fudo no matsuri

常陸國總社宮と縁の深い「風土記」をテーマに，總社宮の境内各所に
11名の作家達が多種多様な作品を飾ります。また、ZINEを制作・出版
するcrevasse（クレバス）とコラボレーションし、作家達へのインタビ
ューを記録した一作家一冊のZINE「コンポン」が会場内に並びます。
作品を「見る」こと、本を「読む」こと、そして、神に「祈る」ことが
繋がるような新たな祭りの姿をお見せしたいと考えています。

風土の祭り
2017年3月6日(月)〜４月８日(土)
■出品作家
Asano Nobuharu

Iijima Wataru

Goudo Kazuyuki

Sayuri Nishiyama

浅野 暢晴

飯島 渉

郷戸 一行

サユリ ニシヤマ

彫刻

日本画

彫刻
1979 茨城県出身
2004 筑波大学大学院修士課程彫塑分野修了
2004 第9回日本現代陶彫展/セラテクノ土岐
2008 カフェ・イン・水戸2008/水戸芸術館
2013 個展「交感する身体」/グランシップ
2014 個展「無何有の祭り」/常陸國總社宮

1982 新潟県出身
1990 栃木県出身
2015 群馬大学教育学部大学院教育学研究科美術教育専修 修了 2009 筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術専攻日本画領域修了
2012 彫刻研究室合同展覧会/新潟旧直江津銀行 2004 第5回星野眞吾展 入選/豊橋市美術博物館
2015 個展「てん・せん」/ギャラリーしのざき
2013 動的平衡/前橋文化研究所
2016 個展「room」/笠間の家
2014 ぽかぽか展/高崎シティギャラリー
2014 群馬県美術展/群馬県立近代美術館

写真
1996 茨城県出身
2017 常磐大学人間科学部心理学科在学中
2014 写真サークル「しゃしんぶ」創立
2016 個展「19展」/ギャラリー誉りみち
みなとメディアミュージアム/那珂湊鉄道
個展「un-found-ation」/笠間の家

Sato Rie

Shiono Taro

Shiraishi Aya

Tamura Takashi

佐藤 理絵

塩野 太朗

白石 綾

田村 崇

彫刻

インスタレーション

写真
1974 茨城県出身
2002 個展「ON THE INSTANT」/ART WORKS GALLERY
2004 異色の写真家たち VOL.2-4/アートスペース羅針盤
2006 ダイアローグ2006/茨城県立県民文化センター
2016 個展「MEMORIES」/Gallery MEMORIES

1985 東京都出身
1985 茨城県出身
2010 筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術専攻彫塑領域 修了 2008 茨城大学教育学部情報文化過程表現文化コース修了
2010 資料館をARTする/札幌市資料館
2013 SICF14/スパイラル
2015 会津・漆の芸術祭/旧黒河内医院
2014 個展｢あなたの隣｣/space369
2016 大黒屋現代アート公募展/板室温泉大黒屋 2015 数多の祭り/常陸國總社宮
東京造形大学×ウルトラマン50/スパイラル 2016 Derby展/ギャラリーKINGYO

■共同企画
クレバス

crevasse
ZINE制作販売
2016年5月大滝航が設立。
これまでに10タイトルを出版。
取扱い店舗は県内/外合わせて現在8件。

ZINE
「コンポン」
とは

Hiruta Kanako

Furuhashi Kaori

蛭田 香菜子

古橋 香

彫刻

絵画

1993 福島県出身
2017 筑波大学博士前期課程芸術専攻彫塑コース在学中
2016 個展「蛭田香菜子木彫展」/ギャラリーしえる
みなとメディアミュージアム/那珂湊鉄道
個展「鉄道枕木の可能性」/T+ギャラリー
Derby展/ギャラリーKINGYO

1982 東京都出身
2007 筑波大学大学院修士課程芸術研究科美術専攻修了
2008 カフェ・イン・水戸2008/水戸芸術館
2011 BankART AIR 2011/BankART Studio NYK
2014 コーヒー＆アート Vol.4 古橋香/水戸市内飲食店
2015 中之条ビエンナーレ2015/旧廣盛酒造

彫刻
1979 栃木県生まれ
2007 東京芸術大学大学院修士課程彫刻専攻修了
2014 個展「畦道=( )=ユートピア」
/ハコバカ・ドローイング・ルーム
2015 第10回アトリエの末裔あるいは未来
/東京藝術大学大学美術館陳列館

Matsumoto Ryouta

松本 良太
陶芸
1984 茨城県出身
2007 玉川大学芸術学部VA学科修了
2013 個展「サイドステップターンターン」/ギャラリー清ら
2014 個展「見得」/日向堂
2016 二人展「陶の満ち欠け」/アカデミアプラトニカ
個展「松本良太 陶展」/文化磁場油や

ZINEの語源はMagazineやFanzine（同人誌）の“ZINE”で、個人やグループが写真・絵・詩・小説・漫画など自由なテーマで作る小冊子のこと
です。現在、都内だけでなく地方都市においてもアーティストによる自主的なZINEの販売イベントが企画されるなど新しい情報発信ツールとして
注目されています。crevasseはこのZINEをアーティストとの共同作業を通じて製作し、自身のネットショップでの販売、ギャラリーや店舗と連
携し企画立案するなど、企画・製作・販売の活動をしています。今回の各作家のインタビュー記録集は『コンポン』というタイトルで発行されま
す。子どものころの話やひととなりに迫る、その名の通りの根本=ルーツを探るZINEです。それらが出品作品の観賞のヒントとなれば幸いです。

■宮cafeの祭り

■アーティストトーク
3月12 日
（日）14 : 00 〜

總社宮の鳥居そばにオープンした土日限
定のカフェ
「宮cafe MURIS」内にて風土の
祭り出品者による小品展を行います。

出品作家と会場を回りながらの作品
解説と、本展を企画した浅野暢晴、
creavasse（大滝航）
と常陸國總社宮
禰宜である石﨑貴比古によるトーク
を行います。

Sayuri Nishiyamaによる写真のワー
クショップ。總社宮内を撮影した写
真を元にcrevasseが編集してあな
ただけの風土記を作ります。
○人数
１０名
○時間 約１時間半
○対象
高校生以上 ○会場 宮cafe MURIS
○制作費 500円（ドリンク込み）
※ワークショップに参加ご希望の方は風土の祭り事務
局（ jinjya.de. art@gmail.com )までご予約のメール
をお願いします。

参道

3月 18日
（土）14 : 00 〜

「あなただけの風土記を作ろう」

宮cafe
MURIS
石岡小

■ワークショップ

3月18日
（土）以降の土日祝日

總社宮境内▶

（風土の祭り会期終了まで）

11:00〜17:00

※カフェの都合により会期中もお休みに
なることがあります。
宮cafe MURIS 0299-51-5522 にご連
絡いただくか，facebookページ宮cafe
MURISでご確認ください。

■crevasse pop up shop
in 宮cafe MURIS
3月 18日
（土）〜20（月）
12: 00 〜17:00

crevasseがポップアップショップを宮cafe
MURISで開店。crevasse発行のZINEや古
本の販売を行います。

展覧会、
ワークショップの詳しい内容については「風土の祭りブログ」(http://ammatano.exblog.jp)をご覧下さい。
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