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〈招待作家〉 松谷武判（MATSUTANI Takesada　1937-　）、山口敏郎（YAMAGUCHI Toshiro　1956-　）、

  今村遼佑（IMAMURA Ryosuke　1982-　）

〈出品作家〉 角田広輔（KADOTA Hirosuke　1987-　）、佐藤文香（SATO Fumika　1985-　）、

 芝田知佳（SHIBATA Chika　1984-　）

 ル・アーヴル/ルーアンデザイン美術学校学生[犬丸暁（INUMARU Akira　1984-　）、

 ジェレミー アンドレ（Jérémy ANDRE　1988-　）、マリー ヴァルト（Marie VALT　1990-　）]

連絡先:龍野アートプロジェクト事務局　　
〒679-4167　兵庫県たつの市龍野町富永1439 　TEL/FAX　0791(63)3555　（ガレリアアーツ＆ティー内）
MAIL　galleria_arts@yahoo.co.jp　　担当:井上　090 1718 8240

　「龍野アートプロジェクト」は、地域に残る醤油蔵や伝統的建造物を再生・活用し、現代美術展を開催することにより、芸術とまちの魅

力を国内外に発信し、地域の活性化と国際交流を図ることを目的としています。

　2011年秋には第1回を開催し、大きな成果を得ました。本年は2回目の開催で、具体美術協会（具体）にも関わり、また現在はフランス

を拠点に精力的な活動を続ける日本を代表する作家、松谷武判（1937-　）の渡欧前の貴重な平面作品をまとめて公開するほか、マド

リードを拠点として活躍し、作家活動30周年を迎える山口敏郎（1956-　）、空間を巧みに生かしつつ、見るものの感覚を研ぎ澄ます今村

遼佑（1982-　）によって、特徴のある空間を活かした展示を実現させます。さらに昨年、友好関係を築いたル・アーヴル/ルーアンデザイ

ン美術学校の学生と地元ゆかりの若手作家らによる現代美術の共同展示や公開制作を継続開催し、すぐれた現代美術を国内外に発

信します。

　伝統的建築の持つ空間的魅力によって、作家の創作活動を引き出すことと同時に、鑑賞者、地元市民並びに小・中・高生にも現代美

術を鑑賞する機会を提供することをめざします。

開催概要
龍野アートプロジェクト2012
「刻(とき)の記憶　Arts and Memories」

会期：2012年11月16日(金)～25(日)※19日(月)休

会場：うすくち龍野醤油資料館周辺の醤油蔵等(兵庫県たつの市龍野町大手54-1)

主催：龍野アートプロジェクト　代表　淺井良昭

芸術監督：加須屋明子(京都市立芸術大学准教授)

     平成24年度文化庁文化芸術振興補助金「文化遺産を生かした観光振興・地域活性化事業」補助採択事業
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展覧会名称 龍野アートプロジェクト2012　「刻(とき)の記憶　Arts and Memories」
会期 2012年11月16日(金)～25(日) ※19日(月)休み　
開館時間 10：00～16：00　※ ）でま03：61は場入（00：71～00：9は館料資化文史歴野龍立市のつた、館料資油醤野龍ちくすう

　 会場 うすくち龍野醤油資料館周辺の醤油蔵(兵庫県たつの市龍野町大手54-1)
　　 うすくち龍野醤油資料館・別館/たつの市立龍野歴史文化資料館
観覧料 一般 300円/学生（小～大生）150円※会期中何度でも入場できるパスポート制
芸術監督 加須屋明子(京都市立芸術大学准教授)
主催 龍野アートプロジェクト　
協賛 株式会社　資生堂
後援 たつの市、姫新線利用促進・活性化同盟会
　 朝日新聞社、神戸新聞社、産経新聞社、毎日新聞姫路支局、読売新聞姫路支局
　 ＮＨＫ神戸放送局、サンテレビジョン、ラジオ関西、関西日仏学館
協力 ヒガシマル醤油株式会社、兵庫県立龍野北高等学校、兵庫県立龍野高等学校
　 ル・アーブル／ルーアン高等デザイン美術学校、クリエイティブハウスおくむら

他、詳細は随時WEBにて　http://tatsuno-art-project.com/

関連行事 申込方法

▲

 FAX 0791-63-3555またはメール info.tatsunoart2012@gmail.comにて、
  希望行事名、日時、住所、氏名、年齢、連絡先（電話番号）を必ず記入してください。

。いさだく認確ごをPHはくし詳。すまりあが合場るじ生の更変りよに合都※）着必（）金（日9月11切締  

開催日 時間 内容 会場 参加料

11月11日（日） 13：30～15：00 ワークショップ1　芝田知佳 おおきなすごろく～自分だけのキャラクターで作ろう～  

  小学3年生～大人（雑巾持参・汚れてもいい服装）◎申込制 先着20名

11月15日（木） 11：00～ （仮称）地元説明会 （集合）東蔵入口付近 　

 15：00～ 内覧会 （受付）東蔵入口付近 招待者のみ

 17：00～ レセプション 裏蔵 

　 　 松谷武判パフォーマンス 麹蔵  招待者のみ

11月17日（土） 10：00～11：30 作品ガイドツアー出品作家＋加須屋明子    

　 13：30～15：00

11月18日（日） 10：00～11：30 ワークショップ2　佐藤文香 一つの絵本を皆でつくろう～切ってはって形を楽しむコラージュ～ 裏蔵  

 13：30～15：00 

11月23日（金・祝

　 

　 

（集合）東蔵入口付近

うすくち龍野醤油資料館前
旧銀行洋館

要パスポート

200円

200円

〈午前〉幼稚園年長～小学2年生〈午後〉小学3年生～小学6年生（ハサミ持参）◎申込制 先着各20名

　 13：30～13：45 ダンスパフォーマンス　小谷ちず子（舞踊家）　　 麹蔵 要パスポート

　 14：00～15：30 アーティストトーク1　松谷武判×山口敏郎+加須屋明子 ◎申込制 先着80名 　 要パスポート

11月25日（日） 13：30～15：00 アーティストトーク2　今村遼佑×角田広輔+加須屋明子 ◎申込制 先着80名 　 要パスポート

東丸かるちゃーるーむ
(龍野町大手44-2)

招待者のみ
※会費制 

　

  要パスポート
アポロスタヂオ
(龍野町富永1440-2)

）子美恵村奥＋郎次原藤 （tcejorP aRaR：力協

11月17日(土）、18日(日）、23日（金・祝）、24日(土）、25日(日） 10：30～/11：30～　※23日のみ17：00～ 追加
●上映予定作品　「MATSUTANI 1 」(2007/ 15min)　「MATSUTANI 2 」（2009/ 11min)

アートドキュメンタリー映像「MATSUTANI」上映
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《作品-60-5》1960 油彩、合板
《WORK-60-5》1960 oil painting, plywood

松谷武判/MATSUTANI Takesada
1937 大阪府生まれ
1963  具体美術協会会員に推挙される
1966 フランス政府留学生選抜第一回毎日美術コンクールでグランプリを受賞し渡仏
1970 モンパルナスにシルクスクリーン版画工房設立
パリ在住
主な個展
2000 「波動-松谷武判展」西宮市大谷記念美術館（兵庫）
2007 「松谷武判　回顧展」アンドレ マルロ文化センター（アジャン、フランス） 
2010 「松谷武判展―流動―」神奈川県立近代美術館（神奈川）
主なグループ展
1985 「絵画と行為　グループ具体展」スペイン現代美術館（スペイン）/ユーゴ
 スラビア国立現代美術館（ユーゴスラビア）
1997 「重力　戦後美術の座標軸」国立国際美術館（大阪）
2012 「具体」-ニッポンの前衛 18年の軌跡」国立新美術館（東京）

《昇華》2011 樹脂粘土、顔料
《SHOU-KA  sublimation》2011 resin clay, paints

山口敏郎/YAMAGUCHI Toshiro
1956 岡山県生まれ
1978 武蔵野美術大学卒業
1982 マドリードに移住
2006 ESPACIO TAO(マドリード/岡山)を立ち上げ、日本とスペインの文化
　 交流の場とする
マドリード在住
主な個展
2011 トロ画廊（グラナダ）/マテリアル画廊（マドリード）
主なグループ展
2011 ｢春の風｣リベリズモ画廊（ビツェンツァ、イタリア）
　 ｢国際アート・フェアーARTMADRID」カサ・デ・カンポ見本市会場（マドリード）
 ｢興福寺国際現代美術展」興福寺（長崎）
 ｢ＳＥＥＤＳ」サルガデロス画廊（ポンテヴェドラ、スペイン）/安楽寺（京都）
2012 ｢フロー展」エリサルデ文化センター（バルセロナ）

　《灯台》2011(参考) 油粘土、石粉粘土、LED、点滅回路、ボタン電池
《Lighthouse》2011 clay,LED,battery

今村遼佑/IMAMURA Ryosuke
1982 京都府生まれ
2007 京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了
京都市（京都府）在住
主な個展
2009 「畔を廻る」PANTALOON（大阪）
 「白色と雑音」GALLERY301 （兵庫）
2011 「…の向こう・その他」GALLERY IND.（大阪）
 「第5回shiseido art egg ひるのまをながめる」資生堂ギャラリー（東京）
主なグループ展
2008 「gadget 展」京都芸術センター（京都）
2010 「きょう・せい」京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA（京都）
2011 「things on strings」小山登美夫ギャラリー（東京）
 「ヨコハマトリエンナーレ2011 OUR MAGIC HOUR」横浜美術館（神奈川）
2012 「六甲ミーツ・アート　芸術散歩2012」六甲山（兵庫）

招待作家
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《延長と変換と増幅》2011 (参考) ミクストメディア
《Extension, conversion, and amplification》2011 mixed madia

角田広輔/KADOTA Hirosuke
1987 兵庫県生まれ
2010 京都市立芸術大学美術学部油画専攻卒業
現在京都市立芸術大学大学院美術研究科（修士課程）絵画専攻在学

主な個展
2010 「共振するみんなのフィールド」bar ROSEO（京都）
2011 「延長と変換と増幅」京都市立芸術大学ギャラリー（京都）
2011 「線と面のためのサラウンドシステム」京都市立芸術大学構内（京都）
主なグループ展
2008 「COMPLEX MUSE」京都市立芸術大学大学会館ホール（京都）
2010 「SIM」0000 gallery（京都）
2011 「Colors of KCUA 2011」京都市立芸術大学ギャラリー＠KCUA（アクア）

芝田知佳/SHIBATA Chika
1984 兵庫県たつの市生まれ
2005 国立学校法人高岡短期大学産業造形学科金属工芸コース卒業
 女子美術大学芸術学部工芸学科染コース編入学
2009 東京藝術大学美術研究科工芸専攻染織領域修了
たつの市（兵庫県）在住
主なグループ展
2007・2008     「アートランドコミュニケーションUeno Town art Museum2008」
 隅田公園（東京） 
2009 「灯 あかり展」cocca（東京）
2011 「龍野アートプロジェクト2011刻の記憶art and memories」（たつの市、兵庫）
2012 「SICF13」spiral（東京）

出品作家

佐藤文香/ＳATO Ｆｕｍｉｋａ
1985 三重県生まれ
2007 エクサンプロバンス高等美術学校（フランス）DNAP修得
2009 エクサンプロバンス高等美術学校、DNSEP （修士号）修得
ビオット（フランス）在住
主な個展
2009 Tout doit apparaître - leche-vitrerine artistique, エスペリッド宝石店
 （エクサンプロバンス、フランス）
2010 Voyage Tori Hito, Susiniギャラリー（フランス）
主なグループ展
2006‒2011    「国際ブックプロジェクト」（マルセイユ、フランス）
2011 「龍野アートプロジェクト2011刻の記憶art and memories」（たつの市、兵庫）
2012 「KALEID2012 London (ロンドンブックアートフェスティバル　40人の
 本展)」（イギリス）

《冬色》2011-2012 写真、手透き伊勢和紙
《Fuyuiro-winter color》2011-2012 photography,handmade Ise Japanese paper

《ASAKUSAアフォーダンス2012》2012 （参考） 木材、ペンキ
《affordance at ASAKUSA 2012》2012 wood, paint
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《メメント・モリ(死を想え)》2011（参考）紙に骸骨の写し
《Memento-Mori》2011 copy of a skeleton to paper

犬丸　暁/INUMARU Akira
1984 茨城県生まれ
2008 武蔵野美術大学油絵学科　卒業
2011 ル・アーブル／ルーアン高等美術デザイン学校　DNAP（学士号）修得
現在ル・アーブル／ルーアン高等美術デザイン学校　修士課程在学
主なグループ展
2011 「Sur le Fil展」ルーアン中央大学病院内教会（ルーアン、フランス）
　　 「イッシー・ビエンナーレ2011」トランプ博物館（イッシー・レ・モリノ、フランス）
　　 「Le　Japon～日本の童話の世界～展」市民美術館（ラ・セル・サンクロー、フランス）
2012 「TROC pour l’ART (アートと物々交換)展」個人所有スペース（パリ）
　　  「L’esprit des plumes(スピリット・オブ・フェザー)」ギャラリーAREA(パリ)
   　 「インター：セクションズ －異文化交差のトポロジ－」関西日仏学館（京都）

ル・アーヴル/ルーアンデザイン美術学校学生

《生産、再－生産》2011 7'01"
《Production, Re-Production》2011 video 7'01"

ジェレミー アンドレ/Jérémy ANDRE
1988 ルーヴィエール（フランス）生まれ
2006 バカロレア修得
2011 ル・アーブル/ルーアン高等美術デザイン学校　DNAP（学士号）修得
現在ル・アーブル/ルーアン高等美術デザイン学校　修士課程在学
主な参加作品
2011 短編映像「La vie rêvée des masques」(仮面たちの夢見る人生)」音響
 短編映像「La minute Lumière（光のとき）」監督（ローラン・シュヴァリエとの共作）
2012 短編映像「Les petits chats(子猫たち)」助監督（ファニー・レジェール監督）

マリー ヴァルト/Marie VALT
1990 フランス生まれ
2008 バカロレア修得
2011 ル・アーブル/ルーアン高等美術デザイン学校　DNAP（学士号）修得
現在ル・アーブル/ルーアン高等美術デザイン学校　修士課程在学
主なグループ展
2010 「Fenêtre sur Rue(ウィンドウ・オン・ザ・ロード)」ルーアン美術学校（ルーアン、フランス）
　　 「Fiction Urbaines（アーバン・フィクション）展」（企画・展示）ルーアン美術学校（
 ルーアン、フランス）
2012 写真展「Tirer l’arc-en-ciel(虹をひく)」建築事務所内（パリ）
      「TROC pour l’ART(アートと物々交換)展」(キュレーション・展示)個人所有スペ
 ース（パリ）《壁に向かって》2011　デジタルプリント、アルミ板裏打ち

《Face au murs》2011 digital print, aluminum board lining
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会場周辺地図
うすくち龍野醤油資料館周辺の醤油蔵(兵庫県たつの市龍野町大手54-1)

■ J R 姫 新 線 ･･･････････････････････ 徒 歩 約15 分
   （姫路駅よりJR姫新線に乗車、本竜野駅下車）
■ J R 山 陽 本 線 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･タクシーで 約15 分
   （JR山陽本線に乗車、竜野駅下車）

■ 神姫バス･････････････････龍野橋停留所より約5分 
■  山陽自動車道･･･････････････････龍野 I Cから約5分 
■  太子竜野バイパス･･････････････福田ランプから約5分 
※駐車場は龍野観光駐車場を、土・日・祝日は総合庁舎土手沿いの臨時駐車場を、
　ご利用ください。
※町中は道が狭いのでマイカーは控えてJR姫新線をご利用下さい。

※うすくち龍野醤油資料館、たつの市立龍野歴史文化資料館は
　9:00~17:00　（入館は16:30まで）
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	プレスリリース龍野アートプロジェクト2012-1
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	PRESSRELEASE軽
	PRESSRELEASE軽
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