Yoshinari Nishio Peoples House Buttons / Rain

古都祝奈良 ─ 時空を超えたアートの祭典｜ならまちアートプロジェクト

西尾美也
《人間の家》
《ボタン／雨》
Yoshinari Nishio People s House Buttons / Rain

「古都祝奈良 ─ 時空を超えたアートの祭典」参加アーティストの
［土］
［土］
と、8月13日
に実施します。
西尾美也さんによるプロジェクト説明会を、8月6日

西尾美也さんは服を用いて様々な作品を制作してきました。
《人間の家》
と
《ボタン／雨》
を展示します。
今回はならまちの会場2カ所を使って、
その制作のために、不要になった古着と、
ボランティアの制作スタッフを募集しています。
まずはプロジェクト説明会にお気軽にお越しください。

［プロジェクト説明会］
西尾美也さんご本人から、
これまでの作品紹介や、
今回のプロジェクトについてお話いただきます。
日時

｜2016年 8月6日［土］16:30 ─17:30
2 ｜2016 年 8月13日
［土］
13:00 ─14:00

1

場所

古都祝奈良インフォメーションサロン［奈良女子大学 奈良町セミナーハウス］

対象

どなたでもご参加いただけます

参加費

無料｜申込不要

問い合わせ先

asakawa@artfront.co.jp［担当：浅川］

作品のための古着を募集します！
［火］
［日］
募集期間─ 2016 年 8月2日
─ 8月21日

募集するもの─大切だけれど着られなくなった服
●

（服は加工されます）
靴や鞄、
ベルト、帽子、
アクセサリーなどの服飾品は除く｜● 返却不要で、無償提供できるもの

回収方法─下記に設置されている古着回収ボックスまで直接お持ちください
回収ボックス設置場所─ならまちセンター1F エレベーター前｜9:00 ─19:00｜月曜休館

ボランティアの制作スタッフを募集します！
対象─ 服やアートが好きな方、手芸や工作が得意な方、写真や映像撮影を趣味にされている方、
研究対象としてのアートプロジェクトに興味のある方など。年齢・経験不問です。
（古着を切ってミシンで縫い合わせたり、
ボタンをテグスに結びつけたり）
内容─ 作品づくり
の他、

写真や映像による活動記録、会期中に行う活動を一緒に考えるミーティングなど。
［火］
［木］10:00 ─16:30｜● 出入り自由
制作期間─ 2016年 8月16日
─ 9月1日

活動場所─公納堂町の路地奥
申込方法─下記アドレスの、NARA-SHIP サポートクルー登録フォームより、
「西尾美也アートプロジェクト希望」
とお書き添えの上、お申込みください。

https://secure.culturecity-nara.com/supporter/form/

古都祝奈良 ─ 時空を超えたアートの祭典とは？

民参加型の公開制作を行います。具体的には、
ならまちの

日本、
中国、韓国の3か国で、文化による発展をめざす都市を各国

住民から古着を集め、
四角に切り抜いてつなぎ合わせ、人
が集えるパッチワークの家を作ります。また、
その過程で古
着から取り外したボタンは、
鎮宅霊符神社に奉納します。そ
こではボタンが、
天体／雨となって展示されます。

1 都市選定し、
各都市が行うさまざまな文化プログラムを通して交流
を深める国家プロジェクト
「東アジア文化都市」。本年、
日本は奈良
市、
中国は寧波市、韓国は済州特別自治道が選ばれました。
この「東アジア文化都市 2016 奈良市」
のコア期間プログラムとして
（ことほぐなら）─ 時空を超えたアートの祭典」
「古都祝奈良
を開催しま

服を集めたり、
切ったり、
つなげて巨大化したり、
雨ざらしにし

す。奈良時代の都の中心地である平城宮跡、古都奈良を象徴す

たり、
ボタンを奉納したり……。祈りや占い、
あるいは古都

る社寺や江戸後期からの伝統的なまちなみが残るならまち等を舞

奈良であるからこそ現在も営まれているさまざまな価値創造
的な行為に着目し、
服の使い方や意味に変更を加えること

台に、
「舞台芸術」
、
「美術」
、
「食」の3つの部門を中心に様々なプロ
グラムを展開します。

で、現代のファッション産業や資本主義社会に象徴される
目的合理的な行為を相対化してゆきます。
─西尾美也
─
開催概要
名称：古都祝奈良 ─ 時空を超えたアートの祭典
［土］─ 10月23日
［日］
期間：2016 年 9月3日

会場：平城宮跡、東大寺、春日大社、興福寺、元興寺、大安寺、
薬師寺、唐招提寺、西大寺、
ならまち、
なら100 年会館 等
料金：プログラムにより、料金が必要な会場があります
主催：奈良市、
「東アジア文化都市 2016 奈良市」実行委員会

西尾美也｜Yoshinari Nishio

共催：文化庁

1982年奈良県生まれ。美術家。奈良県立奈良高等学校を卒業

ウェブサイト：http://culturecity-nara.com/kotohogunara/

後、東京藝術大学美術学部先端芸術表現科に入学。2011年、

─

術）
（ケニア共和国ナイロビ）
。文化庁芸術家在外研修員
等を経て、現

在、奈良県立大学地域創造学部専任講師。装いの行為とコミュ
ニケーションの関係性に着目し、
市民や学生との協働によるプロジェ
クトを国内外で展開。六本木アートナイト2014ではテーマプロジェク

「東アジア文化都市 2016 奈良市」実行委員会事務局
〒630-8362 奈良市東寺林町 38
（奈良市東アジア文化都市推進課内）
ならまちセンター

design: yuzo kariya / neucitora

（美
東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。博士

TEL: 0742-27-0120｜FAX: 0742-27-0121
Email: culturecity-nara@city.nara.lg.jp

トを手がけ、六本木ヒルズ、
東京ミッドタウン、国立新美術館の三カ
所に大規模なインスタレーションを発表した。2016年は、
あいちトリ
近鉄奈良線

品を発表している。

近鉄奈良駅

http://yoshinarinishio.net/

興福寺

公納堂町の路地奥

江戸時代から昭和初年まで呉服商が
営まれていた跡 地で、現 在は格 子 戸の

ならまちセンター

下御門商店街

なら工藝館
奈良町からくりおもちゃ館

奥に続く 路 地の西 側に町 家を改 修し
た店 舗が並んでいます。奥 行の深い奈

猿沢池

を使って、公開制作と展示を行います。

三条通

良町の敷 地らしく、路 地の最 奥には蔵
が残る広い空間があります。この空間

もちいどのセンター街

やすらぎの道

上｜鎮宅霊符神社での
︽ボタン ／雨︾
展示イメージ

元興寺
今西家書院

奈良女子大学
奈良町セミナーハウス

古都祝奈良
インフォメーションサロン

ならまち格子の家

奈良町にぎわいの家

音声館

杉岡華邨書道美術館

鎮宅霊符神社

かつて多くの陰陽師が居住していたと
される陰 陽町にある神 社で、江戸 時

代に幕府から暦の出版を許された陰
によって守られてきました。
陽師︵暦氏︶
坂道の頂上にあり、暦に欠かせない北

極星を正面に見ることができる場所
とも言われています。

年｜撮影：齋藤剛

2
0
1
0

東向商店街

エンナーレ、
さいたまトリエンナーレにも参加するなど、全国各地で作

下｜参考作品：西尾美也︽人間の家
［家］
︾

Yoshinari Nishio Peoples House Buttons / Rain

かつて呉服商が営まれていた公納堂町の路地奥では、
市

