
主催：南木曽町地域おこし協力隊　
協力：Artist In Residence Yamanashi [AIRY]

【参加アーティスト】

【レジデンス場所】　南木曽町内にホームステイ
【制作場所】　旧妻籠小学校

n a i r南木曾で A I R とアートフェスを
やってみたかったからやってみた。
南木曽アーティスト・イン・レジデンス 
2015年9月1日(火)ー 21日(月) 入場無料

９月５日（土）　オープニングパーティ　
 時間：１６：００～１９：００
 場所：ミンツク
９月６日（日）　ワークショップ「浮世絵になろう！」
 講師：石黒扶美代（名古屋女子大学　助手）
 参加アーティスト： Anna Gonzalez Noguchi　伊藤恵理　添野郁　宮内理
 時間：１３：００～１７：００
 場所：旧妻籠小学校～馬籠峠　雨天時：旧妻籠小学校～妻籠宿
９月１２日（土）　ワークショップ「未確認生物UMAをつくろう！」
 講師： Anna Gonzalez Noguchi　伊藤恵理　添野郁　宮内理
   池田昌広　平林亜沙美（フォトグラファー）
 時間：１３：００～１７：００
 場所：旧妻籠小学校グラウンド
９月１４日（月）～１８日（金）　オープンスタジオ
 時間：１０：００～１７：００
 場所：旧妻籠小学校
日程未定のワークショップ「和紙を使って、流れる風と空気を感じよう！」
 講師：武蔵野大学教育学部造形研究室＋ゼミ学生
   信州大学教育学部彫塑研究室＋ゼミ学生
 時間：１３:００～１６：００
 場所：旧妻籠小学校
 ※日程はホームページにてご確認ください。http://n-air.weebly.com/

９月２０日（日）・２１日（月）　展覧会　
  時間：１０：００～１７：００　　場所：旧妻籠小学校
 ９月２1日（月）　アーティスト・トーク
  ファシリテーター：北川直緒（木曽路美術館　学芸員）
  参加アーティスト： Anna Gonzalez Noguchi　伊藤恵理　添野郁　宮内理
  時間：１3：００～１5：００
  場所：旧妻籠小学校
 ９月２１日（月）　クロージング・パーティ
  時間：１６：００～１８：００
  場所：旧妻籠小学校

【イベントスケジュール】

Anna Gonzalez Noguchi
（アンナ・ゴンザレス・野口）
作品分野：彫刻、インスタレーション、ビデオ、写真
１９９２年　イギリス生まれ

伊藤 恵理
（いとう えり）
作品分野：金属、彫刻
１９８２年　東京都生まれ

添野 郁
（そえの かおる）
作品分野：平面絵画
１９８４年　栃木県生まれ

宮内 理
（みやうち あや）
作品分野：インスタレーション、コラージュ
１９８２年  埼玉県生まれ

写真：MasaHiro IKEDA



南木曽アーティスト・イン・レジデンス　2015年9月1日(火)ー21日(月) 入場無料
参加アーティスト プロフィール

「南木曽アーティスト・イン・レジデンス」へのアクセス・お問い合せ
【主な開催場所・住所】
旧妻籠小学校 長野県木曽郡南木曽町吾妻５９９
ミンツク  長野県木曽郡南木曽町読書３５２１-４

Anna Gonzalez Noguchi （アンナ・ゴンザレス・野口）
作品分野：彫刻、インスタレーション、ビデオ、写真
1992年 イギリス生まれ
BA Fine art sculpture at Univers i ty of Br ighton
Central Saint Mart ins - Foundat ion Course in Art and Design
2015年 SPVI#2 - Turner Gal lery, Tokyo
2015年 Red - Old Ice Factory,  Fuj iyoshida, Japan
2014年 East Sussex Open - Towner Gal lery, Eastbourne

Developing relationships between place, people and objects is what I aim to do in 
my art practice.
I focus on the more distant relationship I have with Japan through my grandmother. 
I draw influences from Japanese culture and express the dynamic of my relationship 
with it, through video, sculpture and site-specific work.
The other half  of my pract ice plays with creat ing relat ionships between two 
components ;  one  ob jec t  o r  mater i a l  w i l l  d i c ta te  the  fo rm o f  ano ther .  The  
relationships become linked and a non-verbal language communicates new meaning.
While both facets are explored individually the crucial elements are the points of 
intersection.
　場所と人、物との関係性を構築していくことが、私のアート制作の目的である。
最も遠い距離である日本と自分との関係を、私の祖母を通して焦点を当てたいと思う。日本文
化、そしてそれを表現する、例えばビデオ、彫刻や、ある場所での作品などを通したダイナ
ミックな技法から得たものを私は描いている。
　残り半分のアート作品は、次の二つものの関係性を作り出すことである。ある対象物や材料
が、他の何かの形を要求する。つまり、その関係性とはリンクされるもので、言葉の力を借り
ずとも伝わり新たな意味を持たせるものである。
　おのおのの側面が見つけ出されると、何か決定的な要素がそれらの重要な鍵となってくる。

2006年 都留文科大学文学部初等教育学科卒業
2008年 東京藝術大学美術研究科修士課程修了
2012年 「a view」（個展）/ TEZUKAYAMA GALLERY（大阪）
 「添野郁 洋画展」（個展）/ 松坂屋名古屋店
2013年 「Kaoru Soeno」（個展）/ Sabina Lee Gal lery（ロサンゼルス）
 「アチラコチラ」（個展）/ JILL D' ART GALLERY（名古屋）
2014年 「モダンアート×インテリア in REAL Style」（グループ展）／REAL Style（名古屋）

　私にとって作品制作は、身近に感じているものを再度捉え直す機会を得ることが目的のひ
とつになっている。同じ物事でも視点を変える事で捉え方が変わる。そんな体験を、作品を通
して感じていただけると嬉しい。
　2008年より都心部の雑踏をモチーフとしたモノクローム作品を中心に絵画を制作し続け
ている。当初はモノクロームに限定していたが、現在では部分的に色味や箔を使用している。
このモチーフを用い続けてきた理由として、自分自身の生活を取り巻く環境を客観視し把握
することと、その時々の“今”を記録したいという２つの側面がある。“今”は止まる事無く過ぎ
ていくけれど、制作を通して反芻し、理解を深めることが可能となる。これらは今後も制作を
続けていく中で追っていきたい課題である。
　今回このレジデンスにおいては、普段私の生活している地域と南木曽町双方の要素をミッ
クスした空間を作りたいと考えている。同時代であっても、場所や地域によってそれぞれ異な
る生活が同時進行していることは当たり前のことだが、改めてそれら異なる地点を同時に、あ
るいは全く新しい別の空間としてご覧頂ければと思う。

添野　郁 （そえの　かおる）
作品分野：平面絵画
1984年 栃木県生まれ

2006年 多摩美術大学工芸学科金属専攻卒業
2008年 東京藝術大学美術研究科修士過程修了
2007年 「金属で何ができるか？」（グループ展）ギャラリー　ル・デコ（東京）
2012年 「植物と金属で」（二人展）焼き菓子「モイスェン」（東京）
2014年 「木曽の手仕事市」出展　木曽町

　自分の意思とは別に働きかけてくる力を丁寧にすくい取って、形にすることをテーマに制
作をしていきたいと考えます。見えないものを形にする。鑑賞者に見ること、感じることを改
めて丁寧に問いかけてほしいと考えます。それはあらゆることにつながり日常の裏側にある
世界をも感じさせ、もう一つの日常を楽しくしてくれると思うからです。私たちの心の中にも
頭の中にも、もっと広い世界にも通じることです。それは私の芸術観ともいえます。
　私が大学時代に出会い、以降作品の中心となっている金属という可変性に優れ、豊かな表情
を持つ素材を使いながら、様々なマテリアルを結びつけて創作します。そしてこの土地と向き
合いながら、無意識から掘り起こした何かを制作につなげていきます。
　東京から移住してきた私にとっての「新しい町」、長く南木曽町で暮らしてきた人にとって
の「いつもの町」、さらに日本人として感じる「原風景のある町」、たくさんの層が重なりフィ
ルターをかけて見ている「無意識に埋没してしまった町」、「南木曽町」であることの何かを知
ることは、 世界を捉えようとする行為でもあります。いつでも知ろうとする好奇心を持って
いること、この場を通して私の南木曽町への好奇心を形にし、みなさんの元へ一つのアクショ
ンとして残ればと思っています。

伊藤　恵理 （いとう　えり）
作品分野：金属、彫刻
1982年 東京都生まれ

2006年 多摩美術大学 絵画学科 油画専攻卒業
2008年 多摩美術大学大学院 美術研究科修了
2008年 埼玉県こども動物自然公園 中央ステージ壁画制作及びメインロゴマーク作成
2009年 「えっぽい」(3人展)／トキ アート スペース (青山)
2010年 「Emotional Coffee」(個展)／クラインブルー (神保町)

　「作品をつくる意味」なるものを追求すると、なぜ生きているのか、と同じくらい壮大なス
ケールの話になっていきます。それは「好き」という気持ちを超え、苦しさやふがいなさと同
時に生まれる楽しさや喜びなど、生きている”心地”がそこに集約されているからかもしれま
せん。暫く制作と向き合えずにいた私ですが、今素直に「作ることはこんなにドキドキするん
だ」と新たな発見をしています。
　初めて南木曽を訪れ旧妻籠小学校を見た日、懐かしさを感じました。それが単に小学校とい
う場所だからなのか、南木曽の豊かな自然のせいか、古めかしい建物の力なのか。その不思議
なノスタルジーの中で思い出した幼い頃の記憶、たとえば工作の粘土をこねた手触りや鉛筆
を机に転がす音だったり、チューインガムの包み紙で折った折り鶴、あやとりやおはじき、植
物の実を絞っては洋服に紫色のシミを作ったこと。シロツメクサで冠を作り、父と野原のイナ
ゴを捕まえ、ホオズキの実で風船を作ったこと。1982年に生まれた私は、ファミコンよりもそ
んな遊びをして育ちました。そして「アートとはなんぞや？」そんな問いかけよりも大切なも
のに気付かされます。今回、南木曽で取り組む作品には私的ノスタルジーが詰まっています。
　都会で毎日大人らしく振る舞っているうちに、大人のようになってしまった。先日「大人な
んだから」と自分で話しながら、頭のもう一方で「そうか、わたし大人だった」とふと気がつい
た。その矛盾についても度々考えたりしています。

宮内　理 （みやうち　あや）
作品分野：インスタレーション、コラージュ
1982年 埼玉県生まれ

【南木曽町までのアクセス】
東京から　
　電車
　 東京駅～名古屋駅（東海道新幹線　約２時間）
　 名古屋駅～南木曽駅（中央西線特急　約１時間）
　 新宿駅～塩尻駅（中央東線特急　約３時間）
　 塩尻駅～南木曽駅（中央西線特急　約１時間）
　車
　 東京～塩尻IC（中央自動車道　約３時間）
　 塩尻IC～南木曽（国道１９号　約２時間）

名古屋から
　電車
　 名古屋駅から南木曽駅（中央西線特急　約１時間）
　車
　 名古屋～中津川IC（中央自動車道　約５０分）
　 中津川IC～南木曽（国道１９号　約３０分）

※旧妻籠小学校に行くには、第２有料駐車場に車を置いてください。
　南木曽町民は無料ですが、町外の方には200円をお支払いいただいています。

【お問い合せ】
南木曽町地域おこし協力隊NAIR事務局　　
住所：〒399-5301　長野県木曽郡南木曽町読書3521-4（ミンツク内）
電話：050-2006-2411　　**IP：**94-2411　　
email：nagiso.air@gmail .com
※詳しくはホームページにてご確認いただくか、「南木曽地域おこし協力
隊」Facebookページにてご確認ください。

n a i r南木曾で A I R とアートフェスを
やってみたかったからやってみた。
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NAIRホームページ http://n-air.weebly.com/


