作品やアパレル
・彫刻を通じて感性に歪みを与える中谷健一による彫刻やインテリア
・ナナアクヤが
「山のしごと」
のアップサイクルで生み出した
「ひのはら
の木のねんど」

ぼり会場横）
※無料ゾーンで展示
［開催日時］
10月22日（土）〜11月23日（水・祝）10:30-16:30
※月・火曜日休み
［主催］
ひのはらアートプロジェクト

［協力］
久保祐司

［販売会場］
ヴィレッジひのはら
「グリッチたぬき」中谷健一

［インフォメーションデザイン］
ナカノケン Information Design: NAKANO Ken

