
山城 大督  YAMASHIRO Daisuke　
美術家。映像ディレクター。ドキュメント・コー
ディネーター。1983 年大阪生まれ。映像の時
間概念を空間やプロジェクトへ展開し、その場
でしか体験できない《時間》を作品として展開。
主な個展に『VIDERE DECK/ イデア・デッキ』
（2013 年 アサヒ・アートスクエア）。岐阜県立
国際情報科学芸術 アカデミー [IAMAS] 修了、京都造形芸術大学芸術学部卒業、山口
情報芸術センター [YCAM] エデュケーターを経て、東京藝術大学映像研究科博士後
期課程在籍。2011 年より京都造形芸術大学、2013 年より明治学院大学 非常勤講師。
アーティスト・コレクティブ「Nadegata Instant Party（中崎透＋山城大督＋野田智子）」
メンバー。  http://the.yamashirostudio.jp/

Vol.1 山城大督 ワークショップ＆トーク [ 映像芸術実験室～時間を操ろう～ ]

内容 映像の基本「時間」について体験し考え実践するワークショップ。映像の中では、早送りやスローモーションのように、時間

を自由に操ることが出来ます。このワークショップでは、実際にビデオカメラを持って撮影したり、光と鏡を利用したミュージック・

ビデオの制作を体験してみたり、紙とハサミを使って簡単な映像編集を体験する等。カラダ全身で映像を見つめ考察します。

会場 IAAES
料金  ワークショップ 500 円 /1 日、
           トーク無料
定員 ワークショップ 20名、トーク 40名
対象 小学校 4年生以上

3月 21 日（金）13:00-16:00 ワークショップ 

3 月 23 日（日）13:00-16:00 ワークショップ

　　　　　　　  16:30-18:00 トーク

テニスコーツ  Tenniscoats　
さやと植野隆司により、1996
年から始まったバンド。生音
の演奏を基調に、スペースや
共演者によって形が変わるフ
リー・サウンド・ポップ。こ
れまでに、テニスコーツとし
ては１５枚のアルバムを単独／コラボレーションで制作、日本、イ
ギリス、スウェーデン、エストニア、オーストラリアのレーベルよ
りリリース、各国でのツアーをしている。 2010 年 Take Away Show
出演。2011 年「ときのうた」リリース。Project FUKUSHIMA! のラ
イヴに参加、東北じ～んじ～んツアーを行う。また、2013 年 二人
が運営するmajikick レーベルの総集編『majikick 7CD BOX』を発表。 
2014 年 2 月、植野隆司のソロワーク、100 曲入り 6本組カセット
をリリースした。
http://www.tenniscoats.com/ 

Vol.2 テニスコーツ＆YOK.　野外ライブ
IAAES の体育館裏を会場に、桜の花を背景に二組のミュージシャンによる野外ライブを開催します。

3 月 30 日（日）13:00-15:00 ライブ

会場 IAAES　  定員 50 名

料金 一般当日 2,000 円   

         一般前売り・パス割 1,500 円

YOK.
2003 年より bar や ,
cafe,livehouse,gallery,fes, 友人の部屋など、 
様々な場所でギターを持ち、歌を歌う。 国
内外のアーティストと共演し、ライブを展
開している。 楽曲の制作、演奏録音、ミッ
クスまで自身で手がける。 2011 年 7 月に、

自主企画レーベルによる1stアルバム「Day with hearts」発売。 2013年8月には、
2nd ミニアルバム「歌ったり 踊ったりする。」 を、P-VINE よりリリース。 それ
らのアルバムの楽曲は各方面で、愛されている。 http://yok.main.jp/ 

ワークショップ風景

ライブ風景

ワークショップ＆トーク、ライブ

ワークショップで参加者と制作した
「いちはらアート×ミックス」CMは、
「いちはらアート×ミックス」公式Web
サイトでも紹介されています。
https://ichihara-artmix.jp/news/news
/2014/04/02/138/

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
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下道基行 SHITAMICHI Motoyuki　
1978 年岡山県生まれ。2001 年武蔵野美術大学造形学
部油絵科卒業。大学卒業後４年間、2005 年日本全国
に残る軍事遺構 の現状を調査撮影した『戦争のかた
ち』（リトルモア）を出版。その後、自らの祖父の遺
した絵画を追って旅したシリーズ『日曜画家
/Sunday Painter』。2006 年より日本の国境線の外側
を旅し、日本植民地時代の遺構の現状を調査する
『(torii)』、最近では用水路に架けられた木の板やブロックで出来た “橋のようなもの”
を撮り集める『bridge』など。20112 年、光州ビエンナーレ新人賞。写真や文章を
表現手段に、旅やフィールドワークをベースに表現を続けている。
http://m-shitamichi.com/

Vol.3 下道基行 トーク＆ワークショップ [  撃つか撃たれるか / Dead or alive  ]
山里の美しい春の風景を走る小湊鉄道は、写真＆鉄道ファンの憧れ。カメラを持って小湊鉄道に乗り込み、写真を撮ってみよう。た

だし被写体は、鉄道でも風景でもなく鉄道ファン！？視線の交錯に写真を体験せよ。

4 月 4日（金）16:30-18:00 トーク

4月 5日（土）10:30-15:00 ワークショップ

会場 IAAES、小湊鉄道（五井～月崎）

遠藤知絵   　ENDO Tomoe 
1983 年福島県福島市生まれ・在住。
設計事務所勤務。同事務所が主催する “ふくしま建築集団” にて、「放
射能対策住宅 ふくは家」等の広報を担当。
福島のセンスとスタイルを伝える “LIFEKU” のメンバーとして、広報・
商品開発・イベント企画運営等を行っている。
http://lifeku.jp/interviewer/

Vol.4 遠藤知絵×木下真理子トーク[ あてはまらないところで、自分らしく生きてみる ]
建築事務所に勤務する遠藤さんと、元編集者で現在はフリーでライターや企画の仕事をしている木下さん。二人はそれぞれ福島市を

拠点に本業以外にも街でユニークな活動を続けている。震災後の福島で、試行錯誤しながら自分らしく生きていくことを模索する普

通の女の子たちのちょっぴり非日常的な日常トーク。

4 月 6日（日）15:00̶17:00 トーク

会場 IAAES 1F ワークショップルーム

料金 トーク 500 円

定員  トーク 50 名

木下 真理子   KINOSHITA Mariko
福島県福島市生まれ。福島県内で発行のフリーマガジン『dip』の編集
長を創刊より 7年にわたり務める。主に同世代向けに、福島での暮らし
の楽しみを伝えてきた。3.11 をきっかけに、福島の現状をそとに向け
て等身大の声として伝えるべく活動を始める。2012 年 2月会社を退社。
現在はフリーでライターやディレクションの仕事に従事している。

アサノコウタ　ASANO Cohta
慶応大学 SFC 政策・メディア研究科
修士課程卒業後、地元の福島市に戻
り「建築以下のデザイン」をコンセ
プ トに 「BHIS」を設立。
プロジェクト FUKUSHIMA! では、美
術家中崎透と「福島大風呂敷」
(2011)、「はた　と　想 う。」（2012） のディレクションを担当し、
2013 年にはアートディレクターとして「納涼！盆踊り」の舞台とな
る「複数の櫓」のデザインを担当する。 http://bhis.tumblr.com/

Vol.5 アサノコウタ ワークショップ＆トーク [ 教室のなかのちいさな教室 ]
教室ってそんなに大きくなくっても大丈夫なんだと思います。そこで , 教室のなかに小さな教室をつくります。ミニマムな教室 

(classroom) をつくることで , 外側には新しい余剰の空間ができます。そこに遊び場 (playroom) をつくって , 遊んだり , は しゃいだりし

ましょう。1日目に小さな教室をつくって , ちょっとだけ勉強して ,2 日目に教室を抜け出して遊びます。

4 月 26 日（土）10:00-16:00 ワークショップ

4月 27 日（日）13:00-16:00 ワークショップ

                                 16:30-18:00 トーク

会場 IAAES 1F ワークショップルーム

料金 500 円

定員 ワークショップ 15名、トーク 40名
※ワークショップは、通しで参加可能。途中出入り自由
※小学校低学年以下のお子様は保護者同伴

集合 JR/ 小湊鉄道五井駅改札口　

料金 ワークショップ 500 円、トーク無料

定員 ワークショップ 10名、トーク 40名

トーク風景

トーク＆ワークショップ風景
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藤井光  FUJII Hikaru
1976 年東京生まれ。美術家・映画監督。パリ第 8
大学美学・芸術第三博士課程DEA卒。
今日の日本の複雑な社会政治問題を反省的なアプ
ローチによって表現する。
その多くは固定カメラで撮影される静的な映像で、
映画と現代美術の区分を 無効にするその活動は国内
外の美術館・映画館で発表されている。映画
「ASAHIZA 人間は、どこへ行く」がこの夏に公開予定となっている。
http://hikarufujii.com/

Vol.8 藤井光 ワークショップ＆トーク [ 校内暴力のハードコア ]
私たちの誰もが、心理的・物理的な攻撃を加え／受け、精神的な苦痛を与え／感

じた生徒ではなかったでしょうか。コミュニケーション操作系であれ身体系であ

れ学校での暴力は、幼い私たちが経験する初めての社会的な危機です。ワーク

ショップ「校内暴力のハードコア」では、私たち自身に起こった過去をどのよう

な方法で撮影・録音・演出・編集するかを考えます。私たち一人ひとりの個人的

な経験を、時代と場所を問わず未来に引き継がれる記憶へと転換させる方法を恊

働で探求していきます。

5 月 3日（土）13:00-16:00 ワークショップ《演出編》

5月 4日（日）13:00-16:00 ワークショップ  《編集編》

　　　　　　    16:30-18:00 トーク

会場 IAAES 1F ワークショップルーム　　料金 500 円

定員 ワークショップ 15名、トーク 40名

※ワークショップは、通しで参加可能。

環 ROY  TAMAKI Roy
MC ／ラッパー／トラックメイカー。宮城県
出身。主に音楽作品の制作とパフォーマンス
を行う。これまでに最新作『ラッキー』を含
む 4枚のフルアルバムを発表。国内外の様々
な音楽フェステイバルに出演。第 17 回文化庁
メディア芸術祭推薦作品『ワンダフル』(MV)
を発表。 http://www.tamakiroy.com/

Vol.7 環 ROY×蓮沼執太×U-zhaan 体育館ライブ
3 人のミュージシャンが体育館でフリーセッションを繰り広げる 1時間半。

4 月 29 日（火 / 祝）15:30-17:00 ライブ

会場 IAAES 体育館　　定員 200 名

料金 一般当日                        2,000 円   

          一般前売り・パス割 1,500 円

蓮沼執太 HASUNUMA Shuta  
1983 年東京都生まれ。 音楽作品のリリース、蓮沼執太フィル／チームを組織して国内外でのコンサート公演、コミッションワーク、映画、広告、舞台
芸術、プロデュース、他ジャンルとのコラボレーションを多数制作する。アルバムに 蓮沼執太フィル『時が奏でる｜Time plays - and so dowe.』、4枚
組 CD『CC OO｜シーシーウー』など多数。2014 年 5月よりアジアン・カルチュラル・カウンシル (ACC) の招聘でアメリカ・ニューヨークに滞在。  
www.shutahasunuma.com ｜ www.hasunumaphil.com  

U-zhaan
オニンド・チャタルジー、ザキール・フセインの両氏からインドの打楽器「タ
ブラ」を師事。2010 年に U-zhaan × rei harakami として「川越ランデヴー」
「ミスターモーニングナイト」等を自らのサイトより配信リリース。salmon 
cooks U-zhaan の名義でも同サイトより 3枚のアルバムを配信。その他
yanokami、UA、HIFANA、小室哲哉など数多くのアーティストの作品にも
参加している。 
ttp://u-zhaan.com/

珍しいキノコ舞踊団 　Strange Kinoko Dance Company
東京を中心に国内外で活動を続けるダンスカンパニー。さまざまな空間で立ち上がる
ダンスを観客とともに体験し、それぞれの場所、それぞれの身体がもっているダンス
を探り、楽しむことを主題としている。これまで全世界 24 都
市で作品を発表してきており、代表作『3mmくらいズレてる
部屋』は、シドニー・オペラハウスでも上演された。主な受賞
歴は「舞踊批評家協会新人賞」「日本インターネット演劇大賞」
「日本ダンスフォーラム大賞」など。また作品制作以外に、映画、
テレビ、CMなどの振付も精力的に行っている。
http://www.strangekinoko.com/

Vol.9 珍しいキノコ舞踊団ワークショップ  [ カラダと遊ぶ！ダンスの状態で楽しむ！ ]
自分のカラダと楽しく遊ぶ時間です。

生活に「ダンスの状態」を取り入れて、楽しい気分の毎日が過ごせるように、いろいろな運動、ゲーム、ダンスを提案します。経験不

問、スッキリサッパリしたい方、ぜひご参加ください。

5/5（月 / 祝） 14:00-15:30 WS

　　　　　　16:00-16:20 ショーイング 

5/6（火 / 祝） 14:00-15:30 WS

　     　　　　16:00-16:20 ショーイング

会場 IAAES 1F 体育館

※ショーイングの会場は当日発表

料金 500 円

定員 ワークショップ 50名 ©YOHTA KATAOKA
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辺口芳典　 HENGUCHI Yoshinori
詩人、「黒目画廊」主宰。2000 年、Wasteland 誌にて
文筆活動を開始。
大竹伸朗をはじめとする他分野の芸術家に才能を認め
られ、2006 年にはキヤノン写真新世紀優秀賞を受賞、
写真家としてのキャリアをスタートさせる。
2011 年にド イツ、デュッセルドルフのゲスト・アーティ ストに選ばれ
「ANTI FOTO」展に参加。 2014 年、Chin Music Press （シアトル）から詩集
「Lizard Telepathy,Fox Telepathy」が出版される。
 http://kuromegarou.jp/

Vol.10 辺口芳典 ワークショップ [ ヒップホップな作文の時間 ]
楽器やターンテーブルやレコードがなくてもヒップホップは始まります。

ペンと紙と本と体ひとつあれば準備オッケ。サンプリング、ミックス、コラージュ、JOY OF LIFE。

そんなヒップホップな作文のワークショップ。

5 月 10 日（土）13:00-16:00 ワークショップ

会場 IAAES 1F ワークショップルーム

料金 500 円

定員 ワークショップ 15名

友枝望　TOMOEDA Nozomi
1977 年大阪生まれ、現在広島在住。 
広島市立大学大学院芸術学研究科博士後期課程単位取
得修了の後、ハンブルグ美術大学彫刻科及び、時間ベー
スメディア科に在学。最近の主な展覧会に「CLUSTER」
（江之子島文化芸術創造センター、大阪）「More Less」（ハ
ンブルグ、2013）「Entschuldigen Sie, dass ich Sie 
während der Arbeit störe.」（ベルリン、2011)「DOCKVILLE KUNST 2010」（ハ
ンブルグ、2010）など。
http://www.nozomitomoeda.net/

Vol.1 友枝望  [ CLUSTER  -study tool at S.E.S.-  ]
3 月 21 日（金 / 祝）-4 月 13 日（日）

9:30-17:00                     会場 IAAES 2F

After school プログラム

《クラスター  ー里見小学校の勉強道具ー 》

「NAKAZAKI Tohru HOMEROOM」の一環として、中崎透が企画するアーティスト・イン・レジデンスプログラムです。

会期を前半後半の二期に分けて、それぞれのアーティストが約 2週間の滞在制作と、約 3週間の展覧会を開催します。

松本美枝子  Matsumoto Mieko
写真家。1974 年茨城県生まれ。1998 年実践女子大学文学部美学美術史学科卒業。
生と死、日常、物語をテーマに、写真と文による作品を発表。
第 15 回写真ひとつぼ展（2000）、第 6回新風舎・平間至写
真賞大賞受賞（2004）など。個展「クリテリオム 68　松本
美枝子」（水戸芸術館、2006）、「手で創る 森英恵と若いアー
ティストたち」（森英恵ファッション文化財団、2009）、個
展「そのやり方なら、知っている。」（adanda、2013）など。
写真ワークショップも多数開催。
主な書籍に、写真詩集「生きる」（共著・谷川俊太郎、ナナ
ロク社、2008）や、写真集「生あたたかい言葉で」（新風舎、
2005）など。清里フォトアートミュージアム（山梨県）に
作品収蔵。  http://www.miekomatsumoto.com/

Vol.2  松本美枝子 [ スライド  ]
4 月 19 日（土）-　5月 11 日（日）

9:30-17:00　　　　会場 IAAES 2F

 © MATSUMOTO Mieko

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
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会場へのアクセス
IAAES　（ Ichihara Art/Athlete Etc. School ）/ 旧里見小学校
千葉県市原市徳氏 541-1

小湊鉄道　飯給（いたぶ）駅から徒歩約 20 分
市原鶴舞バスターミナル／市原鶴舞 IC より車で 10 分

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

■ 市原市域地図

■ IAAES（旧里見小）周辺図

芸術祭について、アクセス詳細については公式ウェブサイトをご覧ください。
http:.//www.ichihara-artmix.jp
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中房総国際芸術祭「いちはらアート×ミックス」

■会期：2014 年 3月 21 日（金 /祝）-5 月 11 日（日）

　　　9:30-17:00（会期中無休）

■料金（作品鑑賞パスポート [ 交通パスポート付き ]

一般　3,800 円／高校生以上の学生 3,300 円／中学生 1,000 円／小学生    500 円／小学生未満無料

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／芸術祭概要


