
【参加メンバー●プロフィール】

●立花文穂（アーティスト／グラフィックデザイナー）
1968年 広島県生まれ。   文字、紙、本を主な素材やテーマに作品を制
作し、国内外で発表。東京TDC賞やブルノ国際グラフィックデザイ
ンビエンナーレグランプリ（チェコ）を受賞するなど、グラフィック
デザインの分野でも評価が高い。個展に「デザイン　立花文穂」展
（ギンザ・グラフィック・ギャラリー、2011年）他。グループ展に  MOT
アニュアル2008「解きほぐすとき」展（東京都現代美術館、2008 年）、
「風穴」展（国立国際美術館、2011年）などがある。2007年より自ら
責任編集とデザインを手がける不定期刊行物『球体』を始め、現在6
号まで刊行している。著書に『かたちのみかた』、『Leaves　立花文穂
作品集』（誠文堂新光社刊）。女子美術大学教授。

●荒木信雄（建築家）
1967年 熊本県生まれ。1990年 西日本工業大学建築学科を卒業。
1997年 The Archetype を設立。現在、西日本工業大学客員教授。
住宅、オフィス、ギャラリー、ショップなど多岐にわたる設計を行う。
クライアントには国内外で活躍するクリエーター、アーティストのほ
か、個人から企業までと幅広い繋がりをもつ。 actp.co.jp

●石田 千（作家）
1968 年 福島県生まれ、東京都育ち。國學院大學文学部卒業。
2001年『大踏切書店のこと』により第一回古本小説大賞受賞し、執
筆活動をはじめる。2016 年『家へ』で第三回鉄犬ヘテロトピア文学
賞受賞。近著に『箸もてば』（新講社）がある。

●高山なおみ（料理家／文筆家）
1958 年静岡県生まれ。レストランのシェフを経て料理家に。文筆家
としての顔も持つ。著書に『日々ごはん①～⑫』、『帰ってきた 日々ご
はん①～③』、『料理＝高山なおみ』、『ウズベキスタン日記』など多数。
絵本に『どもるどだっく』、『くんじくんのぞう』（共に絵・中野真典）が
ある。神戸在住。http://www.fukuu.com/

●長崎訓子（イラストレーター）
1970 年東京都生まれ。書籍の装画や挿絵、絵本、漫画、映画に関す
るエッセイなど多方面で活動中。漫画の作品集に『Ebony and Irony
短編文学漫画集』、『MARBLE RAMBLE 名作文学漫画集』（第 19 回
文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査委員会推薦作品）（ともにパイ
インターナショナル）がある。女子美術大学准教授。

●齋藤圭吾（写真家）
1971 年東京都生まれ。スタジオ勤務を経て、独立後、雑誌や書籍、
広告など様々なメディアで活躍している。主な仕事に『新装・高山な
おみの料理』（角川書店）、『ボタニカ問答帖』（京阪神エルマガジン社）
など。写真集に『melt saito keigo』（立花文穂プロ.）。

●ワタナベケンイチ（イラストレーター）
1976 年東京都生まれ。1998年 HBファイルコンペ特別賞。2000年
HBファイルコンペ藤枝リュウジ賞。雑誌や書籍の挿絵などを中心に
ワークショップなどもしている。右利き。

●ナイジェルグラフ（グラフィックアーティスト）
1976 年東京都生まれ。広告、CDジャケット、書籍などを手掛ける。
主な作品に雑誌、POPEYE の表紙イラストや企業会社の手描きロゴ
など。またファッションブランドとは数々のコラボを発表している。
http://www.naijelgraph.com

●テニスコート（コントユニット）
2003 年武蔵野美術大学在学中に、神谷圭介、小出圭祐、吉田正幸の
3人で結成。シニカルな視点から哀愁を帯びた古典的とも新鋭的とも
とれるナンセンスコメディを展開したりする。http://tenusugawa.com

●中野浩二（彫刻家）
1977 年岩手県生まれ。2000 年東京造形大学卒。一貫して“人体”を
モチーフにした彫刻作品を発表。主な個展に、『現れた骨格』（2010、
ギャラリーKINGYO）、『NAKANO KOJI SCULPTURE』（2011、roid
works gallery、gallery FuTaBa）、『Quick』（2010、XYZ collective）。

●コンタクトゴンゾ（パフォーマンス集団）
2006年大阪市にて結成し、国内外で活躍するパフォーマンス集団。
肉体の衝突を起点とする独自の牧歌的崇高論を樅築し、 即興的なパフ
ォーマンス作品や、 映像、 写真作品の制作、 マガジンの編集などを行う。
2011 年より公益財団法人セゾン文化財団助成対象アーティスト。

●片貝葉月（アーティスト）
1983年神奈川県生まれ。武蔵野美術大学大学院空間演出デザインコー
スを修了後、2015 年より作家活動を開始。自らの身体を媒体として
生まれる事象をテーマに、身近な素材や即興的な手法を用いた作品を
制作している。http://hazukikatagai.com

●藤丸豊美（アーティスト）
1987 年大分県生まれ。2010 年女子美術大学ヴィジュアルデザイン
専攻卒業。編み物を中心にした作品を制作。2017年Cite Internatio-
nale de Arts(パリ) にて 2ヶ月の滞在制作、展示。
http://fujimarutoyomi.com

●葛西絵里香（アーティスト）
1982 年神奈川県生まれ。女子美術大学短期大学部専攻科を修了。
「彫る」という行為から生まれる表現の可能性を追求し、微細な線や
網点・文字を彫り込んだ版による作品を制作している。2014年、ヨ
コハマトリエンナーレ 2014 に参加。

●伊勢克也（アーティスト）
1960 年岩手県生まれ。自然や風景、人工物など、あらゆるかたちを
テーマに作品を制作。2012 年からスタートしたポーランドでの日本
庭園プロジェクト「Ogród japoński w Katowice」を継続中。作品集
に『家について』（立花文穂プロ.）、『家家』（六耀社）がある。
女子美術大学教授。

●島 武実（作詞家、音楽家）
1946 年東京都生まれ。1978年に PLASTICS に参加。日本のバンド
として初の世界リリースとワールドツアーを行う。作詞家として『硝
子坂』（高田みづえ他）、『わな』（キャンディーズ）など多くのヒット
曲を手がける他、小説、音楽プロデューサー、クリエイティヴ・ディ
レクターなど様々な分野で活躍。

●仲條正義（グラフィックデザイナー）
1933 年東京都生まれ。1956 年東京藝術大学美術学部図案科を卒業
後、資生堂宣伝部、デスカを経て 1961年仲條デザイン事務所設立。
主な仕事に 40年以上にわたった資生堂『花椿』誌のアートディレク
ション、資生堂パーラーのロゴタイプ及びパッケージデザイン、『暮し
の手帖』誌の表紙イラストなどがある。女子美術大学客員教授。

【お問い合わせ】
アートエリアB 1事務局
E-mail：mail@artarea-b1. jp ／TEL：06-6226-4006（12:00～19:00）
休館：月曜（祝日の場合は翌日）、12/28～1/3

【会場アクセス】
京阪電車中之島線「なにわ橋駅」地下1階コンコース●地下鉄
「淀屋橋駅」「北浜駅」から徒歩約 5分●「なにわ橋駅」①出入口
が最寄りとなります。　※直通のエレベーターはございません
ので、車いすでお越しの場合は、あらかじめアートエリアB1まで
ご連絡いただきますようお願いいたします。

［会場アクセス］

〒530-0005大阪市北区中之島1-1-1
京阪電車なにわ橋駅地下 1階

主催＝アートエリアＢ１
企画制作＝大阪大学21世紀懐徳堂／ＮＰＯ法人ダンスボックス
助成＝損保ジャパン日本興亜「SOMPO    アート・ファンド」
　　　（企業メセナ協議会 2021 Arts Fund）／大阪市
　　　／芸術文化振興基金
協力＝京阪電気鉄道（株）



●アートエリア B1とは…
京阪電車中之島線建設中の2006年
から、企業・大学・NPO法人が協同で、
都市空間における駅の新たな可能
性を模索する「中之島コミュニケー
ションカフェ」を実施。これを継承し
て2008年 10月の中之島線開業を機
に、なにわ橋駅の地下1階コンコース
に「アートエリアB1」を開設しました。
ここでは様々なプログラムを実施し、
「文化・芸術・知の創造と交流の場」
となることを目指しています。

【ワークショップ】　
「電車になってみよう」
様々な風景の中を駅から駅へ、街から街へと走り抜ける電車。このワー
クショップでは、イラストレーターのワタナベケンイチさんと一緒に、
自分が電車になって、からだ全体で想像して表現してみよう。
日時＝11 月 5 日（日）午前の部 10:30～12:30 ／午後の部 13:00～15:00
講師＝ワタナベケンイチ（イラストレーター）
参加費＝500 円＋電車賃実費負担（材料費込み）
定員＝各回 15 名程度（要事前申込、先着順）
対象＝3 歳以上（未就学児の方は、保護者と一緒にご参加ください）
※電車に乗って、街歩き、散歩を予定しています。電車賃は、実費をご
　負担ください。（雨天決行）

【オープニングトーク＋ライヴ】
「立花文穂、STATION TO STATIONを語る」
鉄道芸術祭 v o l. 7「STATION TO STATION」では、メインアーティストの立花
文穂と雑誌「球体」の参加メンバーが京都と大阪、ポルトガルのポルトと
リスボンを鉄道で旅することから企画展が始まりました。オープニングで
は、その発想の源となった天正遣欧少年使節やリサーチの旅、そして異な
る都市、文化、国、時代を巡る「STATION TO STATION」について本展運営委
員で出品作家でもあるコンタクトゴンゾの塚原悠也を聞き手に語っていた
だきます。さらに、日々の風景を時に熱く、時に優しく歌う畑俊行による
ソロユニット「太陽バンド」によるミニライヴを開催します。
日時＝11月 11日（土）14:00～16:00
定員＝50名程度（当日先着順、入退場自由）
ゲスト＝立花文穂（鉄道芸術祭 v o l. 7メインアーティスト）
聞き手＝塚原悠也（コンタクトゴンゾ、アートエリアB1運営委員）
ライヴ＝太陽バンド（www.taiyo-band.com）

【電車公演】
「電車と食堂とコントと」
電車公演は、走行する電車を舞台にしたプログラムです。近年、
国内では希少となった食堂車やお座敷列車へのオマージュを込
めて、本公演では、料理家、文筆家として活躍する高山なおみ
さんとシニカルな視点から哀愁を帯びたナンセンスコメディを
展開するコントユニット、テニスコートがゲストとして乗車し、
一回限りの特別電車「電車と食堂とコントと」を、発車します。
日時＝12 月 3日（日）受付 13:30～14:00／
　　　　　　　　　   乗車 14:25～16:08 
出演者＝高山なおみ（料理家、文筆家）、
　　　　テニスコート（コントユニット）
参加費＝前売 3,000円／当日3,500円（特別切符、限定冊子付）
未就学児 無料（特別切符、限定冊子は付きません）
定員＝120 名（要事前申込・先着順）
受付場所＝京阪電車中之島線「中之島駅」改札口外
会場＝京阪電車貸切電車内
［車内パフォーマンス／
　 14:25 中之島駅発〜（樟葉駅折り返し）〜16:08なにわ橋駅着］
※改札口外での受付となりますので、各駅から「中之島駅」までの
　運賃は別途必要です。

【使節団トーク】
「車窓の旅 ~ポルトガル編」
日本が戦乱の世から統治へと向かう時代、欧州の文化や近代技術を日本へ
伝えるため 4名の少年と随行者からなる「天正遣欧使節」がポルトガルに
派遣されました。本展では、メインアーティストの立花文穂と建築家の荒
木信雄、作家の石田千、料理家で文筆家の高山なおみが現代の使節となっ
て、ポルトガルへ赴き、ポルト─リスボンを鉄道で旅
しました。この使節団トークでは、それぞれの視点
から見つめたリサーチ旅行と展覧会について、お
話をお伺いします。
日時＝12 月 3日（日）16:30～18:30
定員＝50名程度（当日先着順、入退場自由）
ゲスト＝荒木信雄（建築家）、石田千（作家）、
　　　   高山なおみ（料理家・文筆家）、
　　　　立花文穂（鉄道芸術祭 v o l. 7メインアーティスト）

【お申し込み・お問い合わせ】
●お申し込み方法＝メール、お電話、アートエリア B1ウェブサイトのチケッ
ト予約フォームよりお申し込みください。［ご希望のプログラム名、日時、
参加者氏名、参加人数、当日連絡が取れる連絡先］をお知らせください。
●お申し込み・お問い合わせ先＝
E-mail：mail@artarea-b1.jp（件名に「イベント予約」とご記入ください）
TEL：06-6226-4006（受付時間 12:00～19:00、月曜（祝日の場合は翌日）休館）
予約フォーム：https://secure4092m.sakura.ne.jp/artarea-b1.jp/ticket/

※会期中には、トークやギャラリーツアー等、 多彩な関連プログラムを
　展開します。 最新情報は、アートエリアB1ウェブサイト にてご確認く
　ださい。
※会期中、別プログラムの開催に伴い、一部の展示をご覧いただけない
　場合があります。詳しくは、アートエリアB1までお問い合わせください。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※事前申込制のプログラムは、定員に達し次第、受付を終了いたします。


