はならぁと

2021

HANARART
2021

地球に優しい

エコロ ジカルな 芸 術 祭

奈良・町家の
芸術祭

2

はじめに

Forward
3

はならぁとの特徴

About Hanarart
4

はならぁとこあ 天理エリア

Hanarart Core Tenri Area
16

はならぁとART SHOP

Hanarart ART SHOP
18

はならぁとサステナブル講座

Hanarart Sustainable Lectures
20

はならぁとシネマ

Hanarart Cinema
22

はならぁとSunday Marché

Hanarart Sunday Marché
24

はならぁと団体パートナー展

Hanarart Partners Project Booth
26

環境問題への取り組み

Environmental Approach
28

はならぁとさてらいと宇陀松山エリア

Hanarart Satellite Uda Matsuyama Area
30

はならぁとさてらいと桜井・戒重エリア

Hanarart Satellite Sakurai Kaijyu Area
32

はならぁとさてらいと橿原・八木エリア

Hanarart Satellite Kashihara Yagi Area
34

アンケート分析

Questionnaire Analysis
36

空き家活用事例

Example of Utilization of Vacant Machiya Houses
37

はならぁと2021掲載メディア

List of Media Publications in 2021
38

はならぁとサポーターの活動

39

出展作家一覧、奈良・町家の芸術祭HANARART実行委員会名簿

Hanarart Supportersʼ Activities

List of Artists and List of Committees
40

関係者一覧

List of Cooperators
石上神宮の鶏
撮影：浅野豪

1

「はならぁと」の特徴

「はならぁと」は「こあ」と「さてらいと」2つの部門と
地域連携企画から構成されています。

About Hanarart
Hanarart is composed of two departments,
“Core” and “Satellite” and local collaboration projects.

ご挨拶

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中での
開催となりました本年、天理エリアの中断など困難もありましたが、

ご来場いただいた皆様をはじめ、地域の皆様、ボランティアの皆様、
御協賛企業様、他にも多くの方々に支えていただき、無事会期を
終えることができましたことを心より感謝申し上げます。

「奈良・町家の芸術祭 はならぁと」は地域価値の発掘作業を通して、
奈良県の豊かな文化や暮らしを過去から未来へ繋ぐ、今ここから

発信するアートプロジェクトとして2011年にスタートしました。

本年も内田千恵キュレーターのもと、全体テーマを「地球に優しい

エコロジカルな芸術祭」
とし、素材や制作方法にこだわった作品が揃う
現代美術の展覧会をはじめ、環境問題に取り組む企業や団体の
紹介展示、サステナブル講座、SUNDAYマルシェ、映画上映を

実施しました。
また、新たにこれまで当芸術祭に参加したアーティストの

作品を展示販売したART SHOPや、土に埋めると植物が芽吹く

シードペーパーをチケット用紙に採用するなど、新たな取り組みも

ご好評いただきました。環境に配慮した紙とインクで発行されたこの
図録を通して、当芸術祭が目指す理念や地域の魅力が少しでも

はならぁと こあ

Core

川端規央

Satellite

はならぁとのメインとなる実験的かつ挑戦的な

グループやまちづくり団体が独自開催する

開催エリア：天理エリア

開催エリア：宇陀松山エリア

会期：

まちづくり団体：宇陀キラ倶楽部

現代美術の展覧会

キュレーター：内田千恵

2022年2月11日金・祝–14日月、18日金–21日月、
23日水・祝、25日金–28日月
*2月20日日、21日月、23日水・祝は、新型コロナウイルス感染症の
影響により開催を見合わせました。

まちづくり団体：天理市
『はならぁと』の核となる展覧会をキュレーター

「地域性」
と
（展覧会の企画者）が統括するメインエリア。
「芸術」双方の現状や課題を深く考察し、双方にとって

新たな価値観の発見と創造を促す展覧会やイベントを
開催。先進的で話題性があり、かつハイクオリティな

現代美術の展覧会を開催し、
『はならぁと』の取り組みや
奈良県の魅力、現代美術の魅力を多くの来場者に
発信、発表することを目的とする。

展覧会やイベント

会期：2021年10月22日金–10月24日日

開催エリア：桜井・戒重エリア

会期：2021年10月22日金–11月3日水・祝｜火・水・木曜日休み
まちづくり団体：
かいじゅう未来計画 〜アート・ひと・まち in 大和桜井〜
開催エリア：橿原・八木エリア

会期：2021年10月29日金–10月31日日

まちづくり団体：NPO法人八木まちづくりネットワーク
まちづくり団体やグループが企画から運営まで、

すべてを担い、町家を舞台とした展覧会を創出。
現代美術の展覧会の他にも、地域とゆかりのある

アーティストや、地元の学校と連携したプロジェクトなど、
文化芸術をきっかけとしたまちづくりと空き町家の

皆様に伝わりましたら幸いです。

奈良・町家の芸術祭はならぁと実行委員会 実行委員長

はならぁと さてらいと

利活用を目指して開催する。

Hanarart Core
Main area of the art festival where guest curators
participate and organize experimental exhibitions of
contemporary art.
Venue: Tenri Area
Curator: Chie UCHIDA
Term:
11. FebFri., holiday–14. FebMon, 18. FebFri–21. FebMon and
23. FebWed., holiday, 25. FebFri., holiday–28. FebMon, 2022

Hanarart Satellite
Exhibitions and events held independently by groups
and community development organizations.
Venue: Uda Matsuyama Area
Term: 22. Oct Fri.–24. Oct Sun, 2021
Corportation: Uda Kira Club
Venue: Sakurai Kaiju Area
Term: 22. Oct Fri–3. NovWed., national holiday, 2021

*20.FebSun, 21. FebMon, and 23. FebWed., national holiday

closed on Tue, Wed and Thu.

were cancelled due to Covid-19.

Corportation: The Kaiju Mirai Project Art, People &
Community in Sakurai City

Corportation: Tenri City

Venue: Kashihara Yagi Area
Term: 29. Oct Fri–31. Oct Sun, 2021
Corportation: NPO Yagi Machizukuri Network
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Core

はならぁとこあ Hanarart Core｜天理エリア Tenri Area

キュレーター企画 展覧会

企画・キュレーション｜Curator

Curator ʼs Exhibition

種を蒔く、それはすべてのはじまり

内田千恵
Chie Uchida

Sowing Seeds is the Beginning of Everything

キュレーター：内田千恵

出展作家：築山有城、山村祥子、マシュー・ファソーン、

シティアズネイチャー
（パトリックライドン&スヒ・カン）、

ローレン・カペリ

Coorinator: Natsuki Takahashi
(General Incorporated Association Hanamaru)
Artists: Yuki Tsukiyama, Shoko Yamamura, Matthew Fasone,

会期：2022年2月11日

23日水・祝、25日金–28日月

–14日月、18日金–21日月、

*2月20日日、21日月、23日水・祝は、新型コロナウイルス感染症の

Fri

Period: 11. Feb –14. Feb

Mon

Fri

, 18. Feb –21. Feb

Mon

Yuki Tsukiyama

,

*20.FebSun, 21. FebMon, and 23Wed., national holiday were cancelled due to Covid-19.

Time: 10:00–17:00

開催時間：10時 –17時

Venue: Vacant houses and shops at Tenri Main Shopping Street

会場：天理本通り商店街の元商店・空き家

本展「種を蒔く、それはすべてのはじまり」は、橿原市今井町の

空き町家などで開催された『はならぁと 2020 』キュレーター企画

展覧会「そして、それはいつか土へと」に続く、環境問題をテー

マとした展覧会です。

舞台は、奈良県天理市。天理駅前より約 1kmにわたるアーケー

ドの商店街に点在する元店舗や空き家に日本、アメリカ、フラ

ンス、韓国から国際的に活動する現代美術作家 5 組を招致し、
各作家の作品を個展形式にて発表致します。

ひとつの生命を終えた有機物は分解され、やがて土へ還る。

その後多様な手段により種が蒔かれ、新たに芽がでるという循

環を繰り返しながら自然環境は太古から維持されてきました。

しかし、そのサイクルは人類による環境破壊によってバランスを
崩し、現在様々な環境問題が私たちの目の前にまで迫ってい

ます。当展覧会では、
この場にいる一人一人が問題と対峙し自

らの生活を振り返ることで環境問題への関わりを提起します。
昨年同様、主となる作品の素材は、自然素材を使用し人間と自
然の関係の探求を継続しています。

出展作家 5 組の表現は、平面、立体、インスタレーション、映像

と多岐にわたりますがそれぞれの仕事は、種を撒くかのごとく静

かで丁寧な過程を辿りながら進んできました。果たして芽がでる
か否か混沌とした時間の中でただそれだけを見つめ制作に打

ち込む。それは、突然やってきた先の見えない時代を突き進む
わたしたちのようでもあります。

「種」
というごく小さなものを再起点ととらえ、わたしたちが環境

問題について考えるささやかな取り組みや行動がいつの日か
芽を出し、根をおろす。多くの人々と対話をしながら未来へと繋

がる機会となれば幸いです。

紹介するべく活動している。

山村祥子
Shoko Yamamura

This exhibition, entitled “Sowing Seeds is the Beginning of Everything,”
relates to the theme of environmental issues, continuing in the spirit of
the previous Hanarart curated exhibition “And That Will Become Soil,”
which took place in 2020.
The previous exhibition was held at vacant traditional Japanese
residences in Imai-cho, Kashihara City in Nara Prefecture, Japan. This
year, the exhibition comes to Tenri City of Nara Prefecture. Five groups
of international contemporary artists from Japan, the United States,
France, and Korea have been invited to exhibit their artwork in solo and
group exhibitions at vacant stores and houses along the shopping arcade
over 1km from Tenri Station.
When a life of an organic matter comes to an end, it will be decomposed
and return to the soil. Subsequently, the natural environment has been
maintained since ancient times like this; an evolving cycle of sowing
and sprouting seeds by various means. Yet this life cycle has become
unbalanced due to environmental destruction by humankind. We are
witnesses to some of these imminent issues with our own eyes. In this
exhibition, each person confronts these issues while reflecting on their
own lives in relation to specific environmental problems. In accordance with last year, we continue to examine the relationship between
humans and nature by working primarily with nature materials to realize
the artworks themselves. The expressions of the five groups of artists
variously include 2D work, sculpture, installation, and video, but the
works have all progressed through a silent and refined process, like that
of sowing seeds.

務める。木、金属、塗料などの素材が持つ新たな側面を発見し作品化する。単純作業を途方もなく積み重ねる
特性があり、近年は空気、時間、経験など目に見えないものごとをも素材と捉えて表現している。

1984年兵庫県生まれ。主に日常の行為や衣食住に焦点を当てパフォーマンスや制作を行う。周囲の環境

（もの・こと・ひと）
に関して立ち止まり内省する、敬意や優しさを表すといった、自と他のコミュニケーションの在り方や
他に向かう態度を作家自身そして作品がモデルとなり、問いかけ、提案することを大きなテーマとしている。

Born in 1984 in Hyogo. Her works mainly take forms of performance and installation, focusing on everyday affairs and
materials.She intends to suggest moments of reflection, respect, and generosity in oneʼs relationship and communication
with surroundings through the works that sometimes place the artist as a model.

マシュー・ファソーン
Matthew Fasone

1975年ニューヨーク生まれ、2006年より大阪を拠点に活動。道で収集した材料でアッサンブラージュ、コラージュや

インスタレーションを制作している。ファソーン氏は時間の経過、時間が物に与える影響、相反する物の関係と
二分性、素材の脆さと風化していく姿に関心を持ち、作品を作っている。

Born in New York in 1975 and moved to Osaka in 2006. He makes assemblages, collages and installations with found
objects. His artwork focuses on the passage of time, timeʼ s effect on things, the relationship and dichotomy of opposites
and the fragility and weathering of the materials he uses.

シティアズネイチャー
City as Nature

2011年にライドン氏とカン氏によって設立。人間と自然を再び結びつける、エコロジカルメディアとアートの体験を

生み出すプロジェクト。彼らの「City as Nature」スタジオ
（大阪と韓国に拠点を置く）
は、都市がどのように

エコロジカルな空間であるかを想像するのに役立つ、創造的なエコロジーの実践である。

Patrick M. Lydon and Suhee Kang have worked together since 2011 to produce award-winning ecological media and
art experiences that reconnect humans with nature. Their City as Nature studio (based in Osaka, Japan and Daejeon,
Korea) is a creative ecology practice, helping both urban leaders and everyday people imagine how cities are ecological
spaces.

パトリック・ライドン
Patrick M. Lydon

1981年カリフォルニア生まれ。韓国在住。サンノゼ大学（BA）、愛知芸術大学、エジンバラ大学（MFA）修了。

「City as Nature」の設立者であり、芸術編集者。エコロジーアーティストでありライターでもある。数年間の遊牧生活の後、
日本とスコットランドの農民哲学者から学んだ経験が作品に生かされている。

(b. 1981, California) is an ecological artist and writer. After a decade working with Silicon Valley tech firms, he spent
several years living nomadically, learning from farmers, forests, and monks in Japan, Korea, and Scotland. He exhibits
internationally, and was an organizing committee member and co-curator of the first Nature of Cities Summit in Paris.
He studied at San Jose State University (BA), Aichi University of The Arts, and The University of Edinburgh (MFA),
and enjoys befriending old trees and mountains.

スヒ・カン
Suhee Kang

1983年韓国生まれ。認定薬草学者、写真家、編集者。成均館大学でジャーナリズムの学位を取得。ライドン氏とともに

「City as Nature」を設立。韓国の有力な環境問題についての出版社であるBooksenseの編集者を経て、伝統的な生活様式に
取り組みながら、中東とアジアを旅した。自然のハーブガーデンの手入れを楽しみ、葉、花、石を作品の素材としている。

(b. 1983, South Korea) is an herbalist and editor. Previously the editor for Booksense, a leading environmental
publisher in Seoul, she left to travel throughout the Middle-East and Asia while engaging with traditional ways of
living. She subsequently won the Istanbul Cultural Center travel photography grand prize. Kang studied journalism at
Sungkyunkwan University (BA) and is also a certified herbalist. She enjoys tending her natural herb garden and making
small artworks with flowers.

In these chaotic times, not knowing if the seedling will sprout or if the
bud will open, we are nevertheless devoted to trying, and to witnessing
what is possible, pushing through to an unknown destination even when
the future seems invisible.
Taking this tiny little thing called a “seed” as a new starting point, even
the small initiatives to think and act for environmental issues can quickly take root, grow and bud... We sincerely hope that these efforts will
arouse dialogues, opportunities, and actions towards a possible future.

1976年神戸市生まれ。2000年京都造形芸術大学彫刻コース卒業。2009年よりC.A.P.（芸術と計画会議）の理事を

Born in 1976, in Kobe and lives there. Graduated Kyoto University of Arts (sculpture course). He uses many kinds of
materials such as metal, resin, wood, and painting ; however, his origin is always at materials themselves. He experiments
over and over and he calls this “playing” and he grasps the characters of materials themselves from the experiment and he
has a consistency that comes from his style. Additionally, he constructs his work with simple elements however, he does
not stick with one style and always creates new works with continuous curiosity and open-minded thoughts.

23. FebWed, 25. FebFri–28. FebMon

影響により開催を見合わせました。
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築山有城

City as Nature (Patrick Lydon & Suhee Kang), Loren Capelli
金・祝

フランスのアートシーンをリサーチするため現地に1年間滞在。現在は、奈良県に移住し、日仏の若手美術家を

Born in 1984 in Osaka, living in Nara. Running “Art 7ten”, Association Franco-Japonaise pour lʼArt Contemporain.
Graduated from Osaka University of Arts and completed the master of art management at the of London Metropolitan
University. Then, worked at a commercial gallery for 8 years after returning to Japan before heading to France for a
one-year research of art scenes. Now live and work in Nara and giving tremendous supports to young artists from France
and Japan.

Curator: Chie Uchida

コーディネート：たかはしなつき
（一般社団法人はなまる）

1984年大阪府生まれ、奈良県在住。日仏現代美術団体 Art 7ten（アールセッテン）運営。大阪芸術大学卒業。

ロンドンメトロポリタン大学院アートマネジメント専攻修了。帰国後、コマーシャルギャラリーで8年間勤務。

ローレン・カペリ
Loren Capelli

1981年フランス、グルノーブル生まれ、パリ在住。美術学校を卒業後、絵本制作に携わる。現在は、イラストレーション、

版画、彫刻、パフォーマンスとメディアにこだわらない作品を制作。2019年に出版された絵本「Cap !」では、フランスの
文学賞ソシエール賞を受賞。

Born 1981 in Grenoble, France, lives andworks in Paris. After graduating from art school, she began working on picture
books. She is currently working in illustration, printmaking, sculpture,performance and other media. A picture book ”
CAP!” published in 2019, which won the French literary prize, the Société.
5

Core

旧いわい洋品店

築山有城

Former Iwai Clothing Shop
Yuki TSUKIYAMA

everyday
2022

紙、のり、他｜Paper, glue, others

「毎日のように新聞誌上で報じられる株価の数値群が眼前に広がっ
ている」

自宅の本棚を眺めていた時に脳裏に降りてきたビジュアルがこの度
のインスタレーションの発端となっています。

2020 年 11 月から完成形が未定のまま制作をすすめ、2022 年 2 月は

ならぁとオープンの日まで、新聞をさわらない日はありませんでした。
こ
の作品で「人間の縁 」を見せると決意し、手指でちぎり抜いては台
紙に貼るという作業を昼夜を問わず延々と繰り返していると、
「古新

聞をあげるよ」
「台紙を提供します」
「のりはこれを使え」
「ちぎるのを
手伝うわ」
と人や企業のバックアップの輪がどんどんと広がっていくの

です。

私が一作家として見せようとしていた粋狂は少しずつぼやけていき、

またある冬の日の朝に本作 everydayの完成形がビシッと脳裏に浮
かんだのでした。

“The figures of the stock prices in the newspaper spreading in front
of me.” I was looking at my bookshelf at home when a visual came
into my mind which were the genesis of this installation.
Since November 2020, I have been working on this work, with the
final form still undecided, and until the opening of Hanarart in
February 2022, there has not been a day that I have not touched
a newspaper. I was determined to show the “edge of humanity” in
this work, and I tore it out with my fingers and pasted it on the
mount, repeating the work day and night.
Then, the circle of backing from people and companies kept
expanding: “I’ll give you some old newspapers”, “I’ll provide the
board paper”, “Use this glue”, “I’ll help you tear it up”.
The flair I was trying to show as an artist slowly faded away, I could
see the final form of the “everyday” in my mind one winter day.

6
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Core

旧わらくや本舗 和菓子店

山村祥子

Former Warakuya Japanese Sweets Shop
Shoko YAMAMURA

「いらない服に別れを

̶adieux aux vêtements inutiles̶」
“Good-bye to the unwanted clothes

̶adieu aux vêtements inutiles̶”
2022

服、草木染めした糸、インタビュー音声

Garment, naturally dyed yarn and interview audio

この作品は人々から
「いらない服」を譲り受け、
それについて行ったイ
ンタビューをもとに構成されるインスタレーションです。

誰かが着ていた服が横たわり、持ち主の言葉が手刺繍として一文

字ずつ描かれます。
また、空間には持ち主達の声が響きます。
その空
間もまた、かつて誰かが生活していた場所です。

私たちの生活に欠かせない一部である服。服がいらなくなった時、

通常はゴミとして捨てる、
または人に譲るなどして終わります。
そこにあ

協力：

モリ㋨ゲストハウス、Art studio 梛、
益久染織研究所、

インタビューにご協力いただいた皆様

えて時間をかけ、
ごく私的なものである「服との別れ」を、ほんの少し
パブリックなものとして拡大してみたいと思いました。

ここから、現代に生きる私たちと、いろいろなものとの関係性が見えて

くるのかもしれません。

This installation work is composed of “unwanted clothes” and
interviews provided by their owners.
Stepping through the entrance, one finds the clothes placed in the
space. The voices of the owners fill the background. On the surface
of the clothes, words echoing those voices are embroidered letter
by letter by hand. It is also notable that this installation space was
once someone else’s dwelling.
Clothing is something essential in our everyday life. When they
become worn out, we usually throw them away or hand them over
to someone, and the process of parting stays private. I decided to
take extra time to focus on such moments of “farewell” with a piece
of clothing and bring it to the public.
Through this project, I hope to see various forms of relationship
between things and us living in contemporary society.
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Core

旧出口靴店

シティアズネイチャー
Former Deguchi Shoes Shop
City as Nature

私たちは通 常 、雑 草は敵だと考えています。しかし、この展 覧 会

でカンとライドンは、雑草は土地や人、そして都市の癒しであるこ

とを示しています。3 つの多 感 覚 的なセクションで、都 市でよく見

City as Weeds｜雑草としての都市
2022

雑草、紙、映像その他

weeds, paper, film and others

10

られる4 種類の雑草（たんぽぽ、ヨモギ、クローバー、オオバコ）
との関

係が、私たちの生活をより美味しく、健康で、持続可能で、幸せに

してくれることを祝福しています。展示では、ハーブティー、雑草を
使ったアート作品、奈良県在住の川口由一氏のインタビュー映像

「 Weeds Are Our Friends 」などを体験することができます。

We normally think of weeds as enemies. In this exhibition however,
Kang and Lydon suggest that weeds are healers of the land, of
people, and of cities. In three multi-sensory sections, we celebrate
how a relationship with four common urban weeds (Dandaelion,
Mugwort, Clover, and Broadleaf Plantain) can make our lives more
delicious, healthy, sustainable, and happy. Within the exhibition,
visitors can experience herbal weed teas, artworks made from
weeds, and a new film, Weeds Are Our Friends, featuring interviews with Nara-ken based natural farmer Yoshikazu Kawaguchi.
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Core

旧出口おもちゃ店

ローレン・カペリ

Former Deguchi Toy Shop｜Loren CAPELLI

CAP！は、体験型のインスタレーション作品です。私の制作した絵本

『Cap ！』の世界を再現しました。

ここにきた人は、子供の頃に散歩した時の事を思い出すでしょう。

ポケットが小石でいっぱいになった子供の頃、ただの木の棒がヘビ

になったり、道になったり、地平線になったりする。是非会場にある植

を動かし、道をつくり、絵を描いてく
物や素材（ 枝、石、松ぼっくりなど）

ださい。

それぞれの方法で、
それぞれの空間と時間のスケールで。
ここは私か

らあなたへ、儚い絵の思い出と遊びへの招待状です。

12

CAP! is an interactive installation work. I have recreated the world
of my picture book Cap!
People who come here will remember when you were children.
As a child with pockets full of pebbles, a mere wooden stick can
become a snake, a road or the horizon. Please feel free to move
the plants and materials (branches, stones, pine cones, etc.) in the
exhibition space, to create paths and to draw pictures.

CAP !
2022

絵本、映像、和紙にプリント、植物

picture book, video work, print on washi paper, plants

絵本翻訳：

脇田由利子
朗読：

満田智子（ワーズウィングス）
朗読指導：

On your own way with your scale of space and time. This is an
invitation from me to play with ephemeral pictorial memories.

小野小町（小町座・ワーズウィングス）
協力：

春日山原始林を未来へつなぐ会
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Core

旧荒木邸

マシュー・ファソーン
Former Araki Family House
Matthew FASONE

私はニューヨーク出身のアメリカ人で、2006 年から大阪に住んでい

ます。日本に来る前は、ニューヨークの天理文化学院という日本語

学校で1 年間勉強していました。
そのため、日本や日本文化に触れる

きっかけとなった天理には強い縁を感じています。キュレーターの内

田千恵さんからはならぁとのお誘いいただいたときは、
とても感激しま

した。
それから、天理の要素を自分の現在の作品に取り入れる方法
を考えはじめました。

天理市のシンボルであり、市の木であるイチョウの木を、今回のイベ

ントのために作った作品の一部に取り入れることにしたのです。アッ

プサイクルされた和紙を使った大型の作品は、“QUILT”と名付けま

した。2017 年から「 QUILT 」シリーズを制作していますが、今回展

示する作品はほぼすべて世界的なパンデミックの時期に制作したも

のです。私の作品は、時間の経過、物事に対する時間の影響、相

反するものの関係、そして自然、保存、持続可能性に重点を置いて
使用する素材のもろさや風化に焦点をあてています。

“QUILT”は、集めた和紙と古い帳簿をコラージュしたもので、アップ

サイクルされています。和紙の他には、本の表紙、墨、柿渋、ボタニカ

ルコンタクトプリントされたユーカリの葉、掛け軸の破片などをコラー

ジュしたものがあります。
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I am an American from New York City who has been living in Osaka
since 2006. Before moving to Japan, I studied Japanese for a year as
a hobby at Tenri Cultural Institute of New York. Therefore, I feel a
strong connection to Tenri as it was my introduction to Japan and
Japanese culture. I was thrilled when I was invited to join Hanarart
by curator Chie Uchida and I immediately started to think of ways of
combining elements of Tenri into my current artworks.
I decided to incorporate the symbol of Tenri City as well as the
city tree, the ginkgo tree, into my current series called, “QUILT.” I
have been working on my QUILT series since 2017 and almost all
the artwork exhibited here was made during the global pandemic.
My artwork focuses on the passage of time, time’ s effect on things,
the relationship of opposites, and the fragility and weathering of
the materials I use with an emphasis on nature, preservation and
sustainability.
The QUILTS are made from collected and upcycled washi and ledger
books that have been collaged together. In addition to the washi some
of the other collaged materials are book covers, sumi ink, persimmon
astringent, botanical contact printed eucalyptus leaves and hanging
scroll fragments. The large pieces of tree bark were generously donated
by Poni No Sato Farm and the high-quality brown washi was donated
by Ichi, Yoshino Washi, both located in Nara Prefecture.

QUILT

2022｜和紙にプリント、植物｜Print on Washi paper, plants
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Core

Hanarart
Art Shop

天理エリア

はならぁと ART SHOP
Tenri Area｜Hanarart ART SHOP

今年初めての試みとして、
「おうちにアートを飾ってみません

か？」をテーマに2021 年度こあ出展作家や『はならぁと』に

ゆかりのある注目作家の作品を展示販売しました。
出展作家
築山有城 、山村祥子、シティアズネイチャー、

マシュー・ファソーン、
ローレン・カペリ、赤井正人、
赤松加奈、池田慎、鍵豪、黒川岳、
しまだそう、

嶋田ケンジ、西嶋みゆき、林圭介

16

ART SHOP was the new project. “Art work for your
house?” was the theme of this event, presenting Curator’s
Exhibition artists and notable artists who participated in
Hanarart in the past.
Artists:
Yuki Tsukiyama, Shoko Yamamura, City as Nature,
Matthew Fason, Loren Capelli, Masato Akai,
Kana Akamatsu, Shin Ikeda, Takeshi Kagi,
Gaku Kurokawa, Shimada So, Kenji Shimada,
Miyuki Nishijima, Keisuke Hayashi
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Core

Hanarart
Sustainable
Lectures

天理エリア

はならぁと サステナブル講座
Tenri Area｜Hanarart Sustainable Lectures

はならぁとこあ期間中「環境」
「食」
「自然」
などをテーマに持続可能な社会に向けてさまざまな講座を開催しました。
期間中延べ75名の参加者が集まりました。

アートを買う楽しさ、飾る楽しさ
講師：野村ヨシノリ
（Gallery OUT of PLACE代表）

電力の自給自足～創エネ畜エネのある暮らし～

暮らしの中のアートや美術館とは違う地域で開催するアートプロジェクトについて

日時：2月21日月 10:30 –12:30

ARTSHOPを見学しました。

暮らしをご紹介します。

日時：2月11日金・祝 10:30 –12:30

日程：はならぁとこあ期間中毎日開催

時間：10:30 –12:30または13:00 –15:00
場所：旧天恵堂 元電気店

参加費：芸術祭の入場パス1枚につき1講座を受講可、講座のみ受講の場合は500円／1講座

小型の太陽光パネルとリチウムイオンバッテリーを活用した創エネ畜エネのある

—
はならぁと2021キュレータートーク

—

講師：内田千恵（はならぁと2021こあエリアキュレーター）

日時：2月12日 10:30 –12:30

地球にやさしい生活を～みつろうラップづくり～
講師：佐々木彩（SAZAI主宰）

キュレーターの内田千恵よりはならぁとこあ2021の企画概要を説明と、はならぁと
壇し、
それぞれの作品のコンセプトをお話いただきました。

か？親子参加可

—
安心素材で手作り生活 〜ミニ味噌作り〜
講師：中島裕子（奈良県農民連）

—
蜜蝋ラップづくりワークショップ
～脱プラ生活はじめませんか？～

ゆで大豆をつぶして、麹と塩を混ぜるだけでできる、超簡単なミニ味噌作りを開

日時：2月25日金 10:30 –12:30

こあ2021の出展作家、山村祥子、築山有城、City as Nature（オンライン）が登

日時：2月13日日 13:00 –15:00

後にお味噌が完成するのが楽しみです。

—
春日山原始林から考える自然との共生
〜持続可能な社会とは？
講師：杉山拓次（春日山原始林を未来へつなぐ会）

日時：2月14日月 10:30 –12:30

世界遺産であり天然記念物にもなっていて、都市部に隣接する形で残る貴重

な春日山原始林を通して「持続可能な社会」
とはどのような社会なのかをわかり
やすくレクチャーしていただきました。

—
種も捨てずに再利用♪種ブローチづくり
講師：生活協同組合コープ自然派奈良

日時：2月18日金 10:30 –12:30

かぼちゃやゴーヤなど野菜の種で作る世界で1つだけのオリジナル「種ブローチ」
作りと種と食にまつわるお話会を開催しました。

オーガニックの世界で気づいた8つのこと」〜小一時間でできるオーガニックの奥行きの話〜

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止

日時：2月23日水・祝 10:30 –12:30

催しました。最後は各自でオリジナルラベルを作成しました。発酵が進んで半年

種も捨てずに再利用♪種ブローチづくり

講師：大津いつお

民藝運動の視点を交えながらレクチャーしていただきました。後半ははならぁと

土

During the Hanarart Core period, we held a variety of lectures on topics such as “Environment”, “Nature”,
and “Food” etc. topics aimed at creating a sustainable society. A total of 75 people participated during the event.

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止

—
脱プラスチック＆災害時にも役立つふろしきの活用
講師：北浦由香（特定非営利活動法人奈良ストップ温暖化の会）

日時：2月19日土 10:30 –12:30

地球温暖化について初心者にもわかりやすくレクチャーしていただき、後半は大

中小、さまざまな大きさの風呂敷を使って帽子や買い物バック、プレゼントの包
装などおしゃれで簡単にできる活用法を学びました。

—

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止

未来のために知っておきたい、海とプラスチックの話

環境汚染や地球温暖化に影響を与えない自然にやさしい行動を始めません

講師：ならコープ環境・エネルギー政策協議会メンバー

プラスチックに頼らず使い捨てない生活を始めるための一歩として真っ白い布に

ミツロウクレヨンで自由に絵を描き、オリジナルのミツロウラップを作りました。

—
オーガニックの世界で気づいた8つのこと：
〜小一時間でできるオーガニックの奥行きの話〜
講師：榊原一憲（五ふしの草）

日時：2月26日土 10:30 –12:30

有機農業を取り巻く課題と問題、成功と希望について等、農から見える人と社会

の本質についてわかりやすくお話していただきました。有機農家の仕事の7割が
草刈りをしているというお話が印象的でした。

—
できることを考えよう
シャプラニール活動のお話&「ノクシカタ」
刺しゅう体験会
講師：髙階悠輔（シャプラニール）

日時：2月27日日 13:00 –15:00

シャプラニールの活動紹介と、バングラデシュの伝統刺しゅう
「ノクシカタ」を体験

しました。低年齢のこどもたちの労働について考えるきっかけとなりました。

—
植物と暮らす〜天然の薬湯作り〜
講師：まえだちさと
（里山文庫）

日時：2月28日月 10:30 –12:30

身近な植物で漢方薬の材料にもなる生薬約10種類を参加者の直感でブレンド

してオリジナルの入浴剤を作りました。1つ1つの材料に効能があり、香りに癒や
されました。

講師：原田禎夫（特定非営利活動法人プロジェクト保津川）

日時：2月20日日 13:00 –15:00

プラスチックごみの何が問題なのか？私たちにできることは何なのか？一緒に考

えましょう。

できることを考えよう シャプラニール活動お話＆「ノクシカタ」刺しゅう体験会
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植物と暮らす〜天然の薬湯作り〜

19

Core

天理エリア

はならぁと CINEMA
Tenri Area｜Hanarart CINEMA

Hanarart
Cinema

いただきます2 ここは、発酵の楽園
Itadakimasu 2
上映100分

監督：オオタヴィン｜Film director: Vin Oota

日時：2月18日金 1. 10:30 –12:30 2. 13:30 –15:30

https://itadakimasu2.jp/

—

「環境」
「食」
「気候変動」
などをテーマにした映画上映会を開催しました。

Film screenings were held on themes such as “environment,” “food” and “climate change.”

参加費：1回1000円｜中学生以下無料｜予約制
会場：モリ㋨ゲストハウス1F

「ここは発酵の楽園」
というサブタイトルの通り、発酵をキーワードに幼
児教育や農業の分野で活動する人々を紹介する映画でした。日本

の伝統食は「発酵」の力を借りていて、土の中に生きる微生物たちが

生命の源であること、自然の摂理に寄り添って生きることの大切さを
学ぶことができました。

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止

Final Straw 自然農が教えてくれたこと
Final Straw: Food, Earth, Happiness
上映64分

監督：パトリック・ライドン&スヒ・カン

Film director: Patrick Lydon & Suhee Kang
日時：2月23日水・祝 13:30 –16:30

https://finalstraw.org/en/jp/

—

はならぁと天理エリア出展作家でもあるライドン＆スヒ監督（ City as

Nature ）の制作した映画でしたが新型コロナウィルス感染症拡大の

ためイベントは中止となりました。

チャルカ～未来を紡ぐ糸車～
Charka

PEOPLE POWER 気候変動と日本II
PEOPLE POWER

上映90分

上映25分

日時：2月11日金・祝 13:30 –16:30

日時：2月25日金 13:30 –15:30

監督：島田恵｜Film director: Kei Shimada

http://shimadakei.geo.jp/charkha

監督：リック・グレハン｜Film director: Rick Grehan

https://350jp.org/people-power/

—

—

界中の課題となっています。映画の中ではフィンランドの世界初高レ

が出来ることは何だろうと考え行動するドキュメント映画でした。出演

原子力発電所から排出される使用済み核燃料の処分については世

ベル放射性廃棄物処分場のオンカロ
（ 洞窟 ）
と名付けられた地下処

分場の様子とフランスの高レベル放射性廃棄物最終処分場予定地

のビュール村を紹介しました。日本国内の事例として北海道幌延町

の幌延深地層研究センターや岐阜県土岐市の東濃地科学センター

気候変動に危機を持った人たちが、10年内タイムリミットで、自分たち

されている人たちは、気候変動は誰もが影響ある問題だからこそ、自
分たちができる方法で、伝える努力を続けていました。

上映後、
「行動するためにはどうしたらいいか？」
「これから自分は何

の問題点について市民の目線で紹介しました。

をするか？」
などディスカッションをし、少ない人数だからこそ、お互い

上映後、島田監督とオンラインで繋ぎ、監督がこの映画を撮られた経

を持ち帰ることができました。

緯をお伺いしたり、参加された方の感想をお伝えしました。周りの人

の意見をゆっくり聞きながら、気候変動に対してそれぞれができる事

たちにどのように伝えたらいいかとの質問に、島田監督は、
「続けるこ

とが大事です。
そして口にしてもいい雰囲気を作ることが大切だと思
います。」
と言われました。
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Core

天理エリア

はならぁとSUNDAYマルシェ
Tenri Area｜Hanarart Sunday Marché

Hanarart
SUNDAY
Marché

マルシェ出店者紹介
生活協同組合コープ自然派奈良（パン、加工品）

出店日：2月13日、27日

てんり高原マルシェ
（ワークショップ、焼き菓子）
出店日：2月13日

春日山原始林を未来へつなぐ会（団体活動紹介）

出店日：2月13日

キクズノヒト／冨羽団扇（竹製品、アクセサリー）
出店日：2月13日、27日

麻矢asa-ya（麻の小物）

出店日：2月13日、27日

宙coffee（コーヒー、焼き菓子）

出店日：2月13日

布ナプ工房Rainbow＊clover（布ナプキン）

出店日：2月27日

サトウアキコ
（古本）

出店日：2月27日

暮らしのハンギング（ハンキング）

出店日：2月27日

はならぁと 蚤の市（雑貨）
出店日：2月13日、27日

新型コロナウィルス感染症の影響により
出店できなかったお店の紹介
たんぽぽの家 アートセンターHANA

自然な暮らしcommu+cafeコリコック

EARTH COLOR

はならぁとこあ期間中、毎週日曜日に『はならぁと』の来場者や天理市の地元住民のみなさんが交流できる場として
エコマルシェを開催しました。環境に配慮したこだわりのお店が集まりました。

yye
森のようちえんウィズ・ナチュラ サステナme 編集部

During the Hanarart Core period, we feld an eco-friendly market every Sunday.
日程：2022年2月13日／2月20日
（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）／2月27日
時間：11:00 –16:00
場所：天理本通り商店街の2箇所（天理市産業振興館前、稲田酒造前）

22

23

Core

天理エリア

はならぁと団体パートナー展
Tenri Area｜Hanarart Partners Project Exhibition

Hanarart
Partners
Project
Exhibition

奈良県内で環境問題に取り組む企業や団体のパネル展示を開催しました。

We held a panel exhibition of companies and organizations working on environmental issues in Nara Prefecture.
日程：はならぁとこあ期間中毎日開催

NPO法人奈良ストップ温暖化の会（NASO）
https://naso.jp/

岡村印刷工業株式会社

市民生活協同組合ならコープ

春日山原始林を未来へつなぐ会

http://www.naracoop.or.jp/

https://kasugatsunagu.com/

生活協同組合コープ自然派奈良

日本たばこ産業（株）奈良支店

https://www.shizenha.ne.jp/

https://www.jti.co.jp/

はかるなら
（奈良・市民放射能測定所）

有限会社ポニーの里ファーム

https://naracrms.wordpress.com/

http://ponynosatofarm.shop-pro.jp/

https://www.okamura-pic.co.jp/

時間：10:00 –17:00
場所：天理駅南団体待合所
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今年のはならぁと 環境問題への取り組み
New approach for environmental issues of this year

「地球にやさしいエコロジカルな芸術祭」
として、様々な取り組みを行っています。

プラスチックフリー
Plastic Free

2020年よりラミネーターの使用をやめ、プラスチックフリーに

We have made various new approach as an “Earth Friendly Art Festival”.

努めました。会場案内看板は、古民家のおそうじ等から

印刷物

はならぁとに関わるスタッフ、サポーターは、マイボトルを

Printed materials

公式フライヤー・ポスターをFSC認証

された紙、
（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）
ベジタブルオイルインキ（石油系の溶剤に比べて

生分解性があり、VOCの排出もほとんどなく環境負荷
低減に寄与している）
で印刷しています。

キュレーター企画展覧会の作品説明（配布用を廃止）
は、
吉野町植和紙工房の手隙和紙を使用しました。

使用した紙は、来年度にまた再生することができます。
こあエリアの有料チケットは、土に埋めると植物が芽吹く

種の入ったシードペーパー®で制作しており、ゴミにならず

お花が咲きます。
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出た廃材を使用し手作りしました。

推奨し、昼食は商店街の飲食店を利用しました。

Official flyers and posters were printed on FSC-certified
(Forest Stewardship Council) paper and vegetable oil ink.
Explanations of the artworks in the curatorial exhibitions
were made on handmade Japanese Washi paper from
Yoshino-cho, Ue Washi Studio in Nara. The used paper
can be recycled again next year.
Tickets for the Core area are made from Seed Paper ®,
which contains seeds that sprout plants when buried in the
soil, so that they do not become waste and flowers bloom.

はならぁとSUNDAYマルシェの参加ショップには、

プラスチックの使用を控えて頂きました。

Since 2020, we stop using laminators and go plastic-free.
The venue information signs were handmade using waste
wood from old houses.
Staff and volunteer supporters involved in Hanarart were
encouraged to use their own bottles and to use restaurants
in the shopping arcade of Tenri for lunch.
Participants in the Hanarart SUNDAY Marché were asked
to refrain from using plastic.

コンポスト
Compost

今年度より
「はならぁとコンポストプロジェクト」を開始。

各家庭の生ごみをコンポストし
（堆肥化）
その土で育てた

お花を、町家の掃除で出てきたりんご箱をリサイクルし
作った花壇へ植え各会場に配置しました。

From this year, “Hanarart Compost Project” has launched.
Composting food waste to grown the flowers. Flower beds
made from recycled apple boxes from cleaning townhouses
were placed at each venue.

協力：株式会社 花の大和、木の子村
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Satellite

はならぁとさてらいと｜宇陀松山エリア
Hanarart Satelite｜Uda Matsuyama Area
会期：

2021年10月22日金–10月24日日
22. OctFri–24. OctSun, 2021
まちづくり団体：宇陀キラ倶楽部
Corportation: Uda Kira Club

当芸術祭の開催初年度から隔年開催を続けている宇陀松

山エリア。6 回目の参加となった今回、初年度に宇陀松山エ

リアへ出展したアダチオサムを再び招聘。地元小学校の教

師でもあるアーティスト イケモトタツヤがコーディネートをし、ア

ダチオサムの友達、宇宙人アリアンヌと小学生がコラボレー

ションした作品群が旧芝居小屋 喜楽座に登場しました。他

にも、宇陀在住の彫刻家 諸熊仁志と奈良女子大学インター

ン生がコラボレーションした宇陀松山華小路や地元酒蔵が

主催するマルシェが近隣で開催され、会期中は大変な賑わ

いとなりました。

動画 〜宇陀松山再訪 Uda-Matsuyama Revisited 〜

“スベテノアリアンヌニササグ̶ for all the aliens ̶ ”

アーティストプロフィール
アダチオサム｜ Osamu Adachi
現代美術家。アウトリーチを意識したインタラクティブアートの制作やパ

フォーマンス、映像制作、造形ワークショップを行っている。文化服装学院

にて服飾、武蔵野美術大学にて絵画及びワークショップファシリテーショ

ンを学び、障害児童造形教室、身障高齢者養護施設にて造形指導と

ワークショップの実践を学ぶ。奈良町家の芸術祭はならあと、大船渡やっ
ぺし祭り、吉原芸術大サービス、中延 EXPO 、六本木アートナイト、
レスポ

ンディングR1（ 福島）、オディシャ
（インド）
ビエンナーレ等参加。

—

イケモトタツヤ｜ Tatsuya Ikemoto
ボサノヴァ・デュオSalt&Uribossaやインストゥメンタル・ユニットPruneのメ

ンバーとして、CD 制作やライブ活動を行う一方で、子どもたちのための楽

曲を多数手がける。宇陀市にて、
リコーダーを使った音楽講座も行ったり、

カフェのプロデュースやアースデーならsouthの音楽監督を務めたりする。
音楽活動を軸にしながら、詩や写真や絵画等の作品も発表し、そのクロ

スメディアな表現活動が反響をよんでいる。

—

大宇陀小学校 4年生

4th year students at Ouda Primary School
34名の学級。はならぁとが始まった2010年度生まれの児童たち。

—

諸熊仁志｜ Hitoshi Morokuma
宇陀松山在住の彫刻家。多摩美術大学大学院修了。ブロンズ鋳造によ

る彫刻を制作・発表している。
「 HANARART 2013 」
「 HANARART

2015」出品。鋳物ギャラリー＆ショップ「熊鯛商店」店主。

—

奈良女子大学インターン生
Internship Students at Nara Women ʼs University
はならぁと宇陀松山にインターンで参加することになった6 名。建築やラン

ドスケープを学ぶ学生。
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Satellite

はならぁとさてらいと｜桜井・戒重エリア

アーティストプロフィール

Hanarart Satelite｜Sakurai Kaiju Area

昨年度、当芸術祭を訪れたことがきっかけとなり本年初参加

となった桜井・戒重エリアは、伊勢へと続く街道と日本最古
の国道 中ツ道が交わり、商店が立ち並び大変栄えた街道

でした。今でも、魅力的な町家が点在しています。

岡本奈香子｜ Nakako Okamoto
当芸術祭参画をきっかけに発足した団体「かいじゅう未来
計画」は今回、池田昇太郎をディレクターとして招聘し、団体

発足人であり地元住民でもあるアーティスト岡本奈香子をは

じめ、6名のアーティストが作品展示を行いました。地元住民

に馴染みのある旧医院や元寿司屋が会場となり、会期後に
はアトリエになる等早速地域活性の効果が出ています。

奈良県出身。1997 年 愛知県立芸術大学美術学部油画科卒業。2002

年 Chelsea College of Art and Design 総合基礎コース卒業（イギリス）。

2004年 Wimbledon School of Art 大学院美術科絵画専攻 修士課程

（ MA ）卒業（イギリス）。2013 年 京都市立芸術大学大学院美術研究科

博士（ 後期 ）課程メディア・アート領域終了、2015 年 博士（ 美術 ）。2021

年（ – 現在 ） 京都大学医学科人間健康科学専攻情報理技術補佐員。

2021 年「かいじゅう未来計画〜アート・ひと・まち in 大和桜井」を設立

（ 代表 ）。過去に経験した特異な意識変容をきっかけに、創造性と脳の
関係性に興味をもつ。脳の言語野を磁気刺激して絵を描く科学的な実験

を行うなど、アートと認知心理学などによる領域横断的な制作手法により、

会期：

2021年10月22日金–11月3日水・祝
火・水・木曜日休み
Fri

Wed., holiday

22. Oct –3. Nov
, 2021
closed on Tue, Wed and Thu.
まちづくり団体：
かいじゅう未来計画

〜アート・ひと・まち in 大和桜井〜
Corportation:

The Kaiju Mirai Project Art,
People & Community in
Sakurai City

ヒトの創造性の根源への探求の旅を続ける。

—

田中誠人｜ Masato Tanaka
1988 年 長野県生まれ、東京都在住。2013 年 IAMAS（ 情報科学芸術大

学院大学 ）
メディア表現研究科修了。近年は「観察のための観察」をテー

マに、科学、医学、哲学、人類学などを参照しながら、素材や技法に捉わ

れない複合的な方法で、
「見る」
ことを見る、あるいは「鑑賞」
という行為

を鑑賞するような、メタ的な構造を持ったインスタレーション作品の制作
に取り組んでいる。

—

林圭介｜ Keisuke Hayashi

1981 年 奈良県橿原市出身。幼少より独学で絵を描き始める。2004 年
関西学院大学哲学科専攻修了。2014年 ベルリンに滞在。現在、奈良県
在住。

—

ヤーナ・マイヤラ｜ Jaana Maijala
1984 年、フィンランド・イリスタロ生まれ。フィンランド在住。2013 年にアー

ルト芸術大学大学院修士課程アートとフォトグラフィーのMFA 取得。マイ

ヤラは、写真とドローイングを組み合わせて制作を行う。彼女は、鉛筆を

試作・思考し、記録するための道具とし、生活と密接なものとして描かれる

ドローイングから作品を立ち上げる。その後、
ドローイングを写真に撮るこ
とで、アイデアや経験を洗練させ、それらに光を当て留める。現在、マイヤ
ラは、
ドローイングという行為の背後にあるものに興味を持つ。人知を超

えて、心の本質を見ること。
この探求は、彼女の仏教の研究と、
ゾクチェン

の系譜に基づく実践からインスピレーションを得ている。2018 年からは、
サウンドアーティストのヴィッレ・リンナとのコラボレーションであるStump

Of Prometheusとしても活動。

—

ヴィッレ・リンナ｜ Ville Linna
1982 年フィンランド、ヘルシンキ生まれ。フィンランド在住。
リンナは音を媒

介にしたいくつかの文化史的・環境的なプロジェクトに取り組む。近年は
屋外での活動を主とし、人と人とのつながりを見出そうとしている。
また、サ

ウンド・アートに加えて、詩やビデオの制作も行う。ヴィジュアル・アーティスト
のヤーナ・マイヤラとStump Of Prometheusとしても活動。

—

池田昇太郎｜ Shotaro Ikeda
1991 年生まれ。大阪にて元おかき工場の経過を廻るスペース⇆プロジェ

クト山本製菓を2015 年より開始。ある状況や環境における土地や人々の
集合意識を巡りながら、言葉の有無を問わず詩作に取り組む。
また他の

アーティストや詩人、スペースと共同しながら調和と異化、連帯と孤立、故
郷と異郷の間を旅するように詩とは何かを探る実践を行う。
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Satellite

はならぁとさてらいと｜橿原・八木エリア
Hanarart Satelite｜Kashihara Yagi Area

会期：2021年10月29日金–10月31日日｜29.Oct –31. Oct , 2021
Fri

Sun

まちづくり団体：NPO法人八木まちづくりネットワーク
Corportation: NPO Yagi Machizukuri Network

初年度から継続的に当芸術祭に参画する橿原・八木エリア

は、長年の経験を通してアーティストとの良好な関係性を築

いてきました。今回の展示も、
これまで橿原・八木エリアで活
躍してきた馴染みのアーティストや橿原市内にある奈良芸術

短期大学の先生や学生を中心に、様々な展示を楽しむこと

ができました。

アーティストプロフィール
三田村龍伸｜Ryushin Mitamura

えかわ たえこ / Tao ｜ Taeko Ekawa / Tao

1980 年 神奈川県生まれ。2005 年 日本大学芸術学部美術学科彫刻

版を彫り、版で描く。

士前期課程修了。湯川制賞授賞。2011 年 日本大学大学院 芸術学研

内なる景色を表現している。

コース卒業、2007 年 日本大学大学院 芸術学研究科 造形芸術専攻 博

究科 芸術専攻博士後期課程 修了。博士号取得（ 芸術学博士 ）。主な出
展：
「第 4 回 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2009 」
「江古田

ユニバース」
（ 2011–2018 連続出展 ）はならぁとには、2011–2015 年までの

5年間継続出展。

—

古川守一｜ Morikazu Furukawa
香 川 県 坂 出 市 生まれ 、1979 年 多 摩 美 術 大 学 絵 画 科 卒 業 。1979 年

–2021年：個展 檪画廊（東京）
・Art Studio Dungeon（東京）CASO（大

小さな版のカケラを手に、独自の手法スタンプアートワークにより、
何の意味をも持たないカタチ、小さなカケラ。

連なり、重なり、合わさって、あらたなカタチが生まれる。

—

タキ ナオ｜ Nao Taki
愛知県名古屋市在住。関わりあい移ろう内と外の景色が、抽象的な色

の響きによって結ばれる光景を求めて活動している。個展等で絵画を発
表する一方、
『ライトドロー』
と呼ぶ映像パフォーマンス・空間作品・参加型

企画等、媒体にとらわれず活動。2019 年より、即興的なコラボレーション

阪）
・うみかギャラリー
（香川）他 。1976–2021年：グループ展、アートイベント

イベント
『光と音のアトリウム』を企画。

—
CHIZURU KISHIMOTO

やまきみなこ×ふくいまさお

（香川・奈良・東京・福島・たんぼ・オーストリア・韓国他）。

日本の始まりの地、奈良・大和で生まれ育ち、古墳や社寺、野山や川、
そこ
に暮らす小さな生き物たちに囲まれながら、目に見えない不思議な力を空
気のように感じて生きてきた。千三百年以上昔から
「時の扉」を超えて、令

—

Minako Yamaki

Masao Fukui

それぞれに活動していた二人が 2013 年に出会った。

アートの力で何が出来るのか、人と人を繋ぐ事が出来るのかを考え、
地域の方々との交流を中心に活動している。

和の今もそこにあるもののパワーを受け取り
「大和・SPIRITS・そして祈り」

・はならぁと ぷらす・あらうんど 出展（ 2014–2018）

狛犬などをモチーフに作品を製作中。

・個展「 つ-な-が-り 」

を心のテーマとして飛鳥キトラ古墳にも描かれている神獣や正倉院文様、

—

櫻井恵子・片平修・仲川勝三・清水雅之・島岡亮次

Keiko Sakurai, Osamu Katahira, Katsumi Nakagawa,
Masayuki Shimizu, Ryouji Shimaoka
弦月と新象― 月が満ちていく様に新しい象に光を照らす― 関西学

院大絵画部出身者と新象作家協会会員によるインスタレーション作家

集団。表現は絵画・立体・陶板・音楽・映像・パフォーマンス・ワークショッ

プと多岐にわたる。2011・2012 木津川アート・吹田浜屋敷古民家まるご

と展、2014–2021はならぁと等に参加。

・月のアート展 入選（ 第 8・10・11・12・14・15回）入賞（ 第13回）

・ひらかたまちかどアート巡り 出展

—

空｜ Sora
愛知県出身。2010 年頃から水彩色鉛筆を使い独学で絵を描き始める。

はならぁとを機に2015 年より奈良県へ移住。

—

奈良芸術短期大学 専攻科デザイン

NARA COLLEGE of ARTS, Design Course
2017年から専攻科デザインは、
「はならぁと」に参加してきた。
まほらまさん

—

と
「華やぎ」
というイベントを企画し、畝傍駅に暖簾を吊るし、着物を着た

NARA COLLEGE of ARTS, Craft Design Course

り上げた。

奈良芸術短期大学 専攻科クラフトデザイン
専攻科1年 植木悠元（メタル・レザー）、村島未紗（ウッド・レザー）

専攻科2年 石丸美波（ウッド・レザー）、角谷茉莉（ウッド・レザー）、河原知佳

（テキスタイル・グラス）、菊地菜々子（メタル・グラス）、廣瀬克己（メタル・ジュ

スタッフが様々なお店を出したり、
ライブ演奏などをして、
「はならぁと」を盛

畝傍駅貴賓室で「花曼荼羅」をテーマにした映像による空間演出や、

Waccaでの動物のお面の展示、夜は下つ道に灯篭を並べ、八木札の辻
交流館の2階の障子に映像を映し出して、
「古き良き時代の賑わい」を表

エリー）、藤本茉優佳
（ 副手）

現した。

—

—

グラフィックデザイナー兼イラストレーターとして制作会社で働いたのち太

Nara Unebi Senior High School Art Club

坂野真子｜ Mako Sakano
陽さんさんデザイン事務所を立ち上げ、独立。体調を壊し生まれ育った

平群の山に戻り美術制作活動を開始。染織を中心としたインスタレー

ションやカラフルなアクリル画や油彩で芸術祭や展覧会にて活動中。大

阪美術専門学校美術工芸コース油彩卒業・京都造形芸術大学染織

奈良県立畝傍高等学校 美術部
部員それぞれの考え方やイメージを膨らませて作品を作り上げて出展して

もらっている。学生達には忙しい、はならぁとの時期だが、地元の町づくり
に参加していただき来場者に喜んでいただいている。

コース卒業。総合デザイナー協会（ DAS ）会員 日本イラストレーター協会

（JIA）会員。
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はならぁと開催期間中、4エリアで来場者に

アンケート結果

アンケートを実施。215人からの回答がありました。

Questionnaire Result

来場者のことば
○ 宣伝に工夫されたらどうか。広く多くの人に伝わるように。

̶
○「はならぁと」なのでお花をメインにした会場があっても
良いと思います。

年齢を教えてください

今回の訪問で使った、あるいは
使う予定の金額を教えてください

当芸術祭をきっかけに環境問題に
対する意識に変化がありましたか

11.6%

9.2%

12.1%

22.3%

10.1%

39%

26.1%

53%

18.2%

43.8%

○もっと広域で大きなイベントになることを期待。

̶

̶

○テーマが良かった。チケットや花植えなどの工夫も良かった。

○金、土、日、祝のみの開催となり、火、水休みなので
祝にしか来られません。もっと長期でやってほしいです。

○とても新鮮だった。地元でこんなに深い作品を鑑賞できて

500円未満｜22.3%

特に変化は無かった｜53%

20代｜9.2%

3000円未満｜43.8%

大きく変化があった｜5%

10代｜9.7%

1000円未満｜18.2%

30代｜10.1%

5000円未満｜11.6%

40代｜22.2%

10000円未満｜4.1%

50代｜26.1%

変化があった｜39%
その他｜3％

結びつきが強く、分かりやすく伝わった。

̶
○「はならぁと」を通して町家や現代アートのことに興味を
もったことがきっかけで今の仕事につながっています。
地域の方、子どもさんから年配の方まで関わっていく

作品群だった。

イベントだと思います。続けることは大変なこともあると

̶
○普段、自分から美術館などでアートに触れようと
してこなかったが、今度、何かの展示へ行ってみようかな
という気になった。とても楽しかった。

思いますが、応援しています。

̶
○他の芸術祭にはない「なんじゃこれ」が多いのは
「はならぁと」の魅力の一つだと思いますので、これからも
周りに流されず独自路線を突っ走ってください。

○プロジェクト全体を通してテーマを語っている、

・少し変化があった

素晴らしい企画です。

・考えるきっかけになりました

60代｜12.1%

旧荒木邸が「朽ちていくもの」作品と展示場の住居の

嬉しい。一般受けはしないかもしれないけれど心に響く

̶

・まだ実感していません

感じることができて、とても良かった。

̶

毎年とても楽しみにしています。

10代未満｜0.4%

○現代アートの、自分なりの解釈ができるという魅力を存分に

○屋外、広い工場等の展示を見たい。

̶

22.2%

ほんとうに美しかったです。

̶
○芸術が日常の中に溶け込んでいるように思えてよかった。

̶

5%

装飾を施さないありのままの古民家の姿は刺激的で

̶
ビエンナーレやトリエンナーレしても良い。

9.2% 9.7%

○廃屋を使った展示、非常に面白かったです。リノベーションや

・意識はすると思う

70代以上｜9.2%

・町家の保存に興味が深まった

当芸術祭についてどう感じられましたか。
大変良い

良い

普通

あまり良くない

良くない

（人）

100

50

0
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全体の印象

作品と作家

スタッフの対応

交通の利便性

テーマ
（環境問題）

35

空き家利活用事例

Example of utilization of vacant machiya houses

現在活用中の町家

2011年からはならぁとがきっかけで活用された空き町家は
49 件あり、そのうち41件が現在も活用されています。

（2022年2月現在）

メディア掲載一覧
List of media publications in 2021

33

八木札の辻

町家A

カフェ

種別

媒体名・場所名

掲載日

備考

新聞記事

奈良新聞

2022年1月23日

2面

No.

エリア

建物

活用方法

34

八木札の辻

町家B

塾

1

宇陀松山

町家A

事務所＆レンタル
スペース

35

八木札の辻

町家C

町家食堂

朝日新聞

2022年2月11日

19面

36

八木札の辻

商店A

設計事務所

奈良新聞

2022年2月11日

2面

37

八木札の辻

町家D

塾

毎日新聞

2022年2月11日

20面

38

八木札の辻

町家E

ギャラリー＆
レンタルスペース

読売新聞

2022年2月13日

29面

奈良新聞

2022年2月13日

2面

奈良新聞

2022年3月6日

GoGoエンジョイ

2

宇陀松山

町家B

カフェ

3

宇陀松山

町家C

住宅

4

宇陀松山

町家D

住宅

5

宇陀松山

町家E

住宅

39

八木札の辻

町家F

住宅

6

宇陀松山

町家F

住宅

40

八木札の辻

町家G

ゲストハウス

7

宇陀松山

町家G

店舗

41

八木札の辻

町家Ｈ

住宅

8

宇陀松山

町家H

別荘

42

桜井戒重

町家B

アトリエ

9

宇陀松山

商店A

店舗

10

奈良きたまち 町家A

住宅

11

奈良きたまち 町家B

住宅

12

奈良きたまち 町家C

カフェ＆ギャラリー

13

郡山城下町

商店A

レンタルスペース

14

郡山城下町

商店B

店舗

15

郡山城下町

商店C

カフェ

活用された実績のある町家

16

郡山城下町

町家A

市観光交流施設

No.

エリア

建物

活用方法

17

郡山城下町

町家B

カフェ

1

宇陀松山

町家I

工房

18

郡山城下町

商店D

工房

2

宇陀松山

町家J

事務所

19

今井町

商店A

住宅

3

宇陀松山

商店B

住宅

20

今井町

町家A

住宅

4

郡山城下町

町家C

事務所

21

今井町

町家B

商店、ゲストハウス

5

郡山城下町

商店E

ギャラリー

22

今井町

町家C

ゲストハウス

6

五條新町

町家D

工房

23

今井町

町家D

コミュニティ
スペース

7

五條新町

町家E

住宅

8

三輪

町家A

ギャラリー

24

生駒宝山寺
参道

商店A

ゲストハウス

25

五條新町

町家A

カフェ＆食事処

26

五條新町

町家B

ブティック

27

五條新町

町家C

28

御所名柄

商店A

カフェ＆資料館

29

桜井本町

町家A

住宅

30

吉野町国栖

町家A

住宅

31

吉野町国栖

商店A

住宅

32

曽爾村

町家A

店舗

36

テレビ放送

Web記事

朝日新聞

2022年4月4日

コラム
「VIVA LA VIDA!」

奈良テレビ放送

2021年10月24日、2022年2月10日

県政フラッシュ
（宇陀、天理）

NHK

2021年10月22日

週末情報室（全体）

NHK

2021年10月29日

おでかけナビ
（桜井）

NHK

2022年1月14日

週末情報室（天理）

KCN

初回放送 2021年10月19日

Kスタ！
（桜井／YouTube同時配信）

KCN

初回放送 2022年2月15日

Kスタ！
（天理／YouTube同時配信）

奈良県庁ホームページ

開催決定、
こあ開催直前、等

じゃらんnet

その他

観光ガイド

2021年7月13日

JR西日本「おでかけネット」

2021年7月13日

モバイル版「遊・悠・WesT」

2021年12月15日

イベントナビ2月号

奈良県立図書情報館公式note

2021年9月1日記事公開開始 関係者によるコラム掲載

デジタルサイネージ

10月1日–30日、2月1日–28日

近鉄奈良駅など県内7箇所

エレベーターラッピング

2021年10月14日

奈良県庁内エレベーター

JR西日本発行「電車＆ウォーク」

2022年2月号

駅構内で配布

奈良県大芸術祭Walker

2021年9月1日

さてらいとエリア情報掲載（紙面、web）

Yomiっこ

2022年2月20日

株式会社読売奈良ライフ発行

各行政広報誌

会期前

奈良県、天理市、橿原市、他

ポスター展
「はならぁと10年のあゆみ
─芸術×まちづくり×
環境問題の取組」

奈良県立美術館（連携展示）｜2021年6月26日–8月29日
奈良県立図書情報館｜9月8日–9月21日
県庁屋上ギャラリー｜10月7日–10月11日
橿原市ミグランス屋上ギャラリー｜10月25日–10月29日

滞在交流ラボ
「標」
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出展作家一覧

はならぁとサポーターの活動
Hanarart Supportersʼ activities

Artists

奈良・町家の芸術祭
HANARART
実行委員会 名簿

はならぁとを支えるボランティアとして、30名以上のサポーター

サポーターの芸術への理解や環境問題への関心を高める

代までと幅広く、近隣地域のみならず奈良県外からの参加も

を楽しめたという声もあり、サポーターにとって満足度の高い

築山有城｜Yuki Tsukiyama

サポーターは、会期前には展示場所となる空き町屋の掃除

また、サポーターに会場のある商店街の飲食店の昼食利用

Matthew Fasone｜マシュー・ファソーン

委員長

Loren Capelli｜ローレン・カペリ

副委員長

が活動に参加しました。サポーターの年齢層は10 代から70

ありました。

や会場の設営作業、会期中は展示場所での受付や作品
見守り、来場者への解説などを行いました。

はならぁとサポーター募集を何で知られましたか。

機会になっただけでなく、サポーター同士や来場者との交流

天理エリア｜Tenri Area

ボランティア活動になりました。

山村祥子｜Shoko Yamamura

を促したことで、会場全体を盛り上げる一助にもなりました。

今年のはならぁとサポーター活動はいかがでしたか。

事務局からのメールニュース

15.8%

15.8%
10.5%

42.1%

友人知人からの誘い

10%

SNS（Twitter, Instagram,

とても充実していた

5%

充実していた

25%

Facebook）
ネットTAMや

大変だった

とても大変だった

奈良ボランティアネット

15.8%

普通だった

大学広報

City as Nature｜シティアズネイチャー

募集チラシ

宇陀松山エリア｜Uda-Matsuyama Area

副委員長・会計
藤野正文｜公益社団法人奈良まちづくりセンター 副理事長

イケモトタツヤ｜Tatsuya Ikemoto
大宇陀小学校4年生

意義な時間が過ごせた。
—

環境がテーマということもあって、作品に使われた素材がとても身近なもの

であったり、かつて使われていたものだったり、今回の展示はとても自分の

近くにあるような感覚がありました。1人1人のスペースがとてもゆったりして

担当が一緒であったサポーターの方とお話できたり、普段は芸術と触れ合

いて、作品同士でぶつかりがなく、
じっくりと一つの作品にむかえたのが良

れられることができたのでよかったです。

—

う機会もないので今重要視されている環境問題をテーマにした芸術に触
—

かったです。

環境というテーマに対して多様なアート作品に触れ、考えさせられる作品

監事
吉村耕治｜殿川を活性化しよう会

Ouda Primary School Fourth grade
諸熊仁志｜Hiroshi Morukuma

委員

Nara Womenʼs University Intern

尾上嘉則｜桜井市本町通・周辺まちづくり協議会

奈良女子大学インターン生

浦野聡｜大和高田市本町・市町地区まちづくり協議会

桜井・戒重エリア｜Sakurai・Kaiju Area

黒田篤史｜柳生茶屋都市農村観光交流拠点実行委員会

倉橋みどり｜NPO法人文化創造アルカ／踏花舎

岡本奈香子｜Nakako Okamoto

齋藤聡｜御所アートフェスタ実行委員会

林圭介｜Keisuke Hayashi

田川新一朗｜宇陀キラ倶楽部

田中誠人｜Masato Tanaka
日頃出会うことのない人々と出会いお客様との作品及び世間話が出来有

小山豊｜くらす* 理事長

アダチオサム｜Osamu Adachi

60%

はならぁと公式webサイト

川端規央｜三輪座 代表

Jaana Maijala｜ヤーラ・マイヤラ

Ville Linna｜ヴィッレ・リンナ

池田昇太郎｜Shotaro Ikeda

橿原・八木エリア｜Kashihara・Yagi Area
三田村龍伸｜Ryushin Mitamura

下田吉美｜NPO法人八木まちづくりネットワーク

二十軒起夫｜田原本・まちをすきになる会
山本陽一｜ＮＰＯ法人大和社中
若林稔｜今井町町並み保存会

たかはしなつき｜アーティスト

寺垣内真由香｜天理市くらし文化部 文化スポーツ振興課

岡本奈香子｜かいじゅう未来計画 〜アート・ひと・まち in 大和桜井〜

今回、お掃除から撤収まで参加できたことで、環境やアート、
そして空き家

も多く、大変勉強になりました。来場者の方もじっくり作品を見ていかれる

古川守一｜Morikazu Hurukawa

—

—

CHIZURU KISHIMOTO

顧問

訪れた方とお話する機会も多く、感染症対策をしつつでしたが楽しい時

派手さのある作品や写真映えする作品は注目されやすく、集客や話題

櫻井恵子・片平修・仲川勝三・清水雅之・島岡亮次

河合良記｜奈良県まちづくり連携推進課課長

—

アート作品にじっくり向き合う場を作ることも大切なのではないかと感じた。

のことを自分ごととして考える良いきっかけとなりました。

間を過ごすことが出来た。

お客さんが体験できるブースもあって、すごく満足度の高いアート作品が多
いと感じた。
—
空き家の雰囲気にあった、
しっとりした作品が多かったなと思います。来

方が多く、嬉しくなりました。

性を考えても芸術祭として扱いやすいが、そうではないけれど優れている
今回は派手さはないが環境に負荷の少ない作品が集まっており、アートを

鑑賞する態度について考えを深めることができた。
また、
より充実した鑑賞

のためにサポートスタッフの存在は重要だと感じた。

Keiko Sakurai, Shu Katahira, Katsumi Nakagawa,
Masayuki Nakagawa, Ryoji Shimaoka
奈良芸術短期大学 専攻科クラフトデザイン

NARA COLLEGE OF ARTS Craft Design Course
坂野真子｜Mako Sakano

場者とも、作品の話だけでなく建物のお話をすることが多かったです。素

えかわ たえこ｜Taeko Ekawa / Tao

性の想いが伝わっているのではないかなと思いました。

やまきみなこ×ふくいまさお

敵なところだから活用したらいいのにという声もあり、はならぁとの地域活
—
アートとはその作家さんだけで完結するものであると思っていましたが、参

タキ ナオ｜Nao Taki

松出正伸｜天理市くらし文化部文化スポーツ振興課文化センター所長
中村哲也｜桜井市教育委員会社会教育課課長
山口久夫｜宇陀市市長公室地域振興課 課長
オブザーバー
大倉梨沙、金井亮

Minako Yamaki Masao Fukui

加型の作品があり、来場者の方も楽しまれておりアートって良いものだと思

空｜Sora

人が協力していることを感じることができて良かったです。

NARA COLLEGE OF ARTS Design Course

いました。
また、作品一つでも作家さんの想いが沢山詰まっており、多くの

長谷川充｜橿原市魅力創造部観光政策課長

奈良芸術短期大学 専攻科デザイン
奈良県立畝傍高等学校 美術部

Nara Unebi Senior High School Art Club
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関係者一覧
主催

奈良・町家の芸術祭HANARART実行委員会

共催

奈良県

協力

天理市

後援

天理市、橿原市、桜井市、宇陀市、天理市観光協会、一般社団法人 橿原市観光協会、一般社団法人 桜井市観光協会、宇陀市観光協会、

天理市教育委員会、橿原市教育委員会、桜井市教育委員会、宇陀市教育委員会、奈良新聞社、朝日新聞奈良総局、産経新聞奈良支局、

日本経済新聞奈良支局、毎日新聞奈良支局、読売新聞奈良支局、奈良テレビ放送株式会社、NHK 奈良放送局、
ならどっとFM、
一般財団法人奈良県ビジターズビューロー、駐大阪韓国文化院、アメリカ大使館
協力

株式会社 近鉄ケーブルネットワーク、社会福祉法人わたぼうしの会、奈良交通株式会社、奈良町にぎわいの家、天理本通り商店街
団体パートナー

岡村印刷工業株式会社、春日山原始林を未来へつなぐ会、市民生活協同組合ならコープ、NPO法人 奈良ストップ温暖化の会（NASO）、

生活協同組合コープ自然派奈良、
日本たばこ産業株式会社 奈良支店、有限会社ポニーの里ファーム、はかるなら
（奈良・市民放射能測定所）
助成

公益財団法人 大阪コミュニティ財団、公益財団法人 小笠原敏晶記念財団
協賛

第一生命保険株式会社 奈良支社、特定非営利活動法人 ふるさとを考える会、奈良芸術短期大学、

日本たばこ産業株式会社 奈良支店

大宇陀温泉あきののゆ、岡村印刷工業株式会社、橿原中央ビル株式会社、糸季、奈良一奈良漬いせ弥、

ヒューマンヘリテージ株式会社、やまとびと株式会社、有限会社ポニーの里ファーム、ホテル尾花

おのうえカイロプラティックハウス、株式会社鍛治本塗装店、株式会社中尾組、久保本家酒造、ゲストハウス和櫻、ぜに宗桜井店、チアフル株式会社、

フロレスタ奈良本店、みずほ証券株式会社、箭上文化財修復、ダイケン商事、天理市役所部長会、奈良ダイハツ株式会社
奈良フードシェッド・ファーマーズマーケット、お好み焼 ときわ、ヘアモードサロンミヤケ、吉田酒店
商品提供

大宇陀温泉あきののゆ、株式会社南都木材産業、スケーター株式会社、チアフル株式会社（jiwajiwa)、奈良一奈良漬いせ弥、

奈良交通株式会社、奈良醸造株式会社、芳村酒造、宝泉窯、道の駅「宇陀路大宇陀」、有限会社ポニーの里ファーム、ダイドードリンコ
（株）、
株式会社 花の大和

作品素材提供

株式会社南都木材産業、岡村印刷工業株式会社、不易糊工業株式会社、有限会社ポニーの里ファーム、毎日新聞社
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奈良・町家の芸術祭HANARART 実行委員会
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