
アクセル・テップファー ＋
ダニエル・ノイマン＋藤井達矢

てん・てんプロムナード

友金アパート  ●10:00～17:00 ●阪急・JR宝塚駅より徒歩約6分

●阪急・JR宝塚駅より徒歩約12分
●阪急宝塚南口駅より徒歩約3分

旅と散歩と遊びとデ
ザインをミックスし
た物づくり。デジタル
と手仕事の幸せな関係。
そんな感じでやって
います。私たちのイロ
イロがアパートの一
室で遊んでいます。
206号室へどうぞ。

江戸の遊行僧木喰は
全国を巡り、隣の猪名
川にも仏像26体を遺す。

「地域アート」の姿を
も重ねる藤井の研究と、
写真を媒介に哲学的
視点で分析するアク
セル。そこにダニエル
の音響が重なる。

（協力：猪名川木喰会）

私たち「スペース605」は、普段は各自平面や立体作品を制作、発表
している作家ですが、てんてんでは3人でここでしか出来ないこと
をやりたいと思っています。不思議な部屋に是非いらしてください。

「CATBOX万華鏡」

「木喰さんプロジェクト」

アパートの一室は美術展
の中にあって美術を考え
るオルタナティブスペー
スになります。二人の作
品やコレクションが混在
する実験室、またトーク
フリーなおしゃべり空
間として。

ガーデンフィールズの池跡の作
品と対をなす。ブルーを基調にし
た素材で屋上にある突起物を覆
い立体作品に変換する。現在は自
分でゼロから造り込むより、既存
の物を利用して違った風景を創
り出すことに興味がある。

「あおだけ」
滑川 みさ

ピンクの薔薇をモチーフにした絵
画を描き続ける架空の画家のアト
リエをイメージしたインスタレー
ションです。ピンクの薔薇の花言葉
は「感謝・暖かい心」。優しさに溢れ
た画家の一室をご覧ください。

「薔薇のアトリエ」
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加藤 美奈

各地で起こる災害や尊い命が
奪われる事件に心が痛みます。
自分にできることは何なのか
を考える中で、当たり前の日常
に感謝し、立ち止まりながらも、
やはり絵を描きたいと思います。

「hommage」
大山 絵美

個人協賛：日隈孝安

無農薬野菜を使ったカレーが自慢（友金アパート1F）
インド料理 チャルテチャルテ

ステンドグラス工房&ガラスショップ（日・月曜日定休）
グラススタジオ Ｇ３

毎月、宝塚から文化情報を発信
タウン誌 ウィズたからづか

＜協賛＞私たちは宝塚現代美術 て  ん ・ て  ん を応援します。

モリン児×Sasamaru (笹埜能史)
「MOSA Lab cafe」

,

友金アパートは、いろ
いろな「想い」が、いた
るところに混在して
いる。住居跡に存在す
る「想い」に、私の作品
＝「私の想い」を重ね、
それを見た人の「想い」
がさらにアパートの
中で混在して行く。
そんな「想い」のルー
プを感じてもらいたい。

キナ臭い毎日。 心が
スザンでいきそうで。
そういう時は心をと
きはなしてみたくな
ります。ゆらり・ふわ
りって。そんな「想い」
のループを感じても
らいたい。

常見 可奈子

「いる！？」
陶のオブジェを中心にものづくりを
続けています。

「京都の秋の夕暮れは」
友金アパートの一室で作品を展
示する事になった。若い頃、熊本
から出てきて、京都に住んだ下
宿部屋を思い出した。「京都の秋
の夕暮れはコートなしでは寒い
くらいで・・。そんな懐かしい部屋
にできたらいいな、と思うんだ
けど。

阪井 ゆく
「いつも - そしてどこへ」

「ゆらり・ふわり」

「３人寄れば揺れるへや」

私はいつも遅めに起床
し まずコーヒーを淹れ
る。 朝食をとりながら
新聞に目を通し切り取
り 雑務をしつつ閃きを
かき留めながら今日は
どこへ行こうかと考え
る。 明日はどこへ行く
のか そしてどこへ向か
うのか... . . .。

伊佐地 恵子

「まなぶ」がテーマの壁面作
品です。「ま」は自然から・・・唇。
な」は幾何学・経済数値か
ら・・・正四面体、日経平均値。

「ぶ」は文字から・・・ひらがな、
漢字、ハングル、アルファベ
ット。

木は命をもった素材で
す。長い年月を生きてき
た木と対話しながらの
み鑿をふる揮っていま
す。目に見えない大き
な力に導かれながら作
品制作を続けています。

池田 丈一  「ふれあいの記号2014 -ま」浅尾 水香子
光とかげ（闇や自然
の力）の世界の奥に
ある、見えない世界
のエネルギーを重
層的に表現したい。

雅 あかまろう  「謎」
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スペース６０５
（小泉桂子・中村昌子・遊上陽子）

小林くみこ

●宝塚市湯本町1-39  ☎0797-81-9255 ●10：00～17：00

11

坂井ユウジロー
橋本 あやめ+橋本 修一

ギャラリー 来迎

昭和のアパートにアートが

主催／宝塚アートプロジェクト 
協力／公益財団法人宝塚市文化財団、特定非営利法人シニアパワーを活かす会
　　　宝塚市立美座小学校、宝塚市立小浜小学校、雲雀丘学園中高校美術部
後援／宝塚市　宝塚市教育委員会　
助成／宝塚市きずなづくり推進事業、

第6回

www.takarazuka-art-tenten.com
www.facebook.com/arttenten

201711／3 12
11／7  火 まで宝塚文化創造館は

▼

”宝塚現代美術てん・てん”は、宝塚に
ゆかりのある、また阪神間で活躍中の
現代美術作家による展覧会です。
街で気軽にアートに触れ、親近感を持っ
ていただける機会をと考えています。
文化創造館、”てん・てんプロムナード”
に加え、今年は宝塚ガーデンフィールズ
跡地でも展示を行います。

展示期間と時間は会場によって異なります。
※詳しくは中面をご覧ください。

20
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＜最終日15：00まで＞

お問合せ／宝塚アートプロジェクト

オープニングパフォーマンス15:30～18:00

講演会 & オープニングパフォーマンス

宝塚あおぞらげきじょう

（宝塚現代美術てん・てん実行委員会）　E-mail: info@takarazuka-art-tenten.com Tel: 080-1437-3811
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日金・祝

11／3
金・祝

11／11
土

至大阪

ギャラリー来迎

至三田

JR宝塚線

阪急宝塚線

阪急今津線

国道176

阪急ソリオ

若水

ホテル
エレガンス

ワシントンホテル

宝塚ホテル サンビオラ1番館

宝塚大橋

至西宮北口

宝来橋

JR宝塚駅

阪急宝塚駅

清荒神駅

★阪急宝塚駅→宝塚南口
　徒歩約15分

★宝塚南口→宝塚文化創造館
　徒歩約10分

てん・てんプロムナード
武庫川

グラススタジオG3

宝塚大劇場
バウホール

花のみち・
さくら橋公園

花のみち

宝塚文化創造館
宝塚ガーデンフィールズ跡地

ナチュールスパ
宝塚

P
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宝
塚
南
口
駅

→

宝塚市立国際・文化センター（３F）

A

宝塚現代美術てんてん実行委員会
”宝塚アートプロジェクト”の（TAP）のシンボルマークには
宝塚市内のアート会場を線で結ぶ意味があります。

●JR西日本／大阪駅から宝塚線。
●阪急電鉄／梅田駅から宝塚線。
　または、神戸線（西宮北口乗換）今津線。

大阪←→宝塚間の交通機関

友金アパート

場所：宝塚文化創造館　当日受付参加費無料
トークショー13:00～15:00

場所：宝塚ガーデンフィールズ跡地

ドイツ対外文化交流研究所

※詳細は中面で

太陽の光を使って写真アートにチャレンジ

指導：古山コスミ 場所：花のみち・さくら橋公園

手塚治虫
記念館

会場

宝塚ガーデンフィールズ 

宝塚文化創造館

友金アパート + ギャラリー来迎
てんてんプロムナード

この敷地には2020年春に
新しい文化施設と
庭園がオープンする予定です。

昭和10年築。　
昭和12年から平成10年まで、宝塚歌劇団の
多くの生徒が学んだ音楽学校の旧校舎。

昭和の香りが残る3階建てのアパート。
今年も展示会場として使用。

「ギャラリー来迎」でも展示。

A

B

C. D

C

D

跡地

10:00～12:30

入場無料

、

生※作品写真はイメージです。実際の展示作品を紹介するものではありません。
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なんとなく眺めていてな
んとなく心に飛び込んで
くる風景が好きです.。

岸川 のぞむ　
「眺め」

下見に来た時、藤棚に差し込む光が
綺麗だと思いました。何か降りて来
るような錯覚がありました。絡まる
蔦から、光を感じさせる作品を垂ら
したいと思います。

升田 学
「ツツゆらら」

古い土蔵の奥から最近発見された
飛行を目的に作られたであろう古
びた飛行機のような造形物で、収納
箱に墨書きされていたのが「参八式
境界探査機　参号」という言葉であ
った。

栩山 孝
「参八式境界探査機 参号」

母なる大地のしらべ。

私たちは、大きな生命の輪の中
をまわっている。

谷森ゆかり
「Mother Earth」

針金を使ってクラインの壺を表現
しています。出来上がった造形が宇
宙空間のブラックホールをイメー
ジしていて針金の線がその空間の
座標を表しているように思えて、作
品の総称を『宇宙の座標軸』と名付
けました。

熊谷 信夫(nisai)　
「宇宙の座標軸」
（The coordinates of the universe)

中辻 悦子

がちゃがちゃ　どんどん。い
ろんな「てん」が集まって、大き
な大きな「がちゃがちゃ　ど
んどん」をつくっていこう！

藤井人史
「がちゃがちゃ どんどん」

2000年頃からひらがなを使
った創作をしています。日本
人である私のアイデンティ
ティが、ここにあると考えた
からです。最近は、主にひら
がなの動詞を造形しています。

池田 丈一  「ふれあいの記号2016 -かんがえる」

友金アパートの屋上作
品と対をなす。水のない
池底に赤を基調にして
平面作品を制作。池の底
という区切られた地面
そのものを作品にしたい。

滑川 みさ　
「あかたいら」

京都での挙式を終え、
宝塚にて結婚披露の
ウタゲを開催♪
ケロ組トップスター
も登場で賑やか楽し
い公演です♪

佐藤 浩二郎　
「宝塚ケロ組公演 『Wedding party♪～ムスビノウタゲ～』」

荒木田 義人　
「透明なぬけがら」

かつてたくさんの人でに
ぎわった場所が姿を変え
るその前に美術によって
その場所に一瞬光が当た
る。その時間を迎える、観
にきて下さる人たちを迎
える「のぼり」を展示しよ
うと思います。

宝塚と言えば歌劇団の気品と優雅さ
華やかさそれと近くに手塚治虫館が
あり一流の文化の地で今回初めて参
加させて頂きました。全力で喜びを
表現出来ればと思っています。

小泉 光子　　「こんにちは」

ストライプの仕事を最近
始めています。全てはスト
ライプで置き換えられる
と思ってみると、何もかも
がストライプに見えてき
ます。世界は全てがストラ
イプで構成されている。そ
う考えてみると改めて新
しいことをする必要もな
く何をやっても自然にス
トライプになってくるか
ら面白い。

松原三郎
「ストライプ」

過去にも賑やかで緑多
き旧ガーデンフィール
ズが、未来もまた人々
の記憶に残る場になる
ことを願って過去の記
憶にとどめた物たちを
使って表現したいと思
います。

窪田 順  　「未来への記憶」

あの日、私は、そこにいた。
美しいと感じ、温かいと思う。
悲しと感じ、懐かしと思う。
そう思った自分は、確かに、
存在した。

「その時」と、同じ濃度では
ないけれど、確かに存在し
たーそれが記憶。

旧宝塚ファミリーランド跡地から受けるインスピレーションによって
中高生たちがどんな作品を展開するか？是非、ご期待ください。

古山 コスミ　　「記憶」

結束線を繋ぎ空間に
形を描きます。動物た
ちの姿を借りた微か
な影は、ともすると風
景の中に溶け込んで
しまいます。それでも、
風を孕んで生きてい
ます。「どうか私の存
在を見つけてくださ
い」と。

沖縄のことを私達は知
らなさすぎます。「米軍
基地」「経済格差」は劣悪
な状況におかれています。
あまりにも不公平です。
本土のマスコミは敢え
て口をつぐんでいます。
マスコミも強い者に忖
度しています。

私は、絵画をとおして何
かを伝えるのではなく、
絵画が存在することを
とおして、空間をより豊
かなものにすること、観
る人の感覚に寄り添う
ことを望んでいます。
絵画の存在を 空間をと
おして感じていただけ
れば 嬉しく思います。

タケモリチエコ　
「ココニイル」

ダンサー。東京出身、京都在
住。４才でバレエをはじめ、
ダンス、身体表現、舞台づく
り全般を国内外で学ぶ。自
身の舞踊言語で、パフォー
マンスやインスタレーショ
ンを取り入れたダンス作品
を創っている。関心は現代
社会と個人の存在。一個の
身体の尊厳を踊る。

酒井エル　

中学3年間和太鼓を経験し、高校から
ドラムを始める。 現在は主に、作曲家 
吉田靖のサポートドラマーとして活動中。
その他、複数のライブやレコーディング
にも参加。3年前にハピドラムの音色に
魅了され、京都を中心に即興演奏の活動
を開始。

竹中洋平

種中和義　

紅葉した木々に凸凹した布が風
に吹かれゆらゆらとそれぞれ違
った面をお楽しみ下さい。

大塚 卓　
「白い凸凹布」

ちょうど良い木がたくさ
んあったので、前から一度
してみたかったことをし
ます。「チマチマ」したこと
ですが、どうぞご覧下さい。

グレーチングは　溝のフ
タで硬い　ミミズは　溝
の底にいる　グニャグニ
ャでやらかい　どちらも
溝が住みかです。

水垣 尚
岡本 和喜  

「サ・ク・ラ ジェンヌ」

今回は屋外展示ということで風や光
などの自然の力が影響してきます。
きらめく水面におだやかに浮いてい
る日もあれば転覆する日もあるかも
しれませんがゆらめく水路に色んな
浮島を浮かべてみます。

谷中 亜紀
「浮島」

広々とした野外の空気
を思いっきり味わいな
がら存在の確かさを見
つめたい　

中束 範子　
「無題」

昨年に引き続き、今回も野
外で展示をしています。か
つて、子供たちと楽しく散
歩した宝塚の小道を、今度
は恩返しのつもりで目で遊
べる異空間に創作します。

ふわふわで空に浮きウキ、気持ち
ウキウキ、なんかわからん不思議
を楽しんでね

春成 こみち

松井コーヘー

仲清人
「た・からづ・か」

どうなるの、このガーデ
ンフィールズ跡地。市民
や近辺住民中心の憩え、
趣味を生かせる庭園付
き利用施設？
それとも、世界に発信し、
世界中の人たちが訪れ、宝
塚市民が誇りに思う場！？

景色を、「なぞる」という行為により、
まったく違う景色になれば面白い
なと考えています。
また、この地に遊園地があったこと
から、幼い頃の記憶を「なぞる」、追
体験するという意味もあります。

岡野 ひろみ
「景色をなぞる-2017」

自然への畏敬の念や自然のパワー、
宇宙のエネルギーを感じて、力いっ
ぱい吸収したものを、私というフィ
ルターを通して作品にしています。
それはまるで、遠い昔神々と交信し、
それを民に伝えたシャーマンのよ
うに。

ワダ コウゾウ
「グレーチングとミミズ」

「葉っぱの花」

雲雀丘学園中高校美術部 & 荒木田義人

白石卓也 　　「肝苦さ」

柴田知佳子
「Dawn 仮」

私はガーデンフィール
ズ跡地に取り残されて
いた一つの欄干とその
周りの空間や借景にあ
る建物群に魅了されま
した。私の作品がこの空
間の持つ力にどこまで
押し迫っているかを感
じ取って頂きたいと思
っています。

緑色の葉っぱをピンク
色に染めます。

樋口 尚　

トークショー＆
オープニングパフォーマンス

トークショー

11/3
（金・祝）

11/6
（月）

13：00～15：00

15：30～18：00

場所：宝塚文化創造館　当日受付 （参加費無料）
テーマ「アート力と地域力」
アートプロジェクトの実際に学び、宝塚のアート未来像を
展望します。

●ゲスト   田口幹也（城崎国際アートセンター館長）
●聴き手  坂上義太郎（元伊丹市立美術館館長。ＢＢプラザ美術館顧問）

場所：宝塚ガーデンフィールズ跡地

大西昇子

土師清治
「支える」

重力を考えていて、置く、
と支える、ということを
考えた作品を展示する
つもりです。広く展開で
きたらいいなと思って
います。

大野良平
「記憶のかけら」

さら地となったこの場にはガラス
張りの立派な植物園（温室）があり
ました。さあ「記憶のかけら」を拾
い集めましょう！きっと未来が見
えるはず。
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「がちゃがちゃどんどん」
アート×子ども

元永定正の絵本をテーマに
「音」と「造形」を考え取り組んだ子どものアートです。
(指導・内藤久美子、浦西尚子、協力・中辻悦子、笹埜能史)

●宝塚市立美座小学校・小浜小学校 ●展示　宝塚文化創造館

11時頃からパフォーマンス
(美座小学校児童)
花のみち・さくら橋公園

平面、立体、空間を使った作品を制作してい
ます。
２次元と３次元の世界を行ったり来たりし
ていますが今回は子どもたちが元永定正の
絵本「がちゃがちゃどんどん」をテーマに音
を取り込んだ作品に挑戦しますので私も仲
間入りをして少し柔軟な発想に刺激を受け
たいと思います。

このガーデンの光の中
でどうなるかわからへ
んです。そして、そのこと
がたのしみです。
てんてん.　今。

山下 克彦　

中村昌子
「wire beads breeze」

自然の中に溶け込んだ 見つけた
人にだけ出逢える そんな作品に
してみたいです

＋堀尾 貞治

24
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雨というと皆さんどのよ
うなイメージを持ちます
か、あまりいいイメージ
は持たれないでしょう、
でもこのアート傘と一緒
に雨の中を歩いたら楽し
いかもしれません、雨の
中アート傘と一緒に散歩
しましょう。

畠山 忠美　
「アート傘」

23

去年の作品、小野ひまわりの丘公園

パフォーマンス 宝塚文化創造館

▼

藤棚
水路

車
道

車道

花のみち・
さくら橋公園

●ゲスト

宝塚ガーデンフィールズ跡地

宝塚ガーデンフィールズ跡地 ●10:00～16:00
●阪急宝塚南口駅より徒歩約10分
●阪急宝塚駅より徒歩約15分
（阪急清荒神駅より徒歩約8分）この敷地には2020年春に新しい文化施設と庭園がオープンする予定です。

宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）

●10:00～17:00 （最終日は15：00まで）11月3日（金・祝）～7日（火）

●阪急宝塚南口駅より徒歩約10分
●阪急宝塚駅より徒歩約15分

（阪急清荒神駅より徒歩約8分）

篠崎 裕子
「畏敬」

立

手塚治虫記念館

「ウキウキ星人」

A

B

、

photo: Kazuo Yamashita

※作品の展示場所は都合により当日変わる場合があります。 ※作品写真はイメージです。実際の展示作品を紹介するものではありません。

中高生が「宝塚てんてん」に挑戦！！
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