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会　　期 2021 年 4 月 3 日［土］–2021 年 6 月 27 日［日］

市原湖畔美術館［指定管理者：（株）アートフロントギャラリー］

平日　10：00〜 17：00　土曜・祝前日　9:30 〜 19:00　日曜・祝日　9:30 〜 18:00
＊最終入館は閉館時間 30 分前まで

月曜日（祝日の場合、翌平日）

一般：800（ 700 ）円 / 大高生・65 歳以上：600（ 500 ）円
＊（）内は 20 名以上の団体料金。
＊中学生以下無料・障がい者手帳をお持ちの方とその付添者（ 1 名） は無料。
＊「房総里山芸術祭　いちはらアート×ミックス2020+」作品鑑賞パスポートのご提示の方は無料。

開館時間

休　館　日

料　　金

主　　催

Artists ’ Breath―コロナ禍の中、アーティストはいま
　

お問合せ

文化庁　いちはらアート×ミックス実行委員会協　　力

市原湖畔美術館 TEL:0436-98-1525　E-mail:info@lsm-ichihara.jp
https://lsm-ichihara.jp/
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　新 型コロナウイルスのパンデミックは、地 球に生きる 77 億 人 が、同
じ “今 ” を生き、共通の体験をするという稀有な実感をもたらしました。
2020 年 6 月15 日にスタートしたインスタグラム・プロジェクト「 Artistsʼ  
Breath 」( ディレクター：北川フラム）は、多くの芸術祭、展覧会、イベン
トが延期または中止となる中、アーティストはどう生活し、何を考えている
のか、その生の息吹を伝えようと毎日更新されました。

インスタグラム・プロジェクトに参加したのは、北川フラムが総合ディレ
クターをつとめる５つの地域芸術祭の参加アーティストたち。コロナ禍で昨
年から今年に延期された「房総里山芸術祭　いちはらアート×ミックス」「北
アルプス国際芸術祭」「奥能登国際芸術祭」、そして今年第 8 回目を迎える

「大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ」、来年開催に向けて準備
が進む「瀬戸内国際芸術祭」です。
　市原湖畔美術館では、世界 194 組のアーティストたちがそれぞれ投稿し
た約 2 分間の動画を一堂に展観。命の海でつながるアーティストたちが、
異なる考えをもち、今を同時に生きていることを体感する場を創出します。

展覧会について

36 の国と地域の 194 組出展アーティスト

高橋啓祐映像インスタレーション

株式会社 Office Toyofuku二十四節気の仮面制作

出展アーティスト（ 50 音順） 青木野枝、青島左門、秋廣誠、淺井真至、淺井裕介、麻倉美術部、浅葉克
己、東弘一郎、アデル・アブデスメッド、ジャン＝ミシェル・アルベロー
ラ、EAT&ART TARO、イオベット & ポンズ、石川直樹、石田真澄、石塚
元太良、石松丈佳、磯辺行久、伊藤キム、井橋亜璃紗、今尾拓真、岩城和哉、
岩間賢、マーリア・ヴィルッカラ、ウー・ウェイ（伍偉）、ウー・ケンア
ン（鄔建安）、映像ワークショップ（珠洲の大蔵ざらえプロジェクト）、L
Sub、アイシャ・エルクメン、レアンドロ・エルリッヒ、大岩オスカール、
大川友希、大杉祥子、大野修平、岡博美、岡淳、岡田杏里、小沢敦志、越
智良江、尾花賢一、OBI【鈴木泰人、本間智美、水野祐介】、鬼太鼓座、開
発好明、　蠣崎誓、カク・ディラン（郭達麟）、景山健、笠原由起子／宮
森はるな、鍛治瑞子、ザンナ・カダイロバ、金氏徹平、イリヤ & エミリア・
カバコフ

Artists’ Breathインスタグラム・アカウント
https://www.instagram.com/artistsbreathpress/?hl=en
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ジョアン・カポーテ、川島猛、川俣正、川村亘平斎、カン・ヒジュン（姜
希俊）、ソカリ・ドグラス・カンプ、菊地良太、キジマ真紀、来田広大、
ジョゼ・デ・ギマランイス、キム・テボン（金泰範）、木村崇人、久野彩子、
シルパ・グプタ、ポウラ・二チョ・クメズ、鞍掛純一、栗真由美、栗田
宏一、ジョン・クルメリング、鴻野わか菜、小枝繁昭／高見島プロジェ
ク ト、　 五所純子、小松宏誠、酒百宏一、佐藤卓、佐藤貢、塩田千春、時
速 30km の銀河の旅【前田麻里、坂口理子、美木マサオ】、下道基行、篠
崎恵美、joylabo、杉原信幸、スズプロ【金沢美術工芸大学】、鈴村敦夫、
エステル・ストッカー、デイヴィッド・スプリグス、世界土協会【南条
嘉毅、James Jack、吉野祥太郎】、曽我英子、ミカーラ・ダウアー、髙
田安規子 & 政子、高野ランドスケープ、高橋啓祐、高山夏希、竹腰耕平、
竹中美幸、竹村京、田島征三、たちかわ創造舎【倉迫康史】、田中奈緒子、
田中信行、カン・タムラ、二コラ・ダロ、Tango、チェン・シー（陳思）、
レオニート・チシコフ、地村洋平、チョアン・チーウェイ（荘志維）、テ
アトロコメディア・デラルテ、マルニクス・デネイス、Doobu、遠山正
道、利光収＋田尾玄秀、富田紀子、冨安由真、豊福亮、トンデ空静、中﨑透、
中島伽耶子、中谷ミチコ、ウラジーミル・ナセトキン、アンマルサイハン・
ナムスライジャフ、成田久、南条嘉毅、カールステン・ニコライ、西野
達、ニブロール【矢内原美邦】、マリア・ネポムセノ、ノックス・エレナ、
Noto Aemono Project、ミラ・バーテラ、橋本雅也、蓮沼昌宏、長谷川
仁、ターニャ・バダニナ、早崎真奈美、原研哉、原広司 + アトリエ・ファ
イ建築研究所、原倫太郎＋原游、ヘラルド・バルガス、クレア・ヒーリー
& ショーン・コーデイロ、日比野克彦、ひびのこづえ、平田五郎、エルモ・
フェアメイズ、フェルナンド・フォグリノ、深澤孝史、藤野裕美子／高
見島プロジェクト、藤本壮介、布施知子、ジャウマ・プレンサ、シモン・
ベガ、アレクサンドル・ポノマリョフ、本郷毅史、マ・ヤンソン（馬岩松）、
マー・リャン（馬良）、前田エマ、前山忠／ギャラリー湯山、増田啓介、
Mapped to the Closest Address、松本秋則、松山金一／モリアオガ
エルクラブ、エマ・マリグ、皆川明、三宅砂織、みやび／枯木又プロジェ
クト、トム・ミュラー、村上慧、村山悟郎、エカテリーナ・ムロムツェワ、
ムン・キョンウォン & チョン・ジュンホ、目【荒神明香、南川憲二、増
井宏文】、持田敦子、盛圭太、ラヴァル・モンロー、やさしい美術プロジェ
クト【高橋伸行】、柳建太郎、山本浩二、山本基、指輪ホテル【羊屋白玉】、
ヨウ・ウェンフー（游文富）、芳木麻里絵／枯木又プロジェクト、吉野央
子／枯木又プロジェクト、ラックス・メディア・コレクティブ、リー・
ホンボ（李洪波）、力五山、リュウ・ジャンファ（劉建華）、リュウ・リ
ケツ（劉李杰）／枯木又プロジェクト、リン・シュンロン（林舜龍）、ト
ビアス・レーベルガー、トーマス・レーメン、ジャネット・ローレンス、
和田永、渡邊のり子、ワン・ウェンチー（王文志）
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展覧会のみどころ ①コロナ禍を生きるアーティストたちのアーカイブ

生理的で直感的なアーティストは極めて多様でユニークであり、彼らの
生活や考えを日々更新し続けた「  Artists  ̓  Breath  」（  2020  年  6  月 15 日～
2021 年 1 月 15 日）は、このパンデミックの時期の貴重なアーカイブとなり
ました。インスタグラム・プロジェクトのスタートを切ったイリヤ＆エミリ
ア・カバコフ。ソ連の圧政下を生き、この夏、大地の芸術祭で６つのプロジェ
クトを実現させる彼らは語っています。「アーティストは孤独に慣れていま
す。この状況は、よりもっとクリエイティブになるチャンスであると捉えて
います。私たちは自らの才能、アイデア、創造力を駆使して、この状況を脱
した際には、この世界をよりよく美しい場所に、そして人生をより面白いも
のにしていきたいと思います」。
　５つの芸術祭の参加アーティストが一堂に会する本展は、その先陣を切っ
て開催される「房総里山芸術祭　いちはらアート×ミックス」に連動するも
のとして企画されました。コロナ禍を経て、各地の芸術祭で出会うアーティ
ストたちの作品は、私たちの期待に大きくこたえてくれることでしょう。画
像：イリア＆エミリア・カバコフ（ロシア / アメリカ）
https://www.instagram.com/tv/CBc1dPpHoXx/?utm_source=ig_web_copy_link

和田永 ［日本］

　古い家電を新しい楽器へと蘇生させて演奏をする和田永は、家電楽器の設計図を
109日間かけてコロンビアに送り、世界各国の人々と電磁オーケストラの結成を試
みました。
https://www.instagram.com/tv/CGUd896H1fa/?utm_source=ig_web_copy_link

＜動画の一部紹介＞
日比野克彦 ［日本］

　オンラインでもうろう者と出会ったのをきっかけに、目を閉じるとリアルとバー
チャルの境がなくなることに気がついた日比野は、目を瞑り両手の感覚だけで絵を
描くことをはじめました。
https://www.instagram.com/tv/CJdT-nshzO4/?utm_source=ig_web_copy_link

村上慧 ［日本］

　アトリエの庭でジャガイモの栽培を始めた村上慧は、その成長を絵で記録しました。
https://www.instagram.com/tv/CBczxVlHpbm/?utm_source=ig_web_copy_link
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ミカーラ・ダウアー［オーストラリア］
　ロックダウン時に家に出入りする鳩と仲良くなったダウワーは、ロックダウン解
除後に鳩になる練習を始めました。
https://www.instagram.com/tv/CEJbAbWn8Bz/?utm_source=ig_web_copy_link

②生命の海に生まれるアーティストの発語をつなぐ映像インスタレーション

　「 Artsits ʼ Breath 」は、空白にみえる日常の中で、生命の海でつながった
世界のアーティストによる豊かなプラットフォームとなりました。本展では、
ニブロールの舞台でも知られる映像作家・高橋啓祐が映像構成を手掛け、
美術館の全吹き抜け空間を使い、194 組のアーティストの動画を展開しま
す。地球という生命の海に生まれるアーティストたちの発語そして生理を、
全身で体感してください。

【高橋啓祐プロフィール】
映像作家。美術館、ギャラリー、劇場、パブリックスペースなど多様な空間
で作品を発表。映像インスタレーションとともにパフォーマンスも展開、身
体と映像の関係性を追求している。ダンスカンパニー「ニブロール」では、
設立時より映像ディレクターを務める。

エカテリーナ・ムロムツェワ［ロシア］
　コロナ禍ですべての展覧会が延期、キャンセルとなり、自宅のバルコニーに自身の
ギャラリーをオープンさせたムロムツェワ。この日は、哲学者と彼らを邪魔するハエ
をテーマとした水彩画18点を展示紹介しました。
https://www.instagram.com/tv/CBnM6chHq5x/?utm_source=ig_web_copy_link
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ご来館のお客様に下記のご協力のお願いをしております。
・ご入館にあたり、来館者の皆さま（グループの代表者 1 名）の連絡先（お名前、お電話番号）を頂戴しております。
・館内では、マスク着用のご協力をお願いいたします。
・こまめな手洗いにご協力をお願いします。
・ 咳やくしゃみをされる際は、マスク、ハンカチ、ティッシュなどで口をしっかり覆う「咳エチケット」にご協力ください。
・発熱、咳などの風邪症状がある方や、体調に不安がある方は、ご来館をご遠慮ください。
・混雑状況によっては、入場制限をする場合がございます。

広報用画像

③自然の中の人間の営みを見つめる二十四節気の展示

　コロナ禍でさまざまな人間の活動がストップする中でも、地球はまわり、季
節は移ろいます。「 Artists ʼ Breath 」では、アーティストの息吹を届けるととも
に、ディレクター北川フラムが節気の便りも発信しました。
二十四節気は、1 年を春夏秋冬の 4 つの季節に分け、さらにそれぞれを6 つに
分けた暦です。古来、日本やアジア諸地域では、節気を通して季節の変化や兆
しを感じ取り、土地ごとにさまざまな行事や習わしによって寿いできました。
本展では、「 Artists ʼ Breath 」で使われた、全国各地の節気の祭りや行事にイ
ンスピレーションを得て制作された仮面や衣装を一堂に展示。季節の移り変わ
りとともに自然の一部として生きてきた日本人の生活文化を見つめ直します。
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所在地：〒 290-0554　千葉県市原市不入 75-1
鉄道で：JR 内房線五井駅乗り換え　小湊鉄道「高滝」駅より徒歩 20 
分 / レンタサイクル 10 分 / タクシー 5 分
お車で：圏央道「市原鶴舞 IC 」より約５分
高速バスで：東京駅・羽田空港・横浜駅より約 1 時間

（市原鶴舞バスターミナルよりタクシー　約 5 分）

アクセス

広報についてのお問合わせ

美術館の SNS では、美術館や展覧会情報を発信しています。
Facebook  : ＠ ichiharalakesidemuseum
Instagram  : @lsm_ichihara
Twitter : @LSM_ICHIHARA

連動企画

房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス 2020+
開催エリア：小湊鉄道を軸とした周辺エリア

（五井、牛久、高滝、平三、里見、月崎・田淵、月出、白鳥、養老渓谷）
参加アーティスト：14 の国と地域の 41 組
主催：いちはらアート×ミックス実行委員会
https://ichihara-artmix.jp/

市原湖畔美術館　本山・冨樫
tel:0436-98-1525    fax : 0436-98-1521
press@lsm-ichihara.jp     www.lsm-ichihara.jp


