2018.06.20

そとのあそび

～ピクニックからスケートボードまで～

会期

2018 年 7 月 14 日［土］–2018 年 9 月 17 日［月・祝］

開館時間

平日

10：00–17：00

土曜・祝前日

9:30 〜 19:00

日曜・祝日

展

9:30 〜 18:00

最終入館は閉館時間 30 分前まで
休館日

月曜日（祝日の場合、翌日）

料金

一般：800 円（ 700 円）、65 歳以上の方・大高生 600 円（ 500 円）、中学生以下・

主催
共同企画

障害者手帳をお持ちの方とその付添者（ 1 名）は無料。
（）内は 20 名以上の団体料金。
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］
SIDE CORE

メインヴィジュアル：森田貴宏
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展覧会について

本展は、
「そとのあそび」をテーマにした、14 組のアーティスト・グループに
よる展覧会です。周囲を自然に囲まれた開放的な市原湖畔美術館において、
ピクニックや路上観察、釣り、クライミング、スケートボードなど、そとのあそ
び、また、そこから派生した表現を紹介します。

参加作家一覧
（略歴は後頁にて）

EVERYDAY HOLIDAY SQUAD、小畑多丘、菊地良太、木村崇人、snipe1、
切腹ピストルズ、高田光、高橋臨太郎、Chim ↑ Pom、東京ピクニッククラブ、
宮原嵩広、森田貴宏、森山泰地、路上観察学会（ 50 音順）

展覧会のみどころ
ピックアップアーティスト

snipe1 による壁画が来館者をお出迎え
snipe1 は、青春期を過ごしたニュー
ヨークでグラフィティに出会い、90
年代前半より活動開始。国内のグラ
フィティシーンを牽引するのパイオ
ニアのひとりであり、2017 年よりイ
ンスタレーション制作を本格始動。
今回は、美術館エントランスのパー
マネントワークに自身の壁画を組み
合わせ、美術館のエントランス風景の一新を試みます。
「外のあそび」という題材
における、入口に相応しい作品となるでしょう。

東京を代表するストリート・スケーター

森田貴宏

美術館全体をスケートボーディン
グのフィールドとして捉え、展覧会
を鑑賞する体験の中に、スケート
ボーディングの身体的感覚を伝え
る装置を作品として展示室空間に
展開予定。
「スケートボーディング
について考えているうちは、スケー
トボーダーである」という考えを持つ、森田のあたまの中をのぞくような、大規模
なインスタレーションが現れます。森田は、本展メインヴィジュアルにも登場！

高滝湖のバス釣りと美術館をつなげる
EVERYDAY HOLIDAY SQUAD（エ
ブリディ・ホリディ・スクワッド）は、
ストリートカルチャーに関わる、不特
定多数の SQUAD（集まり）。日常の風
景に異質な空間を生み出す彼らが今回
取り組むのは、美術館の目の前に拡が
る高滝湖で開催されるブラックバス釣
り大会。普段繋がることのなかった釣
りの文化と美術館を繋げ、まさに「外の遊び」を美術館の中に展示することを実
現します。
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参加作家略歴、
展示作品について

EVERYDAY HOLIDAY SQUAD
映像ディレクター、アーティストやグラフィティライ
ターで構成されるコレクティブ。別々の視点をもちなが
ら、都市のシステムや風景を観察し、悪戯的な方法で
街中に作品を作り出している。主な展示に「六本木アー
トナイト 2018 」、
「 BIOCRACY 」展（はじまりの美術館、
2018 年）
「 Reborn Art Festival （
」 石巻、2017 年）など。

小畑多丘
1980 年、埼玉県生まれ。自らも B-BOY( ブレイクダン
サー ) であり、その身体表現技術や躍動を彫刻でも精力
的に表現し続け、台座の無い木彫による人体と衣服の
関係性や、B-BOY の彫刻を端緒に生まれる空間を追求、
緊張感と迫力あふれる作品を展開。本展では、美術館周
辺で撮影した、実験的な映像作品を展示予定。

菊地良太
1981 年、千葉県生まれ。ロープを使わないロッククライ
ミングである、フリークライミングを手法として作品制
作を行う。街の風景に、文字通り身体を介入させた写真
や映像作品を発表している。本展では、美術館の特異な
建築や周辺環境に介入することで、美術館建築への新し
い視点を生み出すとともに、屋上スペースを新たな環境
として解き放ちます。

木村崇人
1971 年愛知県生まれ。
「地球と遊ぶ」をテーマにした作
品制作やワークショップを行う。誰もが「知っている」と
思っていることと実際の科学現象と認識のズレを視覚
化、体験する作品を展開。主な展示に「越後妻有アート
トリエンナーレ」、
「瀬戸内国際芸術祭」、
「あいちトリエ
ンナーレ」など。本展では、市原市月崎にある「森ラジオ
「森ラジオ ステーション×森遊会」(2014 ～ )

ステーション」の関連展示を行う。
協力：株式会社ＪＶＣケンウッド・デザイン
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snipe1
90 年代前半からストリートでの活動のほか、ミュー
ジックビデオの仕事や、グラフィティに携わる執筆
なども行う。2017 年の展示を契機に、アーティス
トとしてキャンバス作品、インスタレーション制作
を本格始動。独自のスプレー表現、圧倒的な破壊
力で見る者に既成概念への疑問符を問いかける作
風に、注目が集まっている。
「ワーグナー・プロジェクト（ KAAT ｘ高山明 /PortB ）」会場風景（ 2017 ）

切腹ピストルズ
「日本を江戸にせよ！」を合言葉に、野良着で暮ら
しながら、和楽器による演奏を全国各地で繰り広
げる。西暦１９９９年の大晦日に江戸で始動。現在、
日本各地の隊員２０名で編成。和太鼓の演奏、寺子
屋の実施、寄席の主催などをしている。本展では、
メンバーが収集・制作する「野良着」を展示し、
「野
良」から外をとらえる。

高田光
目に見えず、言葉になっていない「気配」に注目し
ながら、身 体の記 憶、感 情をテーマに活 動してい
る。グラフィティと言う行為がその気配とつながる
仕組みだと捉える高田は、本展ではグラフィティの
方法論をテーマに、独自に解釈した作品を発表予
定。

高橋臨太郎
1991 年東京都生まれ。映像、インスタレーション、
パフォーマンスなど様々なメディアを用いて表現
する。関心を寄せる思想と、身体を様々な手法で交
差させることで新たな状況を作り出そうとしてい
る。本展では、高滝湖に注目する。

Chim↑Pom
2005 年、卯城竜太・林靖高・エリイ・岡田将孝・
稲岡求・水野俊紀が東京で結成したアーティスト
集団。時代のリアルを追い、現 代 社会に全力で介
入したメッセージの強い作品を次々と発表してい
る。本展では、高滝湖に沈むかつてあった町の記憶
をテーマにした作品を展開。
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東京ピクニッククラブ
2002 年にピクニック生誕 200 年を記念して結成。
メンバーは、建築家、都市研究者、グラフィックデ
ザイナー、フードコーディネータなど。都市居住者
の基 本的権利として「 Picnic Right ＝ピクニック
権」を主張。国内外の都市で公共空間の創造的利
活用促進するピクニック・プロジェクトを実施。

宮原嵩広
1982 年埼玉県生まれ。大理石やアスファルトを素
材に大規模な彫刻作品を手がける。主な展示に、
「清流の国芸術祭 Art Award In the Cube 」
（岐
阜県美術館、2017 年）、個展「 missing matter –
sculpture ’ s dogma- 」
（川口アートファクトリー、
2015 年）本展では、道路素材であるアスファルト
で球体を覆った巨大彫刻を展示する。
森田貴宏
1975 年東京都生まれ。18 歳からプロスケートボー
ダーとして活動する傍ら、広くスケートボードの普
及活動としてスケートボード映像作品を中心とした
監督作品を数多く発表。2013 年には米 LA にて開催
された世界的なスケートボード映画祭にて自身が
監督、出演した作品で準グランプリを獲得。スケー
トボードイベントの演出、スケートボードコースの
制作、ボードデザインなど、現在の活動の全ては「ス
ケートボードの一般普及」を目指すものである。
森山泰地
1988 年東京都生まれ。2016 年東京藝術大学美術
研究科彫刻専攻修士課程修了。主な展示に、
「粟
島アーティスト・イン・レジデンス

セルフ尊景」

（香川県三豊市、2017 年）、
「 SIDE CORE STREET
MATTERS 」
（ BLOCK HOUSE、
2017 年）本展では、
高滝湖に流れ着いた流木を再構成した作品を展開。

路上観察学会
1986 年、赤瀬川原平、藤森照信、南伸坊、松田哲夫、
林丈二などを中心にを結成。
「路上観察学」とは、今
和次郎・吉田謙吉による「考現学」を始祖とする都
市の学問で、路上から観察できる森羅万象を対象と
する。町歩きの楽しみを加えるように、都市生活者
が無意識につくりだした造形物や、自然現象が遺し
た痕跡などに注目し記録を残す活動をしている。
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市原湖畔美術館
夏のイベント

7 月 14 日（土）
展覧会オープニングイベント
7 月 22 日（日）
「開発好明と夏の子どもキャンプ

巨人デーデッポ vol.6 」

8 月 4 日（土）木村崇人「星ぶどう遊食会」
8 月 26 日（日）
「スプレーで絵を描いてみよう！」by snipe1
9 月 14 日（金）～ 9 月 17 日（月・祝）
「インターナショナル・パーキング・デイ」協力：ソトノバ
9 月 16 日（日）
「路上観察の会

アクセス

所在地：〒 290-0554

in 市原」

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

広報についてのお問い合わせ

市原湖畔美術館

担当：渡辺、小野

tel: 0436-98-1525

fax:0436-98-1521

press@lsm-ichihara.jp
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約 5 分）

www.lsm-ichihara.jp

