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小沢剛（1965 年生まれ、埼玉県在住）、チェン・シャオション（1962 年生まれ、北京在住）、ギム・
ホンソック（1964 年生まれ、ソウル在住）の 3 人のアーティストによって 2007 年に結成され
たコラボレーションチームであり、プロジェクトベースで作品を制作する。5 つのプロジェクト・
シリーズを通じ、西京というアジアのどこかにある都市を設定し、架空の都市の物語を伝えて
いる。

《第３章：ようこそ西京／西京冬季オリンピック》
2008 年　©Xijing Men

西京人　Xijing Men
特別招聘アーティスト

1985 年、埼玉県生まれ、現在埼玉を拠点に活動中。人工装飾物で作られた立体、自身も登場す
る儀式や作業などがパラパラと本をめくるように流れていく映像など様々なメディアを使い作
品を制作。世の中のあらゆるものが個々の意識を持ち、異なる世界に存在すると考え、無数の
世界が混沌と入り乱れるようにして流れている並行世界を様々な視点から表現する。
WEB：http://maricoaoki.com

《隙間からの訪問者》2012 年
©Marico Aoki

青木 真莉子　Marico Aoki　 
アートセンター・オンゴーイング推薦

推薦者：アートセンター・オンゴーイング / 小川希 ( 代表 )
アートセンター・オンゴーイングは、今の時代を担うアーティストを紹介するギャラリー
スペースや、交流の場としてのカフェ＆バースペースの運営、独自のアーティストアーカ
イブを提供するライブラリースペースなどを併設する芸術複合施設。シンポジウムやライ
ブなどのイベントも積極的に行い、現在進行形の表現の可能性を探る。

共同制作：コンクリット・ジアンピッドナン
1980 年、タイ・チェンライ生まれ、現在タイを拠点に活動中。チェンマイ発のインディー・
レーベル「Fuzzyfuzz Records」の共同設立者、音楽ディレクター。2009 年チェンマイ大学卒業。
2012 年アートと音楽の可能性を探るべく、マルチメディアな実験の場としてテンポラリーな空
間「Social Dance Club」を発足。ジアンピッドナンは、環境が生み出すリズムと音楽に対する関
心をもとに、視聴覚的な要素を織り交ぜながら、身の回りの時空間を変容させ、新たな体験を創
出している。

《The vehicle is outward.. (interior appearance) OVERALL 
DUB MIXED version》2013 年
©Apirak Jianpinidnun

アピラック・ジアンピッドナン　Apirak Jianpinidnun
チェンマイ・アート・カンバセーション推薦

推薦者：チェンマイ・アート・カンバセーション / スッティラット・スパパリンヤ ( 代表 )
チェンマイを拠点に 2013 年１月より活動開始。チェンマイのアートに関わる人、スペー
スやその他の情報が集積するオンライン・プラットホーム作りに取組んでいる。アートイ
ベントやスペースや人の居場所が一目で分かるようなオンラインマップを制作すると同時
に、関連情報の収集と作成を行っている。オンラインを主な情報発信源に、実際に人が動
き活動を活性化し、アートコミュニティと観客の育成を目指している。

1976 年、カナダ・バンクーバー生まれ、現在バンクーバーを拠点に活動中。
ドローイング、アニメーション、マルチメディア・インスタレーション、コラボレーションや
パフォーマンスなど、多岐に渡る手法を使った制作活動に取組んでいる。一貫して、作品制作
の過程に記録資料とインタビューを取り込み、フィクションともドキュメンタリーとも分類で
きない領域を探っている。カナダ国内外で作品展示や上映を行っている。サイモン・フレーザー
大学現代芸術学科修士課程インターディシプリナリー・スタディーズ修了。
WEB：http://www.cindymochizuki.com

《Shiro Yagi》2013 年
©Cindy Mochizuki

シンディー・望月　Cindy Mochizuki
ゲストキュレーター推薦

推薦者：原万希子（黄金町バザール 2014 ゲストキュレーター）

ゲストアーティスト（22 組）
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1990 年ベトナム・ホーチミン生まれ、現在ホーチミンを拠点に活動中。
2013 年よりグラフィティ・ライターとして活動中。高校卒業後、2008 年ホーチミン芸術大
学に入学し、絹絵を専攻。大学在籍中の 2011 年から、ゼロステーションで活動を始め、アー
トプロジェクトの計画や企画を学ぶ。その後、ストリートアートを再開し、キャラクター作
りを行っている。スブレーペイントを使った壁画や、映像、コンピューターデザイン作品を
制作している。

《Suger Can lady painting on Sugermachine Documentary 
photo collection》2013-2014 年
©Liar Ben

ライヤー・ベン　 Liar Ben

ゼロステーション推薦

1982 年、韓国・海南生まれ、現在光州を拠点に活動中。
2007 年朝鮮大学校美術学部絵画科を卒業し、2010 年に同大学より修士号を修得。主に平面
作品を制作している。2011 年から 2012 年にかけて、光州市立美術館が主催するレジデンス・
プログラムを通して、中国で滞在制作を行う。個人の内面と外面のギャップに関心をもち、
写真やインスタレーションなど様々な手法で、個人、または現代を生きる人々の心理を表現
するような作品を制作している。

《Jeon-buk 83 sa 4117》2013 年
© Lee In-Sung

イ・インソン　Lee In-Sung
ミテーウグロ推薦

推薦者：ミテーウグロ / チョ・スンギ ( ディレクター )
「ミテーウグロ」は、光州ビエンナーレの開催やアジア文化殿堂の建立など、国策事業

が実施される、光州広域市中心の市場にその拠点があり、2009 年意思を共にするアー
ティストや企画者により設立された、非営利アートスペース、またそれを運営する主体
団体である。国際アーティスト・イン・レジデンス事業、新人アーティストへの創作支
援、海外交流展覧会、インディペンデント・キュレーターのワークショップを進めてい
る。毎年「遊び暮らすレジデンス」を通してアジアを基盤とするアーティスト間の交流、
文化交流も行っている。

1971 年、ベトナム・コンツム生まれ、現在サイゴンを拠点に活動中。
2001 年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校を卒業後、2003 年ニューヨークに活動拠点を
移動し、スクール・オブ・ビジュアル・アーツ修士課程に学ぶ。ウダム・ニュイ・トランの
作品は、ネットで操作するラジコンカーを使ったペインティング、写真、映像、インスタレー
ションやパフォーマンスといった多様な手法を用い、性問題、政治、権力、環境、個人対集
団といった多岐に渡る問題に触れている。テクノロジー、科学、哲学や社会的な問題が交差
する領域に関心を持っている。
WEB：http://www.uudam.net

《Waltz of the Machine Equestrians - Riders》2013 年
© UuDam Tran Nguyen

ウダム・チャン・グエン　UuDam Tran Nguyen
公募

1971 年、京都府生まれ、現在東京を拠点に活動中。
1997 年東京芸術大学大学院壁画専攻修了。伝統的な日本画の技法にて、東洋の現代美男子（イ
ケメン）を描く。女性目線で表現されるファンタジックな男性像作品は、過去と現在、和と
洋が絶妙に交錯する独特の画風を形成。絵画制作ほかフィギュア作品や九谷焼制作、映画美
術への参加など、幅広い分野で活動。
WEB：http://ryokokimura.com

《楽園図屏風 EAST》2011 年
© Ryoko Kimura

木村 了子　Ryoko Kimura

推薦者：ゼロステーション / グエン・ニュー・フイ ( ディレクター )
スタジオ、展示空間、宿泊施設をもつ。ベトナムのアーティストと海外のアーティストが、
対話し、共に考え、共に活動に取組む機会の創出を主なミッションとする。

公募
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1978 年、中国・泉州市生まれ、現在北京を拠点に活動中。
2000 年厦門大学芸術学部卒業後、2001 年オランダ・アムステルダムに活動拠点を移し、サンド
ベルグ・インスティチュートにて、映像とインスタレーションを学ぶ。ドローイング、写真とフー
ドを表現手段として、日常的な疑問とそれに答えを見出そうとする過程を視覚化し、常に変化
する個人と社会の関係を探っている。
WEB：http://www.weibo.com/minian

《noodle workshop》2013 年
©Jiawen Hou

侯嘉文 ( ホウ・ジアウェン )　Jiawen Hou
ディレクター推薦

1978 年、フィリピン・ルソン生まれ、現在マニラを拠点に活動中。
フィリピン大学芸術学部卒業。1998 年より断続的にオルタナティブ・スペースやギャラリーで
作品を発表している。近年では、ジャカルタ・ビエンナーレ 2013 にフィリピン代表として出展。
WEB：http://www.slowrevolve.tumblr.com

《Slowbull & Weasel-Tail》2012 年
©Paul Mondok

ポール・モンドック　Paul Mondok
98B コラボラトリー推薦

推薦者：98B コラボラトリー / マリカ・コンスタンティーノ ( 共同ディレクター )
アート、デザイン、音楽、フィルムなど、クリエイティブな分野の実践者、クリエイティ
ブな活動に関心をもつ一般市民を繋げるための活動拠点。マニラへの訪問者のためのイン
フォメーションセンター、レジデンスプログラム、トークイベント、アートマーケットな
ど様々な企画を展開している。

1986 年、インドネシア・ジャカルタ生まれ、現在ジャカルタを拠点に活動中。
2007 年より現代写真の分野で活動を開始。ワークショップ「Everyday Life in an Asian Metropolis」

（ゲーテ・インスティチュート、2007）への参加や、「Ruang Perempuan」（グループ展、2008）、「Map, 
Reimagined」（グループ展、2012）など。インドネシアで最先端の写真を使った実践やイノベー
ションを紹介することを目的に、Ruang MES 56 が主宰しているプログラム「Legal Artist Series」
に 2013 年初頭参加。2014 年初頭、ジョグジャカルタにある Cemeti Art House で初めて滞在制作
を行う。ヤヤ・スンの作品は写真というメディアを使って、生命について問いかけ、生命を祝い、
過去を回想し記念し、生命と過去を哲学的に思索し批評する。写真というメディアを使って、痛
みに取組む。彼女の作品は、他者への思いやり、心理的な痛みや人間としての自由に対する認識
など、生命に関する様々な意識を喚起する。
WEB：http://yayasung.com

《Memorial Kamis Payung Hitam》2013 年
©Yaya Sung

ヤヤ・スン　Yaya Sung
クンチ・カルチュラル・スタディーズ・センター推薦

推薦者：クンチ・カルチュラル・スタディーズ・センター / アンタリクサ ( 共同ディレクター )
文化的な批評精神をもち、許容範囲が広く、全ての人が力をもつインドネシア社会を実現
するために 1999 年に設立された NPO。実験的な精神と批評精神をもったカルチュラル・
スタディーズを、大衆文化を利用してムーヴメントとして広げていくことを目標とする。

1985 年、沖縄県生まれ、現在京都を拠点に活動中。
2010 年沖縄県立芸術大学絵画専攻卒業。2011 年オルタナティブスペース "space tropical" を沖縄
市に設立。意識の差で立ち上がる音をコンセプトに、日用品を私用し集団演奏を行うプロジェク
ト「びおんオーケストラ」の展開や、フィールドレコーディングで集められた音などを使い即興
演奏を行うなど、演奏行為を通して美術・音楽表現を行う。
WEB：http://syo-yoshihama.tumblr.com/

《びおんオーケストラの由来から唄》2013 年
©Syo Yoshihama

吉濱 翔　Syo Yoshihama
アートセンター・オンゴーイング推薦

推薦者：アートセンター・オンゴーイング / 小川希 ( 代表 )
アートセンター・オンゴーイングは、今の時代を担うアーティストを紹介するギャラリー
スペースや、交流の場としてのカフェ＆バースペースの運営、独自のアーティストアーカ
イブを提供するライブラリースペースなどを併設する芸術複合施設。シンポジウムやライ
ブなどのイベントも積極的に行い、現在進行形の表現の可能性を探る。

推薦者：山野真悟（黄金町バザールディレクター）

03



参加アーティスト

プレスリ リース  Vol.1 
6 月 10 日現在

神奈川を拠点に活動中。2013 年に相模原地域を中心に点在する、アーティストが運営
する 20 件の共同スタジ オが協力し、制作現場をリアルタイムで公開する「042 art area 
project スーパーオープンスタジオ」を相模原市主催事業として開催。

メンバー
井出賢嗣、加藤慶、久野真明、山根一晃
WEB：https://www.facebook.com/superopenstudio《スーパーオープンスタジオ　アーティスト集合写真》

2013 年
©Super Open Studio NETWORK

スーパー・オープン・スタジオ・ネットワーク
Super Open Studio NETWORK

1984 年、神奈川県生まれ。
多摩美術大学大学院絵画専攻修了。個人的な物語をテーマにしたドローイングや小説の制
作から発展し、2010 年より本格的に映像を撮り始める。展覧会や映画祭などで発表。また、
2009 年より詩の実験としての朗読グループ『どっぢ』を始める。
WEB：http://maikojinushi.com

《スーパー・ヤング・チリ》2013 年
© Maiko Jinushi

地主 麻衣子　Maiko Jinushi

1986 年、ブォン・ホー生まれ。
ベトナム・ホーチミンシティを拠点に活動中。2010 年ホーチミン芸術大学卒業。大学在籍
中は漆画を専攻したが、現在は絵画の技法から離れ、コンセプトに重点を置いた作品制作に
取組んでいる。スピリチュアル・カルチャー、オーラル・ヒストリー、伝説、魔術や悪霊の
ような、奇妙で神秘的なニュアンスに関心を持っている。映像、インスタレーション、絵画
やファウンド・オブジェクトを組み合わせて、作家個人が持つ考えや、社会の変容、人種、
歴史や政治に関する問題を映し出している。
WEB：http://www.truongcongtung.tumblr.com

《Journey of a piece of Soil》2014 年
© Truong Cong Tung

トゥンク・コン・トゥン　Truong Cong Tung

1987 年、フィリピン・ラグナ生まれ。
2006 年よりマニラで作品を発表している。自己の概念と、人の存在を条件づけている全て
の要素と自己の概念との関係に焦点をあて、作品制作を通して人間性を探り続けている。個
人が歩んできた道は、その人の現在の在り方に何らかの影響を及ぼしている。バスコンは、
色々な人から伝えられた本当の体験談の断片をつなぎ合わせ、インスタレーション、絵画、
木材を主な素材とするアッサンブラージュ作品によって表現している。
WEB：http://zeusbascon.blogspot.com

《Hail The All Seeing》2012 年
© Zeus Bascon

ズース・バスコン　Zeus Bascon

推薦者：ゼロステーション / グエン・ニュー・フイ ( ディレクター )
スタジオ、展示空間、宿泊施設をもつ。ベトナムのアーティストと海外のアーティス
トが、対話し、共に考え、共に活動に取組む機会の創出を主なミッションとする。

公募

公募

ゼロステーション推薦

公募

04



参加アーティスト

プレスリ リース  Vol.1 
6 月 10 日現在

1978 年、東京都生まれ。
2011 年武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻彫刻コース修了。我々にとって身近である
家電製品や日用品と音 ( 声 ) を融合させたインスタレーションで、感情の喚起と共に、日常の
変容を試みている。
WEB：http://haradamasayuki.com

《電磁波。狼煙》2012 年
©Masayuki Harada

原田 賢幸　Masayuki Harada

1987 年、長崎県生まれ。
2011 年長崎大学水産学部を卒業し、2013 年東京芸術大学大学院映像研究科メディア映像専
攻を修了、プランクトンの生態について研究、その後はネット内の有機体について関心を持つ。
YouTube 上の動画から歴史の発見を試みる映像や初音ミクからネガティブの発見を試みる映
像を制作。コモンズのような場所で意志はどのように解体されるか追求する。
WEB：https://twitter.com/nakamuranocop

《1912-2012 vol.2》2013 年
©Masashi Nakamura

中村 将志　Masashi Nakamura

アート、科学、テクノロジーの分野で活動している、市民のイニシアチブによるコミュニティ
ベースの団体。2012 年に活動開始、現在、異なる専門分野を持つ９人が中心となり、ジョグジャ
カルタを拠点に活動している。主に生物学や環境学の技術とデジタル・テクノロジーを活用し、
アートと科学の教育に取り組んでいる。ライフパッチのプロジェクトは、メンバーと一般の
人が共同で、テクノロジーの機能について調査し、その効果を最大限に引き出すための実践
である。参加者の自分でやろうとする力（DIY 精神）と他者と一緒にやろうとする力（DIWO
精神）を引き出しながら、コミュニティワークを分野横断的に展開し、新しい創造活動の形
と仕組みづくりに取組んでいる。こうしたコラボレーションを通して国内外をつなぎ、人的
資源、天然資源、またその他の資源の開発を目指している。
Web : http://lifepatch.org
Facebook : https://www.facebook.com/lifepatch

《Moist Sense installation》2013-2014 年
©Lifepatch

ライフパッチ　Lifepatch
クンチ・カルチュラル・スタジオ推薦

1962 年、嘉義生まれ。
国立台湾大学哲学学部卒業。アメリカ合衆国、ローチェスター工科大学芸術学部で修士課程
修了。現在、国立高雄大学クリエイティブ・デザイン・建築学部の助教。侯淑姿 ( ルル・スー
チー・ホー ) の作品は、ジェンダー・アイデンティフィケーション、自己アイデンティティ
や、第三世界における女性の労働問題を深く掘り下げ、現代台湾が抱える社会経済的な問題
を浮かび上がらせる。近年の作品では、台湾にアジアから嫁いできた外国人女性に焦点をあて、
彼女たちの移民としての人生、自己に対する意識やアイデンティティとの葛藤を探っている。

《Wen-ji Jung & Ke-jeng Huang 01》2012 年
©Lulu Shur-tzy Hou

侯淑姿 ( ホウ・ルル・シュウズ )　Lulu Shur-tzy Hou

推薦者：クンチ・カルチュラル・スタディーズ・センター / アンタリクサ ( 共同ディレクター )
文化的な批評精神をもち、許容範囲が広く、全ての人が力をもつインドネシア社会を実現
するために 1999 年に設立された NPO。実験的な精神と批評精神をもったカルチュラル・
スタディーズを、大衆文化を利用してムーヴメントとして広げていくことを目標とする。

公募

公募

推薦者：高森信男（インディペンデントキュレーター）、バンブー・カーテン・スタジオ
1995 年創設の非営利団体。文化横断的に展開する国際交流の促進を活動理念とし、新
たなアイデアと可能性に溢れるプラットフォームの形成に取組んでいる。毎年 10 月か
ら 12 月に国内外のアーティスト、キュレーター、リサーチャーを対象に公募を行ってい
る。滞在者が制作と調査に専念できるような快適な空間、充実した設備と必要に応じた
サービスを提供すべく、障壁のない自由な環境づくりを目指している。また、地域コミュ
ニティとの連携により環境に対する意識の向上に取組んでいる。「Art as Environment - A 
Cultural Action at the Plum Tree Creek」事業は、国内外で高い評価を受けている。

高森信男（インディペンデントキュレーター）、バンブー・カーテン・スタジオ推薦
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1985 年、カナダ・モントリオール生まれ。
バングーバーとモントリオールを拠点に、執筆活動、イラストレーションや彫刻作品を
制作している。現在進行中のコミックブック・シリーズ「ウエンディ」は、現代アー
トのスターの座を夢見ながら、都会で暮らす一人の若い女性を主人公に物語が展開し
ていくのだが、彼女の夢はことごとく打ち砕かれてしまう。近年の展覧会に、2012 年、
Mood Valleys と Shudder Gallery（ バ ン ク ー バ ー） で の 展 示、2013 年 Cracker Barrel と
Macaulay and Co. Fine Art（バンクーバー）での展示がある。
WEB：http://www.wwalterscott.com

《Wendy》2011 年
©Walter Scott

ウォルター・スコット　Walter Scott

1984 年、台湾・台北生まれ。
国立台湾芸術大学トランス・ディシプリナリー・アート大学院に入学して以来、都市空
間の政治的利用、都市と地方の格差、移民労働者の問題やカルチャー・ジャミングなど
の社会問題に目を向け、制作活動に取組んでいる。2012 年アーティスト・コレクティブ

「Cooking At Frontline」を共同で組織。料理し食を共にする過程を通して、日常生活に関
わる社会問題について考え、取り組む機会を作り出している。食は異なるコミュニティ
をつなぎ、コミュニケーションを誘発するのに最適な方法であり、またオルタナティブ
な社会運動の引金にもなり得る。黄金町では、「Cooking Art Frontline」のイェン・ユチン、
リン・シンチ、イ・ユタンと協同で食のプロジェクトを展開。

《Recipe Exchange Project - The baggage to be away from 
home for 2 years. 》2013 年
©Yeh Chen Yu

葉振宇 ( イェ・チェンユ ) 　Yeh Chen Yu

公募

關渡美術館推薦

推薦者：關渡美術館 / ウー・ダークン ( キュレーター )
關渡美術館は台湾で最初に設立された大学美術館。主に台湾やアジアの状況を反映
した展覧会の企画の他、2008 年より關渡ビエンナーレの開催を行っている。アカ
デミックな要素を持ちながら、大学と地域コミュニティとのつながりを形成するこ
とを理念におき、アート教育と社会教育に取り組んでいる。海外からアーティスト
を展覧会に招聘することで、国際的な対話が行われるプラットフォームとなること
を目指す。
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普段から制作をしているこの地域で、地に足をつけ、いい形で表現出来る事が大切だと考
える４人が、アートブックバザール店内にてオリジナル商品を販売します。

「ヒノデイリ -」：日の出、日の入り、日ノ出町、日常

ヒノデイリ -　Hinodaily

黄金町のアーティスト（15 組）

米マサチューセッツ州ボストン美術館大学の『Art of Africa』クラスで、ナイジェリア・ヨ
ルバ族の染色と生活について学んだ。現地に長年滞在し染色を勉強した経験を持つアフリ
カ系アメリカ人スタンリー先生の人柄と、西アフリカの女性が作り出す生き生きとした色
とデザインの布に惹かれ、タペストリー制作に夢中になっていった。現在、英語講師をし
ながら黄金町の長期アーティスト・イン・レジデンス・プログラムに参加中。個人と社会
との関係を作品に投影している。今回は、海外からのアーティストと黄金町バザール 2014
の来場者が、直接会えるツアーを開催。
WEB：http://fabricafrica.blogspot.jp

参考イメージ

山田 よしえ　Yoshie Yamado

1997 年、演劇ユニット「傾斜空間」結成。都内にて活動。2004 年から脱劇場を標榜し、カ
フェや西洋館で公演を行う。2007 年、横須賀のレストランを根城に「KTMR キッチンシアター」
結成。2009 年、「劇団！王子の実験室」旗揚げ。2012 年より、黄金町の長期アーティスト・
イン・レジデンス・プログラムに参加。ほか、2001 年、田口が演出家 平松氏の誘いで利賀
演劇祭に参加、優秀賞受賞 ( 映像担当 )。今回のプロジェクトでは、奇妙な刑事たちが、奇
妙な殺人事件の解決を通じて、アニマ、玄牝、グレートマザーといった母性・女性の原概
念に迫ってゆく過程を描く。

- メンバー -
田口 浩一郎／にしわきまさと／鈴木 舜・サムスン／平野 宗／高橋 裕一
WEB：http://www.h7.dion.ne.jp/~keisha/

《ユダヤ・プロトコール》2014 年
©O-zi Laboratorium

劇団！王子の実験室　O-zi Laboratorium

黄金町の住民やそこに関わる人々で、チーム「黄金茶室」は構成される。今回のプロジェ
クトでは、茶器の展示とお茶会を開催する。 

- メンバー -
仲原正治／小串幸枝／安田博道／早川慶太／干場弓子
WEB：http://www.mz-arts.co.jp

参考イメージ

チーム「黄金茶室」　Team Kogane-chashitsu
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1976 年 野田秀樹らと劇団夢の遊眠社を設立。座付き作曲家。技術者を経て、1999 年第 16
回サントリーミステリー大賞優秀作品賞受賞。2005 年『覇権の標的』で第 2 回ダイヤモン
ド経済小説大賞優秀賞受賞。小説家デビュー。2009 年より黄金町を拠点に執筆活動。今回は、
本年 6 月刊行する、黄金町を描いた小説「横浜黄金町パフィー通り」（徳間書店）との連携
企画で、写真展、トークセッションなどを開催。
WEB：http://agawataiju.com

《花筏》2012 年
©Taiju Agawa

阿川 大樹　Taiju Agawa

1989 年岡山理科大学を卒業、倉敷芸術科学大学に勤務の傍ら『スペクタクル能勢伊勢雄
1968-2004』展を皮切りに、40 × 40 プロジェクト、黄金町バザール、瀬戸内国際芸術祭
2013 PSS40 等のアートプロジェクトをエンジニアの目で見つめる。2009 年からは黄金町を
拠点に若手アーティストを社会にリレーする Y-SEMI Project を主宰。今回は、会期を３期に
分け３組のアーティストの作品を展示する。
　
　１期は松蔭浩之が SNS にアップし続けている日々の食事写真の展示。
　２期は倉敷ゆかりの作家、川埜龍三の造形作品を主体とした展示。
　３期は倉敷芸術科学大学、卒業生・在校生による平面作品とオブジェの展示。

Y ゼミ　アートマーケッティング・リサーチ・プロジェクト

横浜美術短大卒、品川技術専門学校木工科卒、家具職人を経験し、2010 年２畳半 Factory
を自身ではじめ、 2011 年『BUCHI MOKKOU』としてスタート。小物づくりや『木のことな
ら何でも』をコンセプトに、約３畳の作業場で作れるものなら、木で何でも作り出す、自称・
木工屋。今回は、黄金町バザール 2014 内にて、異なるコミュニティによる 1 日限定のバザー
ルを開催する。
WEB：http://www.buchimokkou.com

『villege@ 渋谷 PARCO』出店時の様子、 2013 年
©BUCHI MOKKOU

ぶち木工　BUCHI MOKKOU

mujikobo は写真を主な表現メディアとしている複数のメンバーで構成。常に写真とはいっ
たいなんなのかを念頭に置き、だからこそ写真以外のメディアも積極的に使うことで、写
真というメディアはいったい何なのかを考えてみようという活動を行っている。代表は写
真作家の倉谷拓朴。今回は、会期中複数のアーティストが展示替えを行い、既存のメディ
アの領域や、純粋な芸術表現とは何かについて試みる。
WEB：http://mujikobo.com

参考イメージ

mujikobo　mujikobo
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日常的に黄金町で活動するアーティストたちが、黄金町の取り組みやまちの魅力にアート
作品を介して触れてもらう仕掛けを作るための場づくり・作品づくりのプロジェクトを行
う。実際に黄金町に 16 年も住むモモというネコの目を借りて、黄金町の今までを追い、ア
ウトプットする。

- メンバー -
竹本真紀／吉本直聞／西村真人／阿川大樹／市原幹也／倉谷拓朴
WEB：http://takemotomaki.web.fc2.com

参考イメージ

黄金町アーカイブプロジェクト　Koganecho Archive Project

公共の場に於ける創造的行為の在り方をテーマに活動。社会制度に介入し、そのシンタッ
クスを組替えることで日常の中にバグのように違和感を生じさせる。今回のプロジェクト
では、町興し要素を担ったアートイベント盛し昨今、アートの意義と根拠は如何にある（べ
き）なのか、本プロジェクトに於いては決して答えの出ることのない上記を問い続ける。
WEB：http://www.futoyu.com

《原子力 明るい未来の エネルギー》2013 年
©Masaharu Futoyu

太湯 雅晴　Masaharu Futoyu

武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業後、レディスウェアブランド「RED Profile」を立
ち上げ、年２回の新作コレクションを発表。2012 年より黄金町にスタジオを構え、制作し
ている。今回のプロジェクトでは、黄金町のアートショップ「Bazaar Bazaar」をより良いお
店にするためにリニューアルオープンをディレクション。さらに期間限定のポップアップ
ショップをオープンする。
WEB：http://www.red-profile.com

参考イメージ

嶋山 文香 (RED Profile)　Fumika Shimayama (RED Profile)

2010 年文化服装学院アパレルデザイン科卒業、同年、香港でアーティスト・イン・レジデ
ンスに参加、アーティスト活動を開始。2012 年より、黄金町にスタジオを構え、横浜でさ
まざまな企画に関わる。ビジュアルアートと、音楽に関心があり、言葉をテーマに幅広い
手法で表現の道を探っている。
WEB：http://momoko-johansson.tumblr.com

《Paper Mask & Dress Collection》2014 年
©momoko johansson

momoko johansson　momoko johansson
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黄金町、取手を拠点とする若手アーティストが、それぞれの拠点に行きその土地のアーティ
ストと二人展を行う。展示は 3 期に分け先鋒、中堅、大将と別れたメンバー同士とする。
各展示にて投票を行い、個々の勝敗を決める。最終結果は勝ちが多かった側とする。勝っ
た側は負けた側の拠点にて展示を行う事が出来る。

- メンバー -
吉本伊織／杉山孝貴／山田裕介／葛谷允宏／阿部乳房／市川ヂュン参考イメージ

黄金町夏の陣実行委員会　Koganecho natsunojin jikkouiinkai

13 〜 18 歳をオランダで過ごす。上智大学文学部新聞学科卒業後、編集者、デザイナーを
経て、2009 年より写真家・元田敬三氏に師事。人々の痕跡が色濃く現れる街を主な題材に、
写真展示やインスタレーション、スライド上映等を行う。またイベントやワークショップ
の企画も手がける。2012 〜 2014 年ハンマーヘッドスタジオ「新・港区」入居。2012 年よ
り黄金町「長期 Artist In Residence Program」参加中。今回は土日の夜を中心に、閉場後の
時間を彩る「黄金町☆ナイトシアター」を企画。映画やお芝居、ライブ演奏など様々なジャ
ンルの演目で、「黄金町を舞台にした作品」「黄金町関連作家の作品」「黄金町で観たい作品」
のいずれかを紹介する。夜ごとに異なる上演プログラムの最新情報は、ウェブサイトにて
告知予定。
WEB：https://www.facebook.com/nao.event

《かいだん広場フェスティバル》2013 年 
©Naoko Akiyama

秋山 直子　Naoko Akiyama

現代美術家。ビデオアート、写真、絵画、インスタレーション、パフォーマンスなど多岐
に渡る表現を用いて、自らの実体験恋愛、結婚、出産、子育てなどーを通したリアリティ
のある視点で、現代社会へのメッセージ性の高い美術作品を制作。国内外の美術館、ギャ
ラリーなどで展覧会多数。2010 年より、オルタナティブ人形劇団「劇団☆死期」主宰。「劇
団☆死期」は夫で美術家の会田誠を顧問とし、一般人からアーティストまで様々なメンバー
と流動的に関わり、多様なアートプロジェクトとして常に実験的なパフォーマンスを行っ
ている。今回は、岡田裕子の新作の発表と、オルタナティブ人形劇団「劇団★死期」の実
験的新作パフォーマンスを実施。
WEB：http://www.okadahiroko.info/

《愛憎》2007 年
©OKADA Hiroko

岡田 裕子 & オルタナティブ人形劇団「劇団★死期」
OKADA Hiroko & Alternative Puppet Theater GEKIDAN ★ SHIKI
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