
1984年 兵庫県生まれ
2015年3月  When � e Wind Blows 風が吹くとき
 （Nor thern Ireland , U K Mi l lennium 

 Cour t Ar t s Centre）
2015年10月 下町芸術祭 (兵庫 ふたば学舎)
2014年11月 するがのくに芸術祭 富士の山ビエンナーレ
2017年9月 中之条ビエンナーレ2017

下野 友嗣

1988年 生まれ、神戸在住
2006年 神戸市立六甲アイランド高等学校
 普通科芸術学系美術デザインコース 卒業
2006年 京都市立芸術大学入学
2012年 京都市立芸術大学
 美術学部美術科油画専攻絵画2 卒業
2006年 全関西美術展 入選「生きる」
2011年・2015年

「三日展」―継続は力なり―
（京都・東山/A RT F O RU M JA R F O）

JA R F O賞「I ʼm just a woman.」
「さよならみどり/アルバム」

村上 文子

下町芸術祭

《音の線  A musical line》
2010 

紙に油彩 
109．5×78．8（cm）

《精霊の声》
2013 

パネルにミクストメディア 
M150号

あさご芸術の森アートフェスティバル

ワークショップ「くっつ木プロジェクト」
たくさんのこっぱ（木端）の中から、
好きなものを選んで、色をぬってくっつけます。
 みんなでひとつの作品を作り上げよう。

日時  11月17日（土）  10 : 00－16 : 00
会場  かどめ公園休憩所通路  料金  無料  随時受付

ワークショップ風景

KOBE Binnale 2015 コラボレーション展

丹波篠山・まちなみアートフェスティバル

アンドレイ・ヴェルホフツェフ

1983年 姫路市生まれ
2018年 丹波篠山・まちなみアートフェスティバル出展
大学時代から街で発見した変わったものの撮影や、
自分を救ってくれた村上春樹作「ノルウェイの森」
をテーマにした作品を撮るなど、写真作品を中心
に制作活動を続けている。

天田理絵

《GOLD BATH》
2015

キャンバス 油彩
116.8×91.0cm

《海の美しさ、
環境破壊と自分への問いかけ》

2017
紙コップ、海で拾ったモノ
西脇市岡之山美術館にて

1971年 ロシア国ミチューリンスク市生まれ
1996年 ロシア国立レーピン芸術アカデミー卒業
1995－2008年

 ロシア、ヨーロッパ各地で個展、グループ展
2002年 第4回モスクワ写真ビエンナーレ
2009年 来日 姫路市にて活動を始める
2013年 A RT OSA KA 2013 ［ʻ15］
2014年 ギャラリー島田（神戸）個展 ［ '15. '17］
2015年 全国公募 第10回丹波美術大賞展 

 丹波市立植野記念美術館
2016年 西脇市岡之山美術館 個展
2018年 丹波篠山・まちなみ
 アートフェスティバル出展

主催 龍野アートプロジェクト / アートde元気ネットワークひょうご推進会議
 平成30年度 文化庁文化芸術創造拠点形成事業
助成 公益財団法人三菱U F J信託地域文化財団 / 

 公益財団法人朝日新聞文化財団

兵庫県内で開催されるアートプロジェクト・芸術祭により構成
されている「アートｄｅ元気ネットワークひょうご」との連携企画

龍野アート
 プロジェクト 2018
混成軌道｜Hybrid Orbit

 アートde元気
 ネットワークひょうご
 コラボレーション展

【アートde元気ネットワークひょうご推進会議加盟芸術祭】 

アート・プロジェクトKOBE 2019「TRANS-」 / 六甲ミーツ・アート 芸術散歩 / 下町芸術祭 / 
のせでんアートライン / 龍野アートプロジェクト / 豊岡アートシーズン / 木彫フォークアートおおや / 
あさご芸術の森アートフェスティバル / 丹波篠山・まちなみアートフェスティバル  

問合せ先

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 ガレリアアーツ＆ティー内
TEL/FAX  0791–63–3555   MAIL  info@tat suno-ar t-project .com

アートde元気ネットワークひょうご推進会議 事務局
〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番１号
兵庫県企画県民部芸術文化課内  
TEL  078－362－3171  WEB  http://hyogo-ar tdegenki .jp/

会場 菊屋蔵（メイン会場） / 旧脇坂屋敷 / かどめ公園休憩所通路
参加作家・イベント   下町芸術祭  村上文子 / 下野友嗣  
丹波篠山・まちなみアートフェスティバル  アンドレイ・ヴェルホフツェフ / 天田理絵
あさご芸術の森アートフェスティバル  ワークショップ「くっつ木プロジェクト」

2018.11.8［木］–11.18［日］ 10 : 00 – 17 : 00 ｜月・火曜休館｜
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各駅からJR「本竜野駅」への
所要時間のめやす

約4時間
新幹線

アポロランプ
（龍野アートプロジェクトメイン会場）
兵庫県たつの市龍野町富永1440-3

□J R「姫路駅」からJ R姫新線にて20分、
　「本竜野駅」下車 徒歩10分 
□J R山陽本線「竜野駅」下車
　タクシーにて約15分
□神姫バス「龍野橋東詰め」徒歩1分
□山陽自動車道「龍野I C」より約5分
□太子竜野バイパス「福田ランプ」より約10分
※来場にはJ R姫新線が便利です
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旧中川邸
開館 10 : 00–17 : 00 
休館 12日（月）・13日（火）
1F 稲垣元則
 ひょうご博覧会㏌大阪2018

 ワークショップ成果物展示①　
2Ｆ WROオン・ツアー
 WROメディアアート
 ビエンナーレ2017映像選上映
和室 小牧徳満ワークショップ
 「作って飾ろう提灯の枝」
日時 11月10日（土）  14 : 00–15 : 00
料金 600円（ジュース付き） / 要予約
定員 15名（先着順）
対象 小学生（低学年は保護者同伴）

06

arinomama Gallery KURA
稲垣元則

04

わのわ 2F
今村遼佑
開館 9 : 00–18 : 00  休館 11日（日）

05

【展示情報】

アポロスタヂオ
ヨアンナ・マリノフスカ＆J.T.ヤスパー

01

アポロランプ
小牧徳満

02

【資料展示】

03菊屋蔵 （メイン会場）
各芸術祭のパネル、
アーカイブ映像、ポスター等展示
開館 10:00－16:00 
休館 12日（月）・13日（火）

12かどめ公園休憩所通路
あさご芸術の森アートフェスティバル
「くっつ木プロジェクト」
日時 11月17日（土）  10 : 00–16 : 00
会場 かどめ公園休憩所通路
料金 無料  随時受付
たくさんのこっぱ（木端）の中から、好き
なものを選んで、色をぬってくっつけます。
 みんなでひとつの作品を作り上げよう。
※どなたでも参加いただけます

【ワークショップ】

07旧脇坂屋敷
アートde元気ネットワークひょうご
コラボレーション展
開館 10 : 00－16 : 00 
休館 12日（月）・13日（火）
 18日（日）15 : 00まで
下町芸術祭：村上文子、下野友嗣
丹波篠山・まちなみアートフェスティバル：
アンドレイ・ヴェルホフツェフ、天田理絵

【作品展示】

かどめふれあい館
稲垣元則
ひょうご博覧会㏌大阪2018
ワークショップ成果物展示②
開館 10 : 00–16 : 00  休館 12日（月）

10

県民交流広場2F
カロリナ・ブレグワ　
アグニェシュカ・ポルスカ　

08

三木露風生家
芝田知佳
開館  10 : 00–16 : 00  休館 12日（月）

09

かどめ公園休憩所
龍野アートプロジェクト2014
上演映像上映
薮田翔一音楽×
アレクサンデル・ヤニツキ映像
開館  10 : 00–16 : 00  休館 12日（月）

11

ガレリア アーツ＆ティー
龍野アートプロジェクト
関連作家小品展
開館 11 : 00–18 : 00  休館 14日（水）
※11日、16日、17日、18日
　は10 : 00–16 : 00  

13

アートde元気
ネットワークひょうご
コラボレーション展

龍野アートプロジェクト2018  
混成軌道 ｜ Hybrid Orbit

《ハルカ/ハイチ  
18°48’ 05” N 72°

23’ 01” W》
2015 / 映像 / 82min

左《さすてぃなぶれない場所》 
2017 / 松の剪定枝、額 / 

50×50×100cm (参考)
右《サルの骨》 2018 / サルス

ベリの剪定枝、アクリル / 
35×10×55cm (参考)

《忘れてしまいたい。
でもずっと忘れたくない》 

2017 / 映像、
ドローイング(参考)

《雨音と部屋》 
2013 / 古い日用品、

ソレノイド、タイマー回路 / 
サイズ可変（参考）

《記念碑建設事務所》  
2016 / 映像 / 72min

《太陽の見たもの》  
2017 / 映像 / 

10min.

《07/4－10/30 まると
鳥と折れ線グラフ》

201６ / ミクストメディア / 
サイズ可変 (参考)

開館日時の記載のない会場は

10 : 00 –17 : 00 月曜休館


