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のせでんアートライン2017 里山の学校芸術祭 
参加アーティスト/プログラム発表 

のせでんアートラインは、能勢電鉄の沿線やその周辺の地域を舞台にした芸術祭です。 2013 年より地域を鉄道で結ぶ 能勢電鉄が、府
県の境を越えて相互に連携して行う協働事業として開催し、活動の幅を広げてきました。2017 年第 3 回は「里山の学校芸術祭」と題
し、ワークショッププログラムを中心とした芸術祭を開催します。以下に参加アーティスト及び、プログラムを発表いたします。 

 
- イベント名:　のせでんアートライン2017 里山の学校芸術祭  
 
- コンセプト ：兵庫県と大阪府をまたぐ能勢電鉄の沿線地域(川西市、猪名川町、豊能町、能勢町)には都市部近郊なが
ら、昔ながらの 原風景 が広がります。この豊かな原風景を作る里山は、遠い昔から現在に至るまで人の手が入れられ、
「日本を代表する里山」 として 知られています。「日本を代表する里山」には、私たちが忘れてしまっていた大切なも
のが沢山、本当に沢山、静かにしかし力強 く生き続けていました。 いま、日本だけではなく世界中で様々な問題が表
面化しています。解決には、持続可能な多様性と生産 性を持った社会の実現が求められています。私たちはこの里山を
中心とする能勢電鉄の沿線地域に隠されている秘密こそ、いま、 大切にしなければならない事のように思えるのです。 
アート(ART) の語源は、自然と生きる為の「技術」を指す言葉でした。 「のせでんアートライン 2017 里山の学校芸術
祭」は、里山に生きる秘密を、アートを通して皆で楽しく学び合う、決して一方向 ではない芸術祭です。沿線地域に 点
在する知恵をつなぎ、地域と地域をつなぎ、都市と自然をつなぎ、人と人、 心と心をつなぎ、 それぞれの物語を、過去
と現在、そして未来へとつないでいく芸術祭を目指します。  

- テーマ :    里山の歴史と知恵を五感で遊ぶ 

- 日程: 　1.夏のアーティストワークショップ/ ローカルワークショップ・イベント: 7/22(土)から8/27(日)  

　　　　　 - 川西能勢口エリア 7/22・23（川西市）　  黒川＋吉川エリア 7/29・30 （川西市・豊能町） 
　　　　　   地黄＋野間エリア  8/5・6 （能勢町） 大島エリア 8/19・20 （猪名川町） 妙見エリア 8/26・27（能勢妙見山） 
　　　　2.収穫祭: 10/28(土)から11/5(日)  

                     -これまでのアーティストワークショップ、ローカルワークショップの展示を行います。  

　                 -場所:黒川公民館、妙見山 (予定） 
　                 -内容:アーティストによるアートワークショップの開催。地域団体との連携によるローカルワークショップやイベント等  

- 参加アーティスト :   堀尾貞治+現場芸術集団「空気」、伊藤存、ヴィヴィアン佐藤、澤田知子、コンタクトゴンゾ、大西伸明、淀川
テクニック、笹岡由梨子、ニシジマ・アツシ+村井啓哲、武田俊彦、村川拓也、小林泰三、ズガ・コーサクとクリ・エイト、日下慶
太（エンバーン）、柴田剛、佐伯真有美（ あふりらんぽ、オニ）、グレゴリー・サリバン、前田文化、友井隆之、Yotta...and more

【主催】 のせでんアートライン妙見の森実行委員会 
 
　　　　 委員長 三好庸隆 (武庫川女子大学教授)  
　　　　 副委員長 村上元伸 (兵庫県阪神北県民局長)  
　　　　 監事 大塩民生 (川西市長) 
　　　　 委員 友田研也 (大阪府池田土木事務所長) 
　　　 　委員 福田長治 (猪名川町長)  
　　 　　委員 池田勇夫 (豊能町長) 
　　 　　委員 上森一成 (能勢町長) 
　　 　　委員 玉本隆一 (学校法人関西女子学園 宝塚大学理事長)  
　　 　　委員 城南雅一 (能勢電鉄株式会社 取締役社長)  
　　 　　顧問 谷崎テトラ (谷崎テトラ・オフィス代表) 
 
　　     　＜アートプロデュースチーム＞ 
　　　 　アートプロデューサー  友井隆之 
　　　 　アートプロデューサー  Yotta (木崎公隆・山脇弘道)

【共催】　阪急阪神ホールディングス株式会社 
 
【協賛】　公益財団法人 大阪コミュニティ財団／大阪シティ信用 金庫せんだぎ基金 
　　 
【後援】　兵庫県教育委員会／大阪府教育委員会／川西市教育委員会／猪名川町教育 
　　　　　委員会／能勢町教育委員会／豊能町教育委員会／公益社団法人ひょうご 
　　　　　ツーリズム協会／公益財団法人大阪観光局／川西市観光協会／猪名川町観 
　　　　　光協会／能勢町観光協会／豊能町観光協会／朝日新聞阪神支局／神戸新聞 
　　　　　社／産経新聞大阪本社／読売新聞阪神支局／毎日新聞阪神支局／日本経済 
　　　　　新聞社神戸支社／ＮＨＫ神戸放送局／朝日放送／関西テレビ／サンテレビ 
　　　　　ジョン／ＭＢＳ／読売テレビ／ラジオ関西 

【協力】　大阪府立江之子島文化芸術創造センター 
  
　　　　　お問合せ先 :  のせでんアートライン2017 里山の学校芸術祭 事務局 
　　　　　TEL: 080-3766-2097　Mail: info@noseden-artline.com 　 
　　　　　HP: http://www.noseden-artline.com 
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- 13:00-16:00 - ðĢĉ ÀÐêäÃÜÊ× - ��ÙçêÍÇÝØÁ - 4I¤zĥ�6��µ/¾�y¿ - �� � 3 兵庫県川西市小戸1-2-6（ジオ阪急レジデンスマーク北側広場）

- 13:00-16:00 - ðĢĉ � Íë��î�ìÂ(�±��) ��a" - �� � 3 �������1-2-6)" ��&"$'#%(!���	*

- 17::00-19:00 ăĜĕċĢ öĢďċğûăĜĕċĢ - �� � 3 �������1-2-6)" ��&"$'#%(!���	*

- 13:00-16:00 - ðĢĉ čĎõĢĒğā9� �6��µ/¾�y¿ - �� � 3 �������1-2-6)" ��&"$'#%(!���	*

- 13:00-16:00 - ðĢĉ � Íë��î�ìÂ(ĞĢúÿĘĆď) ��a" - �� � 3 �������1-2-6)" ��&"$'#%(!���	*

- 13:00-16:00 (i±� ¾äÑîùĖğČāÙ8î_ÊÂ¿ äÑØÄ��¹F�=+� - �� � 3 �������1-2-6)" ��&"$'#%(!���	*

2-A1 13:00-16:00 - ðĢĉ ¸î^ÏÂ �� �> 30 ¥1,000 ���
���� 大阪府豊能郡豊能町吉川

2-A-2 13:30-18:00 - ðĢĉ ÈìÄíDQďĝĀóúĉ ĠñĠñðğ�� 20 ¥1,000 »P�x¹ 兵庫県川西市黒川谷垣内295

2-A-3 13:45-18:00 - ðĢĉ ¾È×ÚÜÆ¿î©ìÂ w� �X 12 ¥1,000 »P�x¹ 兵庫県川西市黒川谷垣内295

2-A-4 13:00-18:00 - ðĢĉ ×èÜ¶v/ �L �s> 20 ¥1,000 'P�T�� 大阪府豊能郡豊野町吉川936

2-L1 19:00-21:00 ĝĢ÷ě ¾¯KÔÈÌ¿ 20 ¥500 ÝÒÐÙāĈĢÿĘğ 大阪府豊能郡豊能町吉川217

2-A1 13:00-16:00 - ðĢĉ ¸î^ÏÂ �� �> 30 ¥1,000 �.�A§3)¨ 大阪府豊能郡豊能町吉川

2-A2 13:30-18:00 - ðĢĉ ÈìÄíDQďĝĀóúĉ ĠñĠñðğ�� 20 ¥1,000 »P�x¹ 兵庫県川西市黒川谷垣内295

2-A3 13:45-18:00 - ðĢĉ ¾È×ÚÜÆ¿î©ìÂ w� �X 12 ¥1,000 »P�x¹ 兵庫県川西市黒川谷垣内295

2-A4 13:00-18:00 - ðĢĉ ×èÜ¶v/ �L �s> 20 ¥1,000 'P�T�� 大阪府豊能郡豊野町吉川936

2-L2 10:00-12:00 ĝĢ÷ě ¾�£P[ÁÜ6PROJECT¿ 15 �� ÝÒÐÙāĈĢÿĘğ 大阪府豊能郡豊能町吉川217

3-A1 14:00-17:00 ðĢĉ ·Ü�ÜQ� ~PĈúċĆú 20 ¥1,000 �;G 大阪府豊能郡能勢町地黄606

3-A2 14:00-19:00 ðĢĉ 3ºî`ìÂ nP ]� 10 ¥1,000 3º��5 大阪府豊能郡能勢町地黄911

3-A3 13:40-15:10  16:40-18:10 ðĢĉ 1EĜďĚ÷îĐąĐą¡ìÂ Hp |� 20 ¥1,000  N�®U 大阪府豊能郡能勢町地黄905

3-A4 13:00-18:00 ðĢĉ ôĜĐĢąĢ(�±��Ĥ ĂøġüĢþú×úĚġôòĉ - �� foH@r ��¹� 大阪府豊能郡能勢町地黄173-1

3-L1 10:30-16:00 10:30-�10:00
����

ĝĢ÷ě ¾�ÅÃëĔĆăĢĀ¿ �! }	 15 ¥1000/
¥8900 åÑÈË�! 大阪府豊能郡能勢町地黄1086

3-L2 10:30-16:00 ĝĢ÷ě ¾åÓÞÑÜ�ÒÕÁë��¿ *� ´ 15 ¥1,500 ÉçÆ¦b¹ 大阪府豊能郡能勢町野間稲地251-1

3-A1 14:00-17:00 ðĢĉ ·Ü�ÜQ� ~PĈúċĆú 20 ¥1,000 �;G 大阪府豊能郡能勢町地黄606

3-A2 14:00-19:00 ðĢĉ 3ºî`ìÂ nP ]� 10 ¥1,000 3º��5 大阪府豊能郡能勢町地黄911

3-A3 13:40-15:10  16:40-18:10 ðĢĉ 1EĜďĚ÷îĐąĐą¡ìÂ Hp |� 20 ¥1,000  N�®U 大阪府豊能郡能勢町地黄905

3-A4 14:00-16:00 ðĢĉ ôĜĐĢąĢ(ĞĢúÿĘĆďĤ ĂøġüĢþú×úĚġôòĉ - �� foH@r ��¹� 大阪府豊能郡能勢町地黄173-1

3-L1 10:30-16:00 ĝĢ÷ě ¾�ÅÃëĔĆăĢĀ¿ �! }	 15 ¥1,000 åÑÈË�! 大阪府豊能郡能勢町地黄1086

3-L2 10:30-16:00 ĝĢ÷ě ¾åÓÞÑÜ�ÒÕÁë��¿ *� ´ 15 ¥1,500 ÉçÆ¦b¹ 大阪府豊能郡能勢町野間稲地251-1
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20e e 4-L1 7:00-9:00 ³ª
� ¾ĕĢċğû��îvÌæÂ¿ - - ¥1,000 9°ðěďāęğĊ 兵庫県川辺郡猪名川町柏原尾野ヶ嶽1-1

5-A1 13:00-17:00 ðĢĉ <�KÖ_ÊÂ �� ? 15 ¥1,000 fèìÎJd¹ 大阪府豊能郡能勢町野間中661

5-A2 13:00-18:00 ðĢĉ «ßî�ëc{ üğąúĉýğĄ 20 ¥1,000 �!<�K �Y�¹ hO 大阪府豊能郡能勢町野間中661

5-A3 13:00-18:00 ðĢĉ �� 9� �g 20 ¥1,000 fèìÎJd¹ 大阪府豊能郡能勢町野間中661

5-A4 13:00-18:00 ðĢĉ tÜ¶Ü¶v� ċÿĀĒðćÿĥn� -, 40 ¥1,000 <�ÜtĚĎĉ <�KÜêÞ 大阪府豊能郡能勢町野間中661

- ĝĢ÷ě ¾<�¼i�ĒĆďĦHBCÜhÜ30Ħ¿ u� ��½mL ÀÄÛ - �b %ôĚð�6ÙÕ

5-A1 13:00-17:00 ðĢĉ <�KÖ_ÊÂ �� ? 15 ¥1,000 fèìÎJd¹ 大阪府豊能郡能勢町野間中661

5-A2 13:00-18:00 ðĢĉ «ßî�ëc{ üğąúĉýğĄ 20 ¥1,000 �!<�K �Y�¹ hO 大阪府豊能郡能勢町野間中661

5-A3 13:00-18:00 ðĢĉ �� 9� �g 20 ¥1,000 fèìÎJd¹ 大阪府豊能郡能勢町野間中661

5-A4 13:00-18:00 ðĢĉ tÜ¶Ü¶v� ċÿĀĒðćÿĥn� -, 40 ¥1,000 <�ÜtĚĎĉ <�KÜêÞ 大阪府豊能郡能勢町野間中661

- ĝĢ÷ě ¾<�¼i�ĒĆďĦHBCÜhÜ30Ħ¿ u� ��½mL ÀÄÛ - �� %ôĚð�6ÙÕ
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- ワークショップ一覧: 

　ワークショップの申込は、7月3日より、ホームページ（ http://www.noseden-artline.com）にて受付を開始します。
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前田文化

前田文化 /  建築ユニット 

 
文化住宅を利用した様々な活用方法の提
案と実践を行うユニット。大阪府茨木市
の住宅街にある文化住宅の解体を演劇公
演にしたその名も「解体公演」などの開
催を展開している。 

日時 / ①22日13:00～16:00 （公開制作） 
日時/  ②23日13:00～16:00 （ワークショップ） 
集合場所 / 三角地 
定員 / なし 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 動きやすい格好でお越しください。 
持ち物 / 特になし 
参加費 / 無料 

移動する住処を作ろう

堀尾 貞治 ＋現場芸術集団「空気」

日時 / 22日13:00～16:00 
集合場所  / 三角地 
定員 / なし 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 動きやすい格好でお越しください。 
持ち物/手鏡 
参加費/無料 

三角地がみんなでつくるアートの舞台に。絵の具や
風船、水などの様々な素材を使い、既成の美術の枠
を超えて表現する参加型パフォーマンス。 

あたりまえのこと 
- 芸術にやりすぎはない -

豊能町の竹や廃材を使って「移動する住処」を作りま
す。２２日は公開制作でお手伝い大歓迎！２３日は出
来上がった 「移動する住処」の中で遊びましょう。 

堀尾 貞治  / 美術家 

1939年神戸生まれ、在住。中学卒業後に就職
し、定年退職まで働きながら美術家として活躍。
1966年「具体美術協会」に参加し、具体解散後
も旺盛な作家活動を展開。1985年頃より「あた
りまえのこと」をコンセプトに既成の美術の枠
にとらわれない作品を制作。近年は海外での評
価も高まり、ヨーロッパを中心に企画展やパ
フォーマンスを披露。 

川西能勢口エリア  |  7月22日（土）・23日（日）
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現場芸術集団「空気」

日時 / 23日13:00～16:00 
集合場所 / 三角地 
定員 / なし 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者
同伴） 
注意事項 / 動きやすい格好でお越しください。 
持ち物 / うちわ 
参加費 / 無料 

現場芸術集団「空気」は神戸・大阪を中心に活動す
る美術家の集まり。ひとくせある面々が揃っていま
す。現場の景色や状況から、身近にある様々な素材
を用いてアートすることを楽しむパフォーマンス大
会。一部参加型あり。 

パフォーマンス大会

現場芸術集団「空気」/ 芸術集団 
 
堀尾の活動に共鳴し、そのサポートにあ
たる現場芸術集団「空気」は、主に神戸・
大阪の現代美術作家・愛好家から構成さ
れる緩やかで不定形なグループ。2003年
の「空気美術館 in 兵庫運河」(神戸)を皮
切りに、横浜トリエンナーレ2005、水都
大阪 2009 などで堀尾と協働。堀尾の海
外プロジェクトにも数名がスタッフとし
て同行することが多い。 

友 井 隆之 /  美術家、のせでんアートライ
ン2017 アートプロデューサー  
 
彫刻家 
 
1972 年大阪生まれ。美術家。金属造形工
場「友井工芸」代表。金属の可能性を求
めて舞台や映画、古典芸能など多種多様
なジャンルと関わり国 内外を問わず 美術
活動をしている。個展はこれまでに 26 回
をかぞえる。 

川西能勢口エリア  |  7月22日（土）・23日（日）
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日時 / 23日13:00～16:00（雨天中止） 
集合場所  / 三角地 
定員 / なし 
対象 / 幼児・小学生（親子で参加いただけます） 
注意事項 / いつでも参加ができます。 
持ち物 / 特になし 
参加費 / 無料 

まちをキャンバスに夢を描こう

川西能勢口エリア  |  7月22日（土）・23日（日）

日時 / 22日17:00～19:00 
集合場所  / 三角地 
定員 / なし 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 入退場自由です。 
参加費 / 無料 

地域と密着して制作を続けてきた“のせでんアートラ
イン２０１７”。オープニングは川西能勢口駅からス
グの「三角地」で開催！当日は予約なしで、みんなが
楽しめるアートワークショップを開催。夕方からは、
川西市・猪名川町・豊能町・能勢町からゲストをお呼
びしての楽しい「オープニングセレモニー」を開催い
たします。これまでのワークショップの発表もありま
すので、ぜひお気軽にお越しください。 

オープニングセレモニー 

川西まちなか美術館プレ企画。まちなかを美術
館に見立て、街の形をしたキャンバスに、チョー
クで夢をテーマに絵を描くワークショップを開
催します(お子様対象)。

まちなか美術館実行委員会

主催：まちなか美術館実行委員会 

兵庫県川西市の川西能勢口周辺のまちなかを美術館に見立
て芸術作品の展示や関連するイベントを各所で行い、「ま
ちとひととアート」の新しい関係づくりと、にぎわい創出
を目的として、今年度で5回目の開催。 
お問合せ：☎072-744-7112 

〈当日スケジュール〉 
13:00～16:00　三好実行委員長・堀尾氏から 
       　　　　　  ご挨拶と開会宣言 
　　　　　　　 ワークショップ・パフォーマンス  
17:00～19:00　オープニングセレモニー 

主催：のせでんアートライン妙見の森実行委員会

同時開催
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ヴィヴィアン佐藤

ヴィヴィアン佐藤 / 非建築家、美術家、  
ドラァグクイーン 
 
非建築家、アーティスト、イラストレー
ター、パーティイスト、ドラァグクイーン、
文筆家、映画批評家、ディスプレイなど活
動は多岐にわたる。「同時代性」をキーワー
ドに独自の美意識と哲学であらゆる物事を
も分析。自己を象徴的に表現するものとし
て、自ら創作したウィッグを身に着けてい
る。 

日時 / ①29日13:30～18:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②30日13:３0～18:00 ＊途中休憩あり 
集合場所  / 黒川公民館 
定員 / 20名 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 汚れてもよい格好でお越しください。 
持ち物 / 特になし 
参加費 / 1000円 

くろかわDQプロジェクト

黒川・吉川エリア  |  7月29日（土）・30日（日）

澤田 知子

日時 / ①29日13:00～16:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②30日13:00～16:00 ＊途中休憩あり 
集合場所  / 町営住宅跡地 
定員 / 30名 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者
同伴） 
注意事項 / 動きやすい格好でお越しください。 
公共交通機関でお越しください。 
持ち物 / デジタルカメラもしくはカメラ付き携帯 
雨天の場合はレインコート 
参加費 / 1000円 

葉っぱの模様や山の形、木目など、なんだか顔
に見えて しまうものを自然の中から探し撮影。
撮影者のキャラクター 性に迫るワークショップ

顔を探そう

最高にカワイイ（かっこいい？）ウィッグを作り最後
に撮影会をします。性別関係なくステキな黒川のドラァ
グクイーンになろう。 

澤田 友子  /  写真家 
 
セルフポートレイトを用い、自ら変装し
外見を変化させることで、外見と内面の
関係の曖昧さを追求する。自動証明写真
機で400人もの自分を撮った、デビュー作
のID400」は多数の賞を受賞。現在は 
ニューヨーク、パリ、ウィーンなど世界中
で展覧会を開催している。 
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笹岡 由梨子

笹岡由梨子 / アーティスト 

京都市立芸術大学大学院美術研究科博士
（後期）課程メディア・アート専攻卒
業。人形に顔を投影した登場人物が歌劇
を繰り広げる、不思議な映像作品を発表
している。最新作「イカロスの花嫁」
は、「群馬青年ビエンナーレ2017」に
て大賞を受賞。

日時 / ①29日13:00～18:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②30日13:00～18:00 ＊途中休憩あり 
集合場所  / 吉川八幡神社 
定員 / 20名 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 動きやすい格好でお越しください。 
公共交通機関でお越しください。 
持ち物 / 雨天の場合はレインコート 
参加費 / 1000円 

とよの音楽団 

武田 俊彦

日時 / ①29日13:45～18:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②30日13:45～18:00 ＊途中休憩あり 
集合場所 / 黒川公民館 
定員 / 12名 
対象 / 小学生以上、親子向け 
注意事項 / 土粘土を使用します。汚れてもよい格好で
お越しください。 
持ち物 / 着替え、タオル、粘土ヘラ（持っていれば） 
参加費 / 1000円 

300kgの粘土を使って、里山にある不思議な木を
みんなで造ってみませんか。いつもとちがった自
然観察の中で、不思議な木に込められたストーリー
を探してみましょう。 

「くとぬのき」を造ろう

1 日かぎりの豊能町音楽団を結成。 
楽器じゃないものを使ってみんなで演奏や合唱
をします 

武田俊彦 / 彫刻家

自らの体験や記憶を遡り立体 平面 写真等
の表現手段を用い、自らの存在と事実と
解釈の関係またはドキュメントと表現の
関係をテーマとした表現を軸としている。

黒川・吉川エリア  |  7月29日（土）・30日（日）
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日時 / 30日10:00～12:00 
集合場所  / はったにステーション 
定員 / １５名 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 歩きやすい格好でお越しください。 
雨天の場合は「はったにステーション」で開催します。 
持ち物 / 特になし 
参加費 / 無料 

初谷川憩いの場PROJECT

日時 / 29日19:00～21:00 
集合場所  / はったにステーション 
定員 / 20名 
対象 / 7月29日のワークショップにご参加いただいた方限
定。 
注意事項 / アルコールを飲まれる方は、お車でのご来場は
ご遠慮ください。 
持ち物 / 特になし 
参加費 / 500円 （ドリンク別）

アーティストと地域の人との懇親会。当日のワーク
ショップ終了後、作家や地域の方々とのお話や能勢
の食を楽しんでいただけます。 

里山づくし

初谷川での様々な過ごし方や憩いの場について考え
るワークショップ。地域に詳しい方々のお話やエリ
アリサーチを通じて、対話を行います。 

黒川・吉川エリア  |  7月29日（土）・30日（日）
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村川拓也

村川拓也  /  演出家、映像作家 

演出家として活動を開始し、ドキュメンタ
リーやフィールドワークの手法を用いた作
品を様々な分野で発表している。フィクショ
ン性とノンフィクション性の境界に生まれ
る村川の作品は、表現の方法論を問い直す
だけでなく、現実世界での生のリアリティ
とは何かを模索する。 

日時 / ①5日14:00～19:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②6日14:00～19:00 ＊途中休憩あり 
集合場所  / 地黄公会堂 
定員 / １０名 
対象 / 高校生以上 
注意事項 / 動きやすい格好でお越しください。 
持ち物 / 特になし 
参加費 / １０００円 

地黄を撮ろう

淀川テクニック

日時 / ①5日14:00～17:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②6日14:00～17:00 ＊途中休憩あり 
集合場所  / 真如寺 
定員 / 20名 
対象 / 小学生以上（小学校高学年以上推奨） 
注意事項 / 特になし 
持ち物 / 特になし 
参加費 / １０００円 

僕は実際に作品を作る前に、まず頭の中で何かを切っ
たりねじったりくっつけたり、時には無重力にしてク
ルクル回して遊んでいます。そんな事をみんなで楽し
むワークショップ。 

頭の中の工作

歴史深い地黄の地で、ビデオカメラを使った映像ワー
クショップ。普段当たり前に感じている事を少しだ
け変えてみる。上映会は地黄公会堂で。 

淀川テクニック / アーティストユニット 

ゴミや漂流物などを使い、元のゴミの姿か
らは想像もつかないような造形物を制作す
る。赴いた土地ならではのゴミや人々との
交流を楽しみながら滞在制作行う。岡山県
に常設展示された「宇野のチヌ」「宇野の
子チヌ」はよく知られている。独創的なア
イデアを活かしたワークショップを全国各
地で開催するなど幅広く活躍中。 

地黄＋野間エリア  |  8月5日（土）・6日（日）
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ズガ・コーサクとクリ・エイト

ズガ・コーサクとクリ・エイト  /  アーティスト 

岸川のぞむと岡本和喜によるユニット。各々で美
術活動を行っていたが、次第に共同制作の機会が
増え、2009年「ズガ・コーサクとクリ・エイト」
を結成。二人の制作の方向性は全く違うが、面白
いと思う事を実現しようとする情熱は同じ方向で
一致し、段ボール等の廃材を用いて、展示室の一
角を見慣れた空間に作り替える作品等を発表して
いる。 

日時 / ①5日13:00～18:00 （公開制作） 
日時 / ②6日14:00～16:00 （ワークショップ） 
＊２日間連続の参加がオススメ 
集合場所  / 旧東郷小学校 体育館前 
定員 / なし 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 特になし 
持ち物 / ６日のワークショップに参加される方は軍手 
参加費 / 無料  

エレベーター

小林 泰三

日時 / ①5日13:40～15:10 ＊途中休憩あり 
日時 / ②5日16:40～18:10 ＊途中休憩あり 
日時 / ③6日13:40～15:10 ＊途中休憩あり 
日時 / ④6日16:40～18:10 ＊途中休憩あり 
集合場所  / 嶋田酒店 
定員 / ２０名 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 特になし 
持ち物 / メモをとりたい方は筆記用具 
参加費 / １０００円 

日本の美術は、実際にはどのような色・かたちだった
のでしょうか？昔の日本人の目線に戻って屏風や掛け
軸などを鑑賞してみましょう（関西では初開催） 

国宝レプリカをベタベタ触ろう

どこへでも行けるエレベーターを作ります。5日は
完成間近の制作現場が見られる貴重な公開制作日、
6日は完成した作品でワークショップを開催。 

小林泰三  /  デジタル復元師 

主に日本美術のデジタル復元をしている、
デジタル復元師。著書に光文社新書「日本
の国宝、最初はこんな色だった」双葉社ムッ
ク「国宝 よみがえる色彩」PHP新書「後白
河上皇」光文社新書「誤解だらけの日本美
術」。出演番組に、NHK「日曜美術館」
「歴史秘話ヒストリア」WOWOW「美術
のゲノム」TBS「教科書に載せたい！」など 

地黄＋野間エリア  |  8月5日（土）・6日（日）
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地黄＋野間エリア  |  8月5日（土）・6日（日）

日時 / ①5日10:30～16:00 ※途中休憩あり 
日時 / ②5日6日 10:30～翌朝10:00 ※宿泊付き 
日時 / ③6日10:30～16:00 ※途中休憩あり 
集合場所  / みちくさ能勢 
定員 / １５名 
対象 / 小学生以上（小学校低学年は保護者同伴） 
注意事項 / 動きやすい格好でお越しください。みちくさ能勢での宿
泊をご希望の方は7/23（日）までにお申込みください。 
持ち物/動きやすい格好 
参加費 / ①③は１０００円、②は８９００円（宿泊+朝夕食代）  ※
昼食代含む 

畑を見て種や植物を観察し、「種をまいて、種を
採る」という種の新しい伝承のカタチを学びます。
お昼ごはんは、みんなで流しそうめんをします。 

種が伝えるメッセージ 

講師：能勢 浩介 

農家民宿みちくさスタッフ農場長 グラフィックデザイナー。2008
年より有機農法にて野菜の栽培をはじめる。環境負荷のより少な
い持続可能な農法を模索し、現在能勢町と猪名川町にて固定種の
野菜を栽培している。種子の危機的現状を知り、自家採種にも力を
入れている。　 
みちくさ能勢のHPアドレス： http://michikusa-nose.com 

日時 / ①5日10:30～16:00 ※途中休憩あり 
日時 / ②6日10:30～16:00 ※途中休憩あり 
集合場所  / けやき資料館 
定員 / １５名 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 雨天の場合は、室内でワークショップを開催しま
す（蜜源見学中止）。 
持ち物 / みつばちについての質問を1つ考えてきてくださ
い。 
参加費 / 1500円　※「薪パン日々」昼食代含む 

蜂を通して自然や環境を考えるワークショップ。森林
を歩いて蜜源まで行き、巣箱の中を観察。しぼった蜜
は試食がてら「薪パン日々」のパンと一緒にいただき
ましょう。 

みつばちの知っている世界

講師：和田 隆 

養蜂家。みつばちと付き合い8年。みつばちの発する音、匂い、
動き、表情、などの季節や天候、時間帯での違いや、植物ととも
に進化してきた歴史など、生態の奥行きと広がりに魅了され、一
般の方に向けて、みつばちの営みに触れながら自然と生き物と環
境について考えるワークショップなどの活動も行う。持続可能な
社会へのヒントをたくさんの人に伝えている。 

和田 隆

能勢 浩介
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大島エリア  |  8月19日（土）・20日（日）

日時 / 19日15:00～夜 
集合場所  / 大野アルプスランド 
定員 / 特になし 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 動きやすい格好でお越し下さい。食事はフード
の屋台などがご利用できます。キャンプ場で宿泊も可能で
す。テントなどをご用意ください。無料駐車場あり。 
持ち物/特になし 

大野山にUFOがやってくる！？ 
日下慶太率いる、UFOを呼ぶためのバンド「エン
バーン」や、宇宙からやってきた様々なアーティス
トたちと参加者が一緒になって宇宙にコンタクト！
続報はウェブで公開！ 

宇宙へヤッホー！ 
大野山 大宇宙祭

佐伯真有美（あふりらんぽ、オニ）/ 
ミュージシャン 

１９８３年大阪生まれ生駒在住、３児の母。
あふりらんぽのG.&Vo.。ソロでは アコース
ティックギターで、母、太陽、精霊、イン
ナーチャイルドなどをテーマに即興やス
キャットを交えながら弾き語りをする。過
去に、アフリカのカメルーンの森の奥地で、
原住民のピグミー族と生活を共にした経験
有り。 

グレゴリー・サリバン / JCETI（日本地球外
知的生命体センター） 代表 

ニューヨーク生まれ２００３年から日本に
在住。２００７年にアメリカの隠れた聖地
アダムス山で宇宙とのコンタクトのスイッ
チが起動された体験を持つ。２０１０年に
JCETI（日本地球外知的生命体センター）
を設立。日本のこれまでの常識的な「宇宙
人・UFO」という概念を書き換える、全く
新しい宇宙観を根づかせる市民運動を展開。

柴田剛 / 映画監督 

1999年長編『NN-891102』を監督。2004
年『おそいひと』完成。2008年『青空ポン
チ』を監督。2009年『堀川中立売』を監
督。平成22年度愛知芸術文化センターの制
作作家に選出され、『ギ・あいうえおス —
ずばぬけたかえうた—』を制作。東京都写
真美術館での第3回恵比寿映像祭に出品。
等、国際映画祭に出品多数。 

日下慶太（エンバーン） /    　　　　　　
コピーライター、ミュージシャン 

世界をフラフラとしながら電通に入社。コ
ピーライターとして勤務する傍ら、写真家、
セルフ祭顧問、UFOを呼ぶバンド「エン
バーン」のリーダーとして活動している。
商店街のユニークなポスターを制作し町お
こしにつなげる『商店街ポスター展』を仕
掛ける。佐治敬三賞など受賞多数。大野山
では必ずみなさんを宇宙へお連れします。 

＜当日の主な予定＞ 
・大宇宙ライブ 
　宇宙に向かってアーティストがライブ演奏。みんなで夜空を見上げて宇宙へ歌を届けよう。 
・大宇宙ワークショップ 
　宇宙人を呼ぶための衣装やダンスや歌などをみんなで作ります。 
・大宇宙トーク 
　UFOや宇宙人の存在を信じてもらうために宇宙に詳しい人たちがみんなにわかりやすく説明します。 
・大宇宙映画上映 
　UFOに会いにゆくドキュメンタリーロードムービー柴田剛監督の映画「ギ・あいうえおス 他山の石を以って己の玉を磨くべし」を上映。 
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日時 / 20日7:00～9:00 
集合場所  / 大野アルプスランド 
定員 / なし 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 当日は、のぼり看板のある場所にお越しくださ
い。場所がわかりにくい場合は、事務局携帯080-3766-
2097（当日のみ）までご連絡ください。 
持ち物 / 特になし 
参加費 / １０００円　＊「薪パン日々」のパン代も含む 

19日のワークショップ後、キャンプ場で宿泊され
た方を対象に朝の珈琲を楽しむイベント。珈琲豆
は大島や能勢電鉄沿線で親しまれている銘柄をご
用意。「薪パン日々」のパンと一緒に淹れ方や味
を楽しみます。 

モーニング珈琲を楽しもう 

大島エリア  |  8月19日（土）・20日（日）
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コンタクトゴンゾ

コンタクトゴンゾ / アーティストユニット 

「コンタクトゴンゾ」は、2006年に垣尾優
と塚原悠也により結成され、現在4名からな
るアーティストユニット。肉体の衝突を起
点とする独自の哲学の下、格闘技やスポー
ツを思い起こさせる即興パフォーマンスや
写真・映像作品制作、雑誌の編集などを
行っている。

日時 / ①26日13:00～18:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②27日13:00～18:00 ＊途中休憩あり 
集合場所  / 能勢妙見山 信徒会館 星嶺 
定員 / 20名 
対象 / 小学校高学年以上 
注意事項 / 動きやすい格好でお越しください（汚れる可
能性もあるので念のため着替えも持ってきてください） 
持ち物 / タオル、水・お茶など 
参加費 / 1000円 

遊びを作る方法

伊藤 存

日時 / ①26日13:00～17:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②27日13:00～17:00 ＊途中休憩あり 
集合場所  / 旧よろず屋旅館 
定員 / 15名 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 汚れてもよい格好でお越しください。 
持ち物 / 特になし 
参加費 / 1000円 

自然に恵まれた妙見山にはどんな生き物たちが住ん
でいるのでしょう？彼らの存在を考えながら山を散
策して、じっさいの大きさを想像して生き物を描い
てみましょう。 

妙見山で描こう

参加者同士、妙見山との関係性の中から、体をつかっ
た表現を生み出すワークショップ。普段気づかない
自分の体の動きや反応を体感していきます。 

伊藤存 / アーティスト 

人間の知覚の外側の世界と人の内なる世界との関
係に関心のもと作品制作を続けている。近年では、
私達の認識の外部に存在する生物、事物、現象に
目をむけ、それらと自己との関係を探るプロジェク
ト「生き物調査」に取り組み、巨大な岩を連想さ
せる一部に刺繍を用いた立体作品など、独自の表
現方法を構築している。 

妙見エリア  |  8月26日（土）・27日（日）

撮影:コンタクトゴンゾ
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ニシジマ・アツシ+村井啓哲

村井啓哲 / サウンドアーティスト 

１９６２年生まれ。エレクトロニクスの非
制御的操作に基づくサウンド・パフォーマ
ンスを行う。 

日時 / ①26日13:00～18:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②27日13:00～18:00 ＊途中休憩あり 
＊終了時刻は状況にあわせて短くなることがあります 
集合場所 / 妙見の森リフト　妙見山のりば 
定員 / 40名 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴） 
注意事項 / 歩きやすい格好でお越しください。 
持ち物 / 筆記用具。雨天の場合はレインコート 
参加費 / 1000円 

森の音の音楽会

大西 伸明

日時 / ①26日13:00～18:00 ＊途中休憩あり 
日時 / ②27日13:00～18:00 ＊途中休憩あり 
集合場所 / 旧よろず屋旅館 
定員 / 20名 
対象 / 小学校高学年以上 
注意事項 / 汚れてもよい格好でお越しください。 
持ち物 / エプロン、マスク 
参加費 / 1000円

妙見山の石をプラスティックで型取りしたものに彩
色するワークショプ。石と向き合い、石の色や模様
を絵の具で丁寧に写すことで、リアルな石が完成し、
また写す人の個性が現れてきます 

写石

妙見山の山頂付近に1万年前からあり続けるブナの
原生林で「音」を集め、そこから「音楽」を作って
遊んでみましょう。 

大西 伸明 / アーティスト 

版画技法の特徴である、複数性と単独性を同時に
有する構造を起点に、樹脂による型取りや版画技
法を用いて、日常身の回りに存在する物体の表面
を剥ぎ取りつつ再生産する。卓越された技術を駆
使し、精巧に彩色を施すことで、あたかも本物と
見紛うばかりの別の物体・マルチプルを制作し、
相反する方向を同時に遂行することによって引き
裂かれた状態のままオブジェとして表現する。 

妙見エリア  |  8月26日（土）・27日（日）

ニシジマ・アツシ / サウンドアーティスト 

海外でも幅広く活動を行うサウンドアーティ
スト。国内外を問わず、展覧会や演奏活動
を精力的に展開している。 
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妙見エリア  |  8月26日（土）・27日（日）

日時 / 各エリア開催日に実施 
集合場所  / 各エリア会場にて 
定員 / なし（参加自由） 
対象 / 誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同
伴） 
注意事項 / 妙見エリア以外でも実施しています。 
持ち物 / 特になし 
参加費 / 無料 

曼荼羅のような、星座盤のような地域の時間と空間と
生活と神話をマッピングした地域の小宇宙マップを制
作する。 

妙見★時空マップ 
~小宇宙の星の地図~ 

植田観肇 × 朝岡あかね

朝岡 あかね 

ロンドン大学で美術を専攻後、フランス、グルノー
ブル高等美術学院にて修士課程を修了。欧州各地
や国内で作品を発表。文化庁芸術家在外研修員と
して同時多発テロ直後の北米に滞在。2004年か
ら2011年まで東京にてアートスペースRED CUBE 
を主宰。現・堺アルテポルト黄金芸術祭ディレク
ター。 

植田 観肇 
日蓮宗霊場 能勢妙見山 真如寺　副住職 
能勢妙見山ブナ守の会　事務局長 

２００７年世界三大荒行堂の一つといわれる日蓮宗
大荒行堂初行に入行、寒一百日間の結界修行を成満。
2013年日蓮宗大荒行堂第参行に進み成満。また、妙
見山に一万年前から残るブナ林を守る「能勢妙見山
ブナ守の会」創設メンバーのひとり。 


