
大島 ＋ 新島

大島全会場オープン期間

9/3 [土] ～18 [日]
旧波浮小学校 [メイン会場・受付]
10:00～18:00　初日のみ 14:00～
旧甚ノ丸邸　9:00～16:00　他

新島会場　新島キンデー宅釜ヤカタ・豚舎・石蔵

9/1 [木] ～16 [金]
新島住民センター　8/19～9/6　他

入場無料

その他の会場と開催期間は、
裏面イベント情報をご確認下さい。

主催
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会

助成
公益財団法人朝日新聞文化財団

www.art-islands-tokyo.com

東 京 の 島 々 を 結 ぶ ア ー ト 航 路 を 探 そ う

国際現代美術展

霧の中に写ろう島影は目的地なのか

　　　　かざすべき花を探す旅に出よう

　　　　かざすべき場所も探すのだ

霧の中に写ろう島影は目的地なのか

　　　　かざすべき花はもうすぐ見つかる

潮風に乗って、微かな花の香りがやって来る

霧の中に写ろう島影は目的地なのか

かざすべき花探しの航路へ
た び

アートアイランズTOKYO 2016
「腐れる」 バル・スミス  波浮小学校校庭  ART ISLANDS TOKYO 2015
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www.art-islands-tokyo.com

【共 催】 アートアイランズ TOKYO 2016 実行委員会　NPO 波浮の港を愛する会
【後 援】 大島町　新島村　東京都大島支庁　大島町教育委員会　新島村教育委員会　大島町商工会　新島村商工会　一般社団法人大島観光協会　新島観光協会
 新島ガラス協会　七島信用組合　東京七島新聞社　波浮婦人会　在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本　ニュージーランド大使館
 駐日韓国大使館韓国文化院　台北駐日経済文化代表処

【助 成】 芸術文化振興基金　公益財団法人朝日新聞文化財団
【協 賛】（株）日本標準　東海汽船（株）　村上工業（株）　公益財団法人美育文化協会　東京造形大学校友会　東京工芸大学芸術学部映像学科映像情報研究室
 JUN 設計事務所　九段坂総合法律事務所　社会福祉法人武蔵野会大島恵の園

【協賛ギャラリー】金子勇博古館（波浮） 大島農民美術資料館（元町） 四谷三丁目ランプ坂ギャラリー（四谷） ぎゃらりー由芽（三鷹） ATELIER•K（横浜）  
 K’s Gallery（京橋） GALLERY 枝香庵（銀座） TOKI Art Space（青山） SPC GALLERY（日本橋） ギャラリー檜（京橋） ギャラリー茶房 歳時季（荻窪）
 ギャラリーｆ分の１（神田） ポラリス ジ・アートステージ（北鎌倉） ギャラリー れがろ（荻窪） ギャラリー 現（銀座） アートスぺース月光醤油（福島）
 GALLERY801（千葉長生郡） ギャラリーせいほう（銀座） アートスタジオ Dungeon（板橋） Galerie VERGER （相模原） 
 カフェ & ギャラリー香文木（鴻巣市） 一番星画廊（日本橋） 始弘画廊（南青山） GALLERY HATCH（浅草） （株）制作美術研究所（越谷市） JAPSEL（浅草）
 Gallery & Café DODO（府中） GALLERY KINGYO（千駄木） 十一月画廊（銀座） いりや画廊（入谷） GALLERY エクリュの森（三島） 
 アートスペース WHITE HEAD（元町）　KID AILACK ART HALL （明大前） 

【問い合わせ】
アートアイランズ TOKYO 2016 実行委員会
177-0035 東京都練馬区南田中 2-4-11
090.1538.5202
office@art-islands-tokyo.com

島の特徴ある環境に、一定時間だけ設置される作品は、様々な問いかけを私たちに投げかけます。
「作品を作る」、「作家と交流する」などの企画もあります。ご支援とご協力をお願いいたします。

【協賛サポート】一口3,000円　報告集と記念グッズをお送りいたします。
 [振込先金融機関]
  ゆうちょ振込口座：00170-9-664978 東京の島々を結ぶアート航路開発委員会
  七島信用組合 波浮港出張所：002 2054322 東京の島々を結ぶアート航路開発委員会 委員長 髙田芳樹

【ボランティア】随時募集中です。会場案内・運転・調理・受付・通訳・設営、出演、他

皆さまのご支援とご協力をお待ちしております

大島会場：9/3 [ 土 ] ～18 [ 日 ]　旧波浮小学校 （10:00～18:00、初日のみ 14:00～） 他

新島会場：9/1 [ 木 ] ～16 [ 金 ]　新島キンデー宅釜ヤカタ・豚舎・石蔵（日の出～日没） 

～めざめる色と形～　大島恵の園作品展
9月3日[土]～9月18日[日]
場所：喫茶「太平洋」ほか
主催：社会福祉法人武蔵野会 大島恵の園

第１回『花がすき　大島が好き・写真展』
8月13日[土]、14日[日]　10:00～21:30
場所：大島元町仲通り「旧甘晴堂」役場下交差点そば
主催：大島写真倶楽部　連絡：藤井工房へ

「大島で生まれた作品展」絵画他
9月3日[土]～9月18日[日]　10:00～18:00
場所：大島元町　藤井工房　役場横ドームハウス
主催：藤井工房（大島農民美術資料館）

　

夏ゼミ（NATSUZEMI）2016「岡田の古民家リノベーション」
8月30日[火]～9月2日[金]作業（見学可）9月3日[土]公開
場所：岡田地区
詳細は Facebook【建築学生団体 Natsuzemi】にて
主催:NATSUZEMI

美術展応援企画 X チェロによる演奏　他
日程 & 場所：美術展準備～展示期間中に会場周辺で行われます。
詳細は、Facebook やチラシをご覧ください。
主催：現代美術を応援する会

地域の文化的行事
【大島】 波布比咩命神社祭礼 7月23日[土]、24日[日]
【新島】 大踊り 8月14日[日] 若郷、15日[月] 本村
 為朝神社祭礼 9月13日[火]

2016この夏行われる文化の催し（アートアイランズTOKYOと共にお楽しみ下さい）
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8/19～9/6 08:30～17:00
8/22～9/2 10:00～17:00
8/28 19:30～
8/28
8/29～9/14 営業時間内
8/31 19:30～
9/3  14:00～
9/3  14:00～
9/4
9/6 19:30～
9/8 19:30～
9/9 19:30～
9/10
9/16
9/17 14:00～
9/18

新島住民センター 1F
各会場
元町港傍「もてな島」　
ホームページで紹介します
七島信用組合波浮港出張所
旧波浮小学校
旧波浮小学校
旧波浮小学校　14:00 集合
大島全会場
新島村商工会館
旧波浮小学校
旧波浮小学校
椿サミット公園・旧甚ノ丸邸
新島キンデー宅
旧波浮小学校　14:00 集合　
全会場

新島会場「世界の子どもたちの絵画展」 
作家の作業開始（見学できます）

美術展・作家プレゼンテーション（映像作品紹介）

新島・大島会場一部オープン
大島会場「世界の子どもたちの絵画展」　

「パフォーマンスの夕べ 1」
旧波浮小学校グランドオープン
波浮地区会場見学会（雨天実施）天候により校内のみとする

島ガール見学ツアー
美術展・作家プレゼンテーション（映像作品紹介）

「パフォーマンスの夕べ 2」
「パフォーマンスの夕べ 3」
日帰り見学ツアー　
新島会場最終日
波浮地区会場見学会（雨天実施）天候により校内のみとする

最終日

日 時 イベント 会 場

＊新島・大島でのワークショップ（映像ほか）、作家プレゼンテーション（旧波浮小学校会場）、各パフォーマンスの詳細は、HPをご覧ください。

【展示のある表現者】　 　　　
石坂 孝雄
尾形 勝義
門井 幸子
貴俵 秀行

小林 ナオコ
小宮 伸二

佐藤 淳
柴辻 健吾
曽根 光子

高草木 裕子
髙田 芳樹
竪川 可奈

辻村 ありさ
戸島 大輔
中谷 欣也

中村 岳
古川 守一
本郷 芳哉

本多 真理子
南 優

宮内 理
李 容旭 [ 韓国 ]

Denis Brun [ フランス ]

Chaong-Wen Ting [ 台湾 ]

Kelly O’Shea
[ ニュージーランド ]

Aimee　Martin
[ ニュージーランド ]

Uwe Jonas [ ドイツ ]

【多様な表現者】　　   　　　　　

細川 麻実子
k.a.n.a & Kid Ailack
瑪瑙 ルンナ [ アメリカ ]

村上 曜
【大島会場】 　　　　　　　　

  　　　   旧波浮小学校
旧甚ノ丸邸

七島信用組合波浮港出張所
椿サミット公園

観音堂
農民美術資料館

もてな島
新町亭

【新島会場】　 　　　　　　　
キンデー宅 釜ヤカタ•豚舎•石蔵

新島住民センター
新島村商工会館

各会場情報は、HP や MAP を参照下さい

波浮地区

元町地区

詳細は、www.shimagirl.com　www.tokaikisen.jp/tour/

～ アートアイランズ TOKYO 2016 現代美術展ツアー ～
島ガール国際現代美術展見学モニターツアー
9/4 [日]～5 [月]　10,000円／人
（往復ジェット船＋温泉ホテル1泊2食＋2弁当＋島内バス込み）
 9/4 07:30 竹芝客船ターミナル集合・受付開始
  08:05 東京発～09:50 大島着
 9/5 15:35 大島発～17:20 東京着

国際現代美術展日帰り見学ツアー
9/10 [土]　10,000円／人
（往復ジェット船＋島内バス＋弁当込み）
 07:30 竹芝客船ターミナル集合・受付開始
 08:05 東京発～09:50 大島着　
 15:35 大島発～17:40 東京着


