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作品展示

10/11（Wed.）〜10/21（Sat.）

2017

Exhibition

アーティストと作品／Artists and Works

開催時間／Date and Time

南野 馨「Untitled 1103」

＜飲食を伴います＞

KAJIKASOU

1 Minoh Kajikasou

MINAMINO Kaoru

2 ゆずるの足湯

一色 智登世「SEED」

Yuzuru no Ashiyu (Footbath)

3

瀧 弘子「 うつしみ - 弁天 -」

屋外展示（対岸より鑑賞）

ヴォワイヤンプロジェクト
「屋根の上のヴォワイヤン」
Voyant Project 後見人・今井祝雄 IMAI Norio

2 ゆずるの足湯（屋根の上に展示）

Yuzuru no Ashiyu (Rooftop of Yuzuru's Footbath)

Performance

素我螺部 「スカラベ×箕面の大滝〜Ru〜」
藤井泉＋宮原由紀夫によるダンスユニット

10 大滝前 15：00〜（約25分）

ヴァイオリン演奏：山中 裕平 YAMANAKA Yuhei

7

10/21
（土）

琴の家 11：00〜（約45分）
Kotonoya

＜対岸より鑑賞＞

山本珈琲の前の橋を渡り
流れに沿って約3分

佐久 間新 「白い光2」

SAKUMA Shin

10/21
（土）

11 聖天宮 西江寺集合 12：45
聖天展望台 13:00〜
Syoden Tenbodai

6 瀧安寺前広場 14：00〜

Square by the Ryuanji Temple

10 大滝前 16：00〜16：30(終了予定）
Minoh waterfall)

「白い光」
をより楽しむ為に！

箕面の森アートウオーク2015年での壮大なパフォー
マンス、
「白い光」
の準備から当日のパフォーマンスをイ
ラストマップと写真、
メモ等で収録した貴重な記録集。
（B
３サイズ巻き3つ折り）

配布場所／アートウオーク案内所、
瀧安寺、西江寺、行者そば（花畑商店）

koyo

西江寺から
登り約15分

11
聖天展望台

Minoh no Mori Artwalk, Artist-guided Tour by Yoichi Nakama

美術家 仲摩洋一と巡る

10/14 箕面の森アートガイドツアー ？
（土）

時間／13:30
（集合）〜15:30頃
（滝前解散）
集合場所／アートウォーク案内所

参加自由
無料

参加自由
無料

ワークショップ Workshop
10/14
（土）

わかばプロジェクト / 仲摩洋一

NAKAMA Yoichi

「イノチとヒカリとカミガミと」

みんなで巨大絵画を制作しよう！
6 瀧安寺前広場 10：30〜12：00
Square by the Ryuanji Temple

誰でも参加可能（小学校低学年以下は保護者同伴）
汚れてもよい恰好でお越しください。
持ち物／特になし

（土）

6 瀧安寺前広場 14：00〜16：00

松山 淳「立体曼荼羅のまち」
の作品の一環として開催。
天王寺学館高等学校芸術コース・美術部

音羽山荘●

展望エレベーター

アートウオーク案内所

Information

樋口酒店●
久國紅仙堂●

10/9
体育 の日

アートウォーク案内所

？ 展望エレベータ前広場

11 集合場所

聖天宮 西江寺
Saikoji Temple

？

2

ゆずるの足湯

Yuzuru no Ashiyu (Footbath)
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Minoh Kajikasou

交番●

阪
急
箕
面
駅

「踊り出すからだ作り」

9/18
敬老 の日 ※雨天時 西江寺 聖天閣

●橋本亭

1 KAJIKASOU

佐久間 新「白い光2」プレイベント

12 :00 〜
（約2時間）
聖天展望台

3

展望エレベーター前広場

透明ビニールシートをキャンバスに人を描くワークショップ。

ワークショップ

梅屋敷
4 Umeyashiki

大江戸温泉物語
箕面観光ホテル・箕面温泉スパーガーデン
ooedoonsen
minoh hotel & spagarden

＊雨天順延/詳細につきましてはHP、
Facebookでご確認ください。

10/14 「往来記プロジェクト」

Shoten
Viewing Deck

箕
面
滝
道

（展望エレベーター前広場）
途中参加、退場もOK! お気軽に参加下さい。

協力・北摂こども文化協会 協賛・ホルベイン工業株式会社

酒井 エル 「水陰に差す」

5
紅葉

10：00〜17：00

Minoh waterfall)

L. SAKAI

昆虫館●

野外展示

8 Minoh Takimichi-mountain path KOIZUMI Mitsuko
岡本 光博「ドザえもん」
箕面滝前ギャラリー
9 The
gallery in front of waterfall
OKAMOTO Mitsuhiro

（日）

Square by the Ryuanji Temple

琴の家の庭にて作品を体感！「中庭 Lost展」10/14日（土）
・15日（日）11：00〜17：00

滝道沿いのフェンス（つる家〜滝） 小泉 光子「いにしえ君と一緒に歩こう」

10/15

●時習堂

Ryuanji Temple

瀧安寺前広場 6

木村 奈央「 Lost」

7 琴の家対岸
●山本珈琲

箕面山
瀧安寺

※箕面温泉スパーガーデン内展示 ＜入場料＞
●10：00〜18：00 平日：1,580円 土日祝：1,980円
●18：00〜／平日：980円 土日祝：1,280円（税別）

10：00〜17：00

KIMURA Nao

●姫岩

琴の家

10：00〜23：45 ＜ロビー展示は無料＞

松山 淳「立体曼荼羅のまち」

MATSUYAMA Jun

つる家
修業古場

Kotonoya

10：00〜17：00

TAKI Hiroko

琴の家
7 Kotonoya

Minoh Takimichi
-mountain path

●10:00〜16:00
（平日）
●10:00〜17:00
（土日祝）

ISSHIKI Chitose

梅屋敷
4 Umeyashiki
紅葉
5 koyo

SCARABE

●唐人戻岩

●ランチ11:00〜15:00●カフェ15:00〜16:30
（L.o16:00)
●ディナー17:00〜22:00
（L.o21:00) ●11日水曜は定休

大江戸温泉物語
橋本 修一「 風景の風景〜箕面ドリーム〜」
箕面観光ホテル・箕面温泉スパーガーデン HASHIMOTO Shuichi
Ooedo Onsen
Minoh Kanko Hotel

パフォーマンス

8

時間：10：00〜17：00 （※会場によって異なります。）

滝道沿いのフェンス

地図番号 会場／Venues

9 大滝前
Minoh waterfall

素我螺部 「スカラベ×箕面の大滝〜Ru〜」10

佐久 間新 「白い光2」 6 10 11

Minoh no Mori Art Walk 2017

10

10 :00 〜
（約2時間）
瀧安寺前広場

バスロータリー

中
之
坂

●行者そば

※小雨決行（カンパ制）

10：00〜17：00

※アーティスト、
パフォーマンス、
ワークショップ等の詳細は中面をご覧下さい。

＊最新情報、
荒天時順延等はHP、
Facebookでご確認ください。

公式ホームページ www.artwalk.tank.jp

箕面の森アートウォーク実行委員会
連絡先

minoh@artwalk.tank.jp

〒562-0043 大阪府箕面市桜井２-１０-５＜阪急桜井市場＞
コンテンポラリーアートギャラリー
内
Phone 080-3106-3177
http://www.art-gallery-zone.com/

●総合プロデュース： 中谷 徹、
中谷 雅代（コンテンポラリーアートギャラリーZone）
●リーフレットビジュアル＆デザイン： 橋本 修一 ●テーマ俳句： 梶山尚星

