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大島会場

9/2 [土] ～ 9/17 [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　旧港屋旅館　他

新島会場

8/29 [火] ～9/15 [金]
キンデー宅  [釜ヤカタ・豚舎・石蔵・苗場]

東京の島々に国内外からアーティストが集う、
それぞれの原風景を巡る国際現代美術展が今年も開催

【概要】
「アートアイランズTOKYO」は、今年で7年目を迎える国際現代美術展です。

メイン会場となる伊豆大島や新島は、東京都に属しながらも美しく豊かな自然を持ち、独自の風習・文化を育んできた島。か
つては文化人も多く集い、今も繁栄の名残を残す歴史的建造物が多く存在します。しかし、時代の流れと共にその独自性や
建造物は失われつつあり、その「島国の中の島」としての特異性を現代美術を通して見つめ直したいと 7 年前にスタートしま
した。

今年度も国内外から多くの作家が、何も知らない「異邦人」として数週間島に滞在し、地域の文化や歴史、そして地元の
人 と々のふれあいを通して、それぞれの想いや視点を作品として表象化します。

アートに関する施設が全くない島で制作された「現代アート」を、各島の特徴ある街並みや文化的な建造物にて展示・発表
すること。それは地域性とその魅力を再発見し、新たな価値を創造する企み。そして訪れる人とそこに住む人 と々を結びつけ、
島外との繋がりを再構築する試みでもあります。豊かな自然と緩やかな時間の中で、現代美術の多様な魅力を感じていただく
と同時に、島に内在する人間の文化や意思の流れを再確認していただければと思います。
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国際現代美術展第
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た             び

【掲載作品 / アートアイランズ TOKYO 2016 より】
1. 中谷 欣也「in・out 森」　　2. ウベ ヨナス（ドイツ）「Colored Item 18」　　3. 辻村 ありさ「混在」　　4. Kid Ailack「アサギマダラは何処へ行った」
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【開催要項】
展覧会名 アートアイランズ TOKYO 2017　第 7 回 国際現代美術展　大島＋新島
 （The 7th International Contemporary Art Exhibition, Art Islands TOKYO 2017）

展覧会テーマ “コウサする花探しの航路（たび）よ”

会期 展示期間：2017 年 9日2日[ 土 ]～9 月17日[日]　　　
 公開制作：2017 年 8 月17日[ 月]～8 月28日[ 金 ]
 [ 新島 ]「手の心」展、展示期間：2015 年 8日27日[ 木 ]～9 月10日[ 木 ]　　　

会場 [ 大島 ]  旧波浮小学校　旧甚ノ丸邸　旧港屋旅館　七島信用組合波浮港出張所　波浮地区野外
  椿サミット公園　「薬師さま」の参道　新町亭（ホテル椿園）　休憩所「もてな島」
 [ 新島 ] キンデー宅（釜ヤカタ・豚舎・石蔵・苗場）　新島住民センター　新島村商工会館
  光と風の塔・三郎浜
 Tel：03-6760-7258（代表）　Fax：03-6760-7258（代表）　Mobile：090-1538-5202
 E-mail：office@art-islands-tokyo.com  Web：www.art-islands-tokyo.com/
 facebook：[ArtislandinTOKYO]

主催 東京の島 を々結ぶアート航路開発委員会　
 [ 東京 ]　〒177-0035　東京都練馬区南田中２－４－１１　　Tel/Fax：03-6760-7258
 [ 大島 ]　〒100-0101　東京都大島町元町字大津　　　　Tel/Fax：04992-2-2141

共催 アートアイランズ TOKYO 2017 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　波浮小波会老人クラブ　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

出品作家 インスタレーション　中谷 欣也、竪川 可奈、内海 仁、髙田 芳樹、吉岡 朝美、南 優、芝辻 健吾、
   関 直美、高嶺 春夫、辻村 ありさ、ティン チャオン ウェン（台湾）
 映像  李 容旭（韓国）、Sin Ifie（韓国）、土屋 由貴
 身体表現 細川 麻実子、宮内 理、Rachel Blackburn and Jason Aldridge （ニュージランド）
 平面  高草木 裕子、曽根 光子、油井 瑞樹、田中 宏美、中田 朝乃
 立体  本多 真理子、広田 美穂、倉石 文雄、藤沢 恵、佐々木 薫、戸島 大輔　
 音楽  庄子 勝治　　　　　合計 30 名

開館時間 10:00am～6:00pm [メイン会場 ]
 ※会期中無休（会場により異なる場合があります。詳細は、HPをご確認ください。）

鑑賞料 無料

交通案内 [ 船をご利用の場合 ] 竹芝客船ターミナル（竹芝桟橋）から高速ジェット船で伊豆大島へ 1 時間 45 分、
 新島へ 2 時間 20 分～3 時間、大型客船で大島へ 6 時間、新島へ 8 時間 30 分
 ※竹芝客船ターミナルへは、JR 浜松町駅（北口）徒歩約 7 分、ゆりかもめ竹芝駅徒歩約 1 分
 [ 着岸港（岡田・元町）から] 路線バス（波浮港・セミナーハウス行き）で「上の山」停留所で下車約１分 
 ※飛行機ご利用の場合や他会場へは HPをご確認ください。

関連イベント 波浮地区作品見学会とアーティストトーク、美術展・作家プレゼンテーション、ワークショップ
 幻灯会、パフォーマンスの夕べ、音のパフォーマンス
 [ 同時開催 ] 世界の子どもたちの絵画展
 [ 東海汽船企画 ] 島ガール・アートアイランズ TOKYO 2017 国際現代美術展見学 モニターツアー 
 ※イベント詳細や今後の開催決定に関しましてはウェブサイトにて発表します。

【お問い合わせ】
アートアイランズ TOKYO 2015 実行委員会
177-0035 東京都練馬区南田中 2-4-11
090.1538.5202   E-mail* office@art-islands-tokyo.com
website: www.art-islands-tokyo.com


