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SIAF2014のプログラム「フェスティバルFUKUSHIMA!北3条広場で盆踊
り」を契機に例年開催されている「さっぽろ八月祭」。8月4日（金）・5日（土）
の開催となったこのイベントの2日目の5日をSIAF2017前夜祭と位置づけ、
実施しました。大風呂敷を通常のアカプラだけでなく赤れんが庁舎（北海
道庁旧本庁舎）まで広げ、その上をゲストディレクター大友良英の指揮のも
と、多くの市民と共にパレードしました。パレードがアカプラに到着した後
には、誰でも参加ができるオーケストラSAPPORO!がスタート。大友ゲス
トディレクターだけではなく、実行委員会会長・札幌市長 秋元克広、クリス
チャン・マークレーもオーケストラの指揮に参加しました。

アーティストインタビューの公開収録と21時からのライブ
イベントを札幌の特設会場から5回にわたり配信しました。

Eve of SIAF2017: Sapporo August Festival
Venue: Sapporo Kita 3-jo Plaza "AKAPLA"

Since the Festival Fukushima! Bon Dance at Kita 3-jo Plaza 
in SIAF2014, the Sapporo August Festival has been held 
every year. This year's August Festival was held on August 
4 and 5. The second day was positioned as the eve of 
SIAF, and a special event was organized. Large furoshiki 
were spread not only in AKAPLA but also areas leading 
to the Former Hokkaido Government Office Building, and 
many local residents paraded on the large furoshiki under 
the direction of Guest Director Otomo. After the parade 
reached AKAPLA, the Orchestra Sapporo, in which any-
one could participate, started to perform. Not only Otomo 
but also Executive Committee President/Sapporo Mayor 
Akimoto Katsuhiro and Christian Marclay conducted the 
orchestra. 

The artist interviews were recorded in front of an audience 
followed by live performances at 21:00, and they were 
streamed live from a special studio in Sapporo for 5 times.

会場：札幌市北3条広場（アカプラ）

会場：CAI02

出演：クワクボリョウタ｜聞き手：畠中 実 （ICC 主任学芸員）

トーク：Sachiko M｜聞き手：畠中 実（ICC 主任学芸員）
ライブ：Sounds from OPEN GATE with Sachiko M～
DOMMUNE JACK version

SIAF2017前夜祭
｢さっぽろ八月祭2017｣

「THE 100 JAPANESE CONTEMPORARY ARTISTS
season 5 / #035 クワクボリョウタ」

DOMMUNE UNIVERSITY OF  THE ARTS

Asian Sounds Research / OPEN GATE 2017
"DOMMUNE JACK" SPECIAL!! 
OPEN GATEからOPEN GATE 2017まで 
Asian Sounds Research Special Talk Session.

「DOMMUNE SAPPORO!」 DAY1

｢DOLIVE!」 DAY1

8/5
土｜Sat.

8/5
土｜Sat.

SIAF2017 Opening Ceremony
Venue: Moerenuma Park

Committee President/Sapporo Mayor Akimoto Katsuhiro declared the 
opening of SIAF2017 in Moerenuma Park. The artists exhibiting their works 
in Moerenuma Park also participated in the ceremony.

ゲストディレクター大友良英と実行委員会会長・札幌市長 秋元克広が開幕
を宣言しました。モエレ沼公園会場の出展作家も参加しました。

会場：モエレ沼公園

SIAF2017 オープニング

8/6
日｜Sun.
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クリスチャン・マークレーと大友良英によるオープニングライブ。1986年の初
来札以来、公私に渡って交流を続けて来た二人が、札幌で拾ったガラクタ（found 
objects）を楽器に即興演奏を試みました。

Christian Marclay and Otomo Yoshihide have known 
each other both professionally and personally since 
1986 when Marclay visited Sapporo for the first time. 
They gave an impromptu performance with the found 
objects they picked up in Sapporo.

クリスチャン・マークレー＋大友良英
「Found Objects」　

Christian Marclay + Otomo Yoshihide:
Found Objects

8/6
日｜Sun.

会場：金市舘ビル
Venue: Kinichikan Bldg.

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：中村 としまる、高島 連、高橋 幾郎 ほか

出演：いがらしゆみこ、札幌の漫画家たち、福津 京子

合格点

狸小路TV   連続漫画ライブ

公開ワークショップ  会場：札幌市立北九条小学校

公開ワークショップ  会場：札幌市立北九条小学校

会場：円山公園｜出演：山道 陽輪、堀江 純子（一般財団法人アイヌ民族博物館 
学芸課）、マユンキキ

会場：札幌市電｜ゲスト：和田 哲（街歩き研究家）、札幌LRTの会

出演：中田 美知子、和田 由美、中島 洋

ひろがれコタンワークショップ#01 めちゃクチャOPENING

市電放送局JOSIAF   都市と市電と札幌人

狸小路TV   オープニング放談 「Viva!札幌 Viva! 狸小路」

コタンペップロジェクト

ノイズ電車関連企画

会場：CAI02
「DOMMUNE SAPPORO!」 DAY2

会場：大漁居酒屋てっちゃん  ※以降、会期中、水・日を除く毎日開催
大漁居酒屋てっちゃん 店内ツアー

出演：札幌の子どもたち、テニスコーツ、福津 京子
狸小路TV   北海道のハロウィン「ローソクだーせ」中継

会場：札幌市資料館 2階 SIAFラボミーティングルーム｜出演：SIAFラボ
キャンプの為のテント制作ワークショップ
CAMP SITE PROJECT「裏庭」

出演：島口理事長、牧浦専務理事、松山常務理事、福津 京子
狸小路TV   狸小路商店街新役員座談会

さっぽろコレクティブ・オーケストラ

さっぽろコレクティブ・オーケストラ

会場：札幌市電
出演：中村 としまる、高橋 幾郎

ノイズ電車 SAPPORO 2017

会場：札幌市立北九条小学校

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
モデレーター：吉崎 元章
登壇者：小室 治夫（杉山留美子基金代表 / JRタワー
ARTBOXディレクター）、佐藤 友哉

公開ワークショップ

北海道美術史［1977-2017］フォーラム　

さっぽろコレクティブ・オーケストラ

アートとリサーチセンター

出演：新倉屋 斎藤会長、吉原 稿浩
狸小路6丁目座談会
狸小路TV

会場：札幌市資料館 2階
SIAFラボミーティングルーム
出演：SIAFラボ

キャンプの為のテント制作
ワークショップ

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

会場：札幌市資料館 1階刑事法廷展示室
出演：テニスコーツ、山田 真歩（女優）

みんなで音楽劇をつくろう
テラコヤーツセンター「土砂」

会場：札幌市資料館 2階 SIAFラボミーティングルーム｜出演：SIAFラボ

会場：札幌市資料館 2階 SIAFラボミーティングルーム｜出演：SIAFラボ

キャンプの為のテント制作ワークショップ

キャンプの為のテント制作ワークショップ

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

会場：札幌市資料館 研修室
出演：三松 三朗（三松正夫記念館館長）、山里 稔（造形作家）、
大谷 茂之（八雲町郷土資料館学芸員）、吉田 勲（住友赤平炭鉱職員）、
井上 博登（赤平市教育委員会学芸員）
モデレーター：上遠野 敏

トーク   北海道の三至宝：アートはこれを超えられるか！

8/6 日｜Sun. 8/9 水｜Wed.

8/10 木｜Thu.

8/11 金・祝｜Fri.

8/7 月｜Mon.

8/8 火｜Tue.

ライブ：テニスコーツ、MC MANGO、藤田 陽介

出演：さわ ひらき｜聞き手：上妻 世海 （文筆家・キュレーター）

「THE 100 JAPANESE CONTEMPORARY ARTISTS
season 5 / #036 さわひらき」

DOMMUNE UNIVERSITY OF  THE ARTS

｢DOLIVE!」 DAY2

会場内ライブ 
会場：金市舘ビル｜出演：梅田 哲也、テニスコーツ、高橋 幾郎

梅田哲也︽わからないものたち︾

72 73プログラム｜Programs プログラム｜Programs



会場：札幌芸術の森美術館・野外美術館
出演：鈴木 昭男、宮北 裕美

鈴木昭男・宮北裕美パフォーマンス
｢き い て る   み て る」

8/11
金・祝｜Fri.

アーティストが見た北海道・札幌プログラム01
音威子府ツアー・阿児つばさ

会場：円山公園｜出演：五十嵐 淳、上遠野 敏、マユンキキ
五十嵐淳、上遠野敏、マユンキキと歩くコタンペッ再発見ツアー

会場：札幌市資料館裏庭｜出演：タノタイガ

タノタイガ「開拓風呂入浴式」

会場：音威子府村内各所｜企画・ガイド：阿児 つばさ

会場：音威子府村内各所｜企画・ガイド：阿児 つばさ

アーティストが見た北海道・札幌プログラム01
音威子府ツアー・阿児つばさ

出演：小山 冴子、中島 洋
狸小路TV   アートマネージメントってなんだ1

会場：札幌市資料館 2階 SIAFラボミーティングルーム

会場：札幌市資料館 1階刑事法廷展示室
出演：テニスコーツ、山田 真歩（女優）

会場：札幌市資料館 1階刑事法廷展示室
出演：テニスコーツ、山田 真歩（女優）

裏庭ミーティング vol.3
「CAMP / キャンプ」の整備について考えてみる

みんなで音楽劇をつくろう

「みんなで音楽劇をつくろう」発表会

アートとリサーチセンター

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

テラコヤーツセンター「土砂」

テラコヤーツセンター「土砂」

アートとリサーチセンター

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

コタンペップロジェクト

8/12
土｜Sat.

8/13
日｜Sun.
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地域住民が交差する場でDJイベントを出現させる活動を行ってき
た岸野雄一が、大通公園で開催される札幌の夏の風物詩「さっぽ
ろ夏まつり」の北海盆踊りの会場にDJブースを出現させ、新たな
空間をつくりあげました。

DJ set at Bon Odori of Sapporo Summer Festival
Venue: Odori Park
Artists: Kishino Yuichi, Chinbantei Gorakushisyou

Kishino Yuichi, who has performed DJ events with local resi-
dents, set up a DJ booth in the venue of the Hokkai Bon Dance 
in the Sapporo Summer Festival, a summer feature of Sappo-
ro, to create a fresh atmosphere in it.

会場：大通公園｜出演：岸野 雄一、珍盤亭娯楽師匠

DJ盆踊り in さっぽろ夏まつり

8/14
月｜Mon.

会場：旭山記念公園「森の家」

会場：札幌市教育文化会館

モバイルアースオーブン   夏休み緊急企画 !!
アースオーブンで夏祭り in 旭山ベース

マームとジプシー 10th Anniversary Tour 
〈札幌公演〉

リタイアした消防車両に、札幌の土と藁と水をこねてつくった薪
窯を乗せた移動式薪窯「モバイルアースオーブン号」が、会期中
さまざまな会場に登場。それぞれが持ち寄った食材を焼いて楽
しみました。

日本の現代演劇をリードする劇作家・演出家の藤田貴大率いる
マームとジプシーが、結成10周年の節目の年に、満を持して札
幌に初登場。8月16日（水）、19日（土）、20日（日）の3日間、上演
形式にも工夫をこらした画期的な公演が実現しました。

Mum & Gypsy, a theater company led by Fujita Takahiro (a lead-
ing dramatist and stage director in Japan), appeared for the first 
time in Sapporo in 2017, the 10th anniversary of the company. 
The epoch-making performance was staged in a unique style on 
August 16 (Wed.), 19 (Sat.) and 20 (Sun.).

Mobile Earth Oven   Venue: Asahiyama Memorial Park, etc.

Special Cooperative Program 
Mum & Gypsy – The 10th Anniversary Tour
(Sapporo Performance)

Venue: Sapporo Education and Culture Hall

Mobile Earth Oven, a retired fire truck loaded with an oven made 
of earth, straw and water from Sapporo, appeared at various 
venues during SIAF2017. Local residents could bring ingredients 
and cook them with the oven. 

出演：早川 渉
今はなき忘れられた懐かしい北海道ローカルTVCM特集2
狸小路TV

出演：劇団fireworks、木原 くみこ

会場：OYOYO×まちアートセンターさっぽろ
出演：三上 敏視（音楽家、神楽・伝承音楽研究家、多摩美術 
大学美術学部非常勤講師）

狸小路TV   テレビでラジオ～ドラマの世界1

トーク   祭りってなんだ？

ワークショップ
会場：札幌コンサートホールKitara 大リハーサル室

「裏泊」で泊まってみる  会場：札幌市資料館裏庭
CAMP SITE PROJECT「裏庭」

さっぽろコレクティブ・オーケストラ

今はなき忘れられた懐かしい北海道ローカルTVCM特集1
出演：早川 渉

狸小路TV

8/14 月｜Mon. 8/16 水｜Wed.

8/15 火｜Tue.

8/17 木｜Thu.

特別協力プログラム
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会場：札幌市電
ゲスト：岸野 雄一、祭の妖精 祭太郎

都市と市電とアーティスト

会場：シアターキノ
出演：テニスコーツ、細馬 宏通

サウンド オン サイレント
～テニスコーツ、細馬宏通 in
シアターキノ

会場：金市舘ビル
出演：梅田 哲也 、高橋 幾郎、リチャード・ホーナー、
湿った犬、高島 連、深澤 優子、平尾 拓也、石川 ひなの、
宮出 実希、阿児 つばさ、MC MANGO

梅田哲也ライブパフォーマンス
「わからないものたち その2」

会場：札幌宮の森美術館特設会場
出演：石川 直樹、アヨロラボラトリー

石川直樹×アヨロラボラトリー

会場：札幌コンサートホールKitara
大リハーサル室

ワークショップ

出演：ナカムラココロ、札幌のゲームクリ
エーター、福津 京子 ほか

狸小路でボンバーマン

会場：札幌市資料館裏庭

「裏泊」で泊まってみる

会場：CAI02

「DOMMUNE SAPPORO!」 DAY3

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

さっぽろコレクティブ・オーケストラ

市電放送局JOSIAF

トーク
狸小路TV

8/18
金｜Fri.

8/18 金｜Fri.

出演：大友 良英｜聞き手：宇川 直宏

「THE 100 JAPANESE CONTEMPORARY ARTISTS
season 5 / #037 大友良英」

DOMMUNE UNIVERSITY OF  THE ARTS

｢DOLIVE!」 DAY3  DJライブ：岸野 雄一、珍盤亭娯楽師匠

会場：札幌市こども人形劇場こぐま座前の広場
（札幌市中央区中島公園）

妖怪フィギュア・アートシアター
中島公園百物語

会場：札幌市北3条広場、狸小路商店街、中島公園
中島公園百物語 妖怪パレード

かつて中島公園で起きた出来事やエピソード、施設、人物などを妖怪として蘇らせる
パフォーマンス。子どもたちがデザインした妖怪を人形劇作家の沢則行がつくりあげ、
劇作家・演出家の斎藤歩が物語を紡ぎあげました。北海道演劇財団「札幌座」と札
幌市こども人形劇場「こぐま座」のスタッフたちも妖怪となって、まちなかでのパレー
ドや、過去と現在が交差する中島公園で妖怪パフォーマンスが繰り広げられました。

Nakajima Park Ghost Stories
Venue: Open space in front of Sapporo Children's Puppet Theater "Kogumaza"
Artists: Saito Ayumu, Sawa Noriyuki

Past events, episodes, facilities and people associated with Nakajima Park were 
revived as specters. Puppet show writer Sawa Noriyuki created specters based on 
children's designs, and dramatist and stage director Saito Ayumu created a spec-
ter story. Staff members of Sapporoza (Hokkaido Performing Arts Foundation) and 
Sapporo Children's Puppet Theater "Kogumaza" were disguised as specters and 
performed at Nakajima Park.

8/19
土｜Sat.
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マームとジプシー
10th Anniversary Tour〈札幌公演〉

会場：札幌プラザ2・5
出演：今野 勉、 後藤 一也（北海道文化放送制
作部副部長・プロデューサー）、松井 茂（情報科学
芸術大学院大学［IAMAS］准教授）

根源的なTV表現を再発見する
～60年代・70年代の今野勉のTV表
現から、創造とは何かを問い直す～

中島公園百物語

中島公園百物語 妖怪パレード

会場：札幌市こども人形劇場こぐま座前の広場

会場：中島公園周辺

会場：OYOYO×まちアートセンターさっぽろ
出演：今野 勉、青木 隆夫（夕張地域史研究資料調査室室長）

上映＋トーク 北海道の視点を探索する

会場：札幌市教育文化会館

会場：北大マルシェ（北海道大学農学部前）

マームとジプシー
10th Anniversary Tour〈札幌公演〉

モバイルアースオーブン in
北大マルシェ

会場：円山公園
出演：谷本 晃久（北海道大学 文学研究科 日本
史学講座 アイヌ・先住民研究センター准教授）

見えないものを見てみよう！
コタンペッちゃクチャバーチャルツアー

会場：札幌市資料館裏庭｜出演：タノタイガ

タノタイガ 「ラーメンが食べたい」  

会場内ライブ
会場：金市舘ビル｜出演：湿った犬

梅田哲也︽わからないものたち︾

会場：モエレ沼公園

ARTSAT×SIAFラボ
気球打ち上げとテレコーディングパフォーマンス

出演：石橋 雄哉（元STV社長）、木原 くみこ
ラ・テ期草創期 てんやわんやのナマ放送現場

会場：札幌市資料館 2階 テラコヤーツセンター「土砂」
講師：リュウガ君

「リュウガ君のタップダンスLOVE」
ワークショップ

会場：札幌市資料館 2階 テラコヤーツセンター「土砂」
出演：ざやえんどう

会場：OYOYO×まちアートセンターさっぽろ
出演：海野 祐至（北海道テレビ放送社会情報部副部長）、
平尾 由佳子（北海道テレビ放送プロデューサー）ほか

ざやえんどう with テニスコーツ 楽団しよう

上映＋トーク「TVはどうなる？」シリーズ1

狸小路TV

会場：Ten to Ten Hokkaido Hostel &
Kitchen 中島公園
出演：富士 翔太朗

富士翔太朗「プラネタリウム点灯式
ライブ」

会場：北大マルシェ（北海道大学農学部前）
出演：ひがし町パーカパッションアンサンブル

会場：札幌市教育文化会館

アースオーブン×パーカパッションin
北大マルシェ

Sapporo ARTrip「アートは旅の入り口」

「裏泊」で泊まってみる  

会場：札幌市資料館裏庭
出演：インド富士、ヤーマンカレー、
小磯さん、テニスコーツ

会場：札幌市資料館裏庭

裏庭カレーフェス

会場：札幌コンサートホールKitara
大リハーサル室

ワークショップ

会場：CAI02｜出演・講演：中ザワヒデキ
聞き手：上妻 世海（文筆家、キュレーター）

テラコヤーツセンター「土砂」

CAMP SITE PROJECT「裏庭」
さっぽろコレクティブ・オーケストラ

モバイルアースオーブン

モバイルアースオーブン

「DOMMUNE SAPPORO!」 DAY4
DOMMUNE UNIVERSITY OF
THE ARTS「THE 100 JAPANESE 
CONTEMPORARY ARTISTS
season 5 / #038 中ザワヒデキ」

コタンペップロジェクト

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

8/19 土｜Sat. 8/21 月｜Mon.

8/22 火｜Tue.

8/23 水｜Wed.

8/20 日｜Sun.

狸小路TV

狸小路TV

狸小路TV

テラコヤーツセンター「土砂」

テラコヤーツセンター「土砂」

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

会場：扇谷記念スタジオ・シアターZOO
出演：マレウレウ、チョン・ヨンドゥ、東海林 靖志、渡辺 はるか、有泉 汐織、菊澤 好紀

raprap

異なる身体・声・リズム、そして文化を持つクリエイターたちが出会い、
そこから生まれた北海道発コンテンポラリーダンス。

出演：宮本 隆一、中田 美知子

狸小路から札幌へ、老舗宮文の
宮本隆一社長対談

会場：札幌市役所 1階ロビー、
OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：ざやえんどう、大城 真

会場：D&DEPARTMENT HOKKAIDO、
OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：ざやえんどう

ざやえんどう with テニスコーツ 楽団しよう

ざやえんどう with テニスコーツ 楽団しよう

会場：扇谷記念スタジオ・シアターZOO
出演：マレウレウ、チョン・ヨンドゥ、東海林 靖志、
渡辺 はるか、有泉 汐織、菊澤 好紀

会場：札幌市電｜出演：大城 真、ハットコペ

会場：札幌市資料館 2階 プロジェクトルーム
出演：大友 良英、 藤田 貴大、有馬 恵子

会場：扇谷記念スタジオ・シアターZOO
出演：マレウレウ、チョン・ヨンドゥ、東海林 靖志、
渡辺 はるか、有泉 汐織、菊澤 好紀

raprap
ノイズ電車 SAPPORO2017

コレクティブ・オーケストラは
芸術祭の縮図である

raprap

「裏泊」で泊まってみる
会場：札幌市資料館裏庭

「裏泊」で泊まってみる
会場：札幌市資料館裏庭

raprap
Venue: Ougiya Memorial Studio Theater Zoo
Artists: MAREWREW, Jung Young Doo, Shoji Yasushi, Watanabe Haruka,
Ariizumi Shiori, Kikuzawa Yoshinori

Creators with different bodies, voices, rhythms and cultures met each 
other and created this Hokkaido contemporary dance. 

トーク

8/23
水｜Wed.

8/24 木｜Thu. 8/25 金｜Fri.

狸小路TV

テラコヤーツセンター「土砂」

テラコヤーツセンター「土砂」

撮影：高橋 克己
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会場：扇谷記念スタジオ・シアターZOO
出演：マレウレウ、チョン・ヨンドゥ、東海林 靖志、渡辺 はるか、
有泉 汐織、菊澤 好紀

raprap

会場：札幌市立大学 芸術の森キャンパス スカイウェイ
出演：カミーユ・ノーメント、坂本 龍一｜インスタレーション：毛利 悠子

Venue: Sapporo City University Geijutsu-no-mori Campus Skyway

After the Echo

Sound performance by Camille Norment and
Ryuichi Sakamoto in the installation by Yuko Mohri

会場：円山公園、札幌市資料館 2階 テラコヤーツセンター「土砂」
出演：ざやえんどう

ざやえんどう with テニスコーツ 楽団しよう

会場：札幌市資料館裏庭

「裏泊」で泊まってみる
会場：札幌コンサートホールKitara 大リハーサル室
ワークショップ・リハーサル
さっぽろコレクティブ・オーケストラ

8/26
土｜Sat.

8/26
土｜Sat.

テラコヤーツセンター「土砂」

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

会場：札幌コンサートホールKitara 大ホール

さっぽろコレクティブ・オーケストラ

SIAF2017を機に小学生から18歳までの子どもたちを中心として
結成されたオーケストラ。作曲者や指揮者が中心となるのではなく、
年齢も経験も異なる参加者たちが、ワークショップを重ね一人ひと
りの音を互いに尊重し、「今、ここ」で出会う他者との関係性の中
から演奏をつくりあげていきました。公演当日は60名が参加。約
800名の聴衆の前で演奏を行いました。

Sapporo Collective Orchestra
Venue: Sapporo Concert Hall “Kitara”

This orchestra was formed with elementary to high school stu-
dents as its main members for SIAF2017. Neither the composer 
nor the conductor led the orchestra. Through a series of work-
shops, participants who were different in age and experience col-
laborated with others they met here while respecting each other’s 
sound. A total of 60 children participated in the performance on 
the day and played in front of approximately 800 people at Sappo-
ro Concert Hall “Kitara.”

8/27
日｜Sun.

撮影：佐 木々 育弥
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会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：吉岡 史幸（北海道文化放送経営企画室部長）、
後藤 一也（北海道文化放送制作部副部長・プロデューサー）

会場：札幌市資料館サカナ通信編集室

狸小路TV   上映+トーク「TVはどうなる？」シリーズ2

SIAFラボ 編集局 第3回 編集会議 －SIAF2017を編集する－

会場：札幌市立大学 芸術の森キャンパス スカイウェイ｜出演：テニスコーツ

出演：加賀城 匡貴

テラコヤーツセンター「土砂」  テニスコーツ＠市立大学

狸小路TV   加賀城匡貴のアートたんけんたい賞1

出演：劇団words of hearts、木原 くみこ
狸小路TV   テレビでラジオ～ドラマの世界2

「裏泊」で泊まってみる  会場：札幌市資料館裏庭

会場：mima 北海道立三岸好太郎美術館｜出演：大友 良英

展覧会「大友良英アーカイブ お月さままで飛んでいく音＋三岸好太郎ワー
クス 飛ビ出ス事ハ自由ダ」の開幕を記念し、会場であるmima 北海道立
三岸好太郎美術館にて大友良英によるオープニングトークを行いました。

Otomo Yoshihide gave an opening talk for the exhibition titled Otomo 
Yoshihide: Sound that Flies to the Moon + Migishi Kotaro: You Are Free to 
Fly at the Migishi Kotaro Museum of Art, Hokkaido. 

Opening talk for the joint exhibition by
Otomo Yoshihide and Migishi Kotaro 
Venue: Migishi Kotaro Museum of Art, Hokkaido

「大友良英アーカイブ＋三岸好太郎ワークス」
オープニングトーク

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：カミーユ・ノーメント｜司会：毛利 悠子｜通訳：松本 知佳

After the After the Echo
Camille Norment Artist Talk

出演：すがわまさひろ、福津 京子、クイズ回答者

狸小路クイズ王決定戦 アタック25チャンピオン
すがわまさひろに挑戦！

会場：金市舘ビル｜出演：湿った犬

会場内ライブ

会場：PROVO｜出演：吉増 剛造、空間現代
パフォーマンス 吉増剛造×空間現代

「裏泊」で泊まってみる  会場：札幌市資料館裏庭

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：山口 洋介（映像ディレクター）、山谷 博（札幌テレビ放送プロデューサー）

狸小路TV   上映+トーク「TVはどうなる？」シリーズ3

会場：札幌市資料館裏庭｜出演：水内 義人、和田 晋侍、テニスコーツ
ミセストライアングル in 資料館裏庭

会場：札幌市電｜出演：DJ方、MC MANGO
ノイズ電車 SAPPORO 2017

テラコヤーツセンター「土砂」

8/27 日｜Sun. 8/28 月｜Mon.

8/29 火｜Tue.

8/31 木｜Thu.

梅田哲也︽わからないものたち︾

狸小路TV

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

9/1
金｜Fri.

9/2
土｜Sat.

トーク

会場：札幌市電｜出演：ひがし町パーカパッションアンサンブル
スペシャルゲスト：大友 良英、テニスコーツ

パーカパッション市電ライブ

北海道・浦河町にある浦河ひがし町診療所へ通う、障がいのある方 を々中心に結成
された即興演奏グループ「ひがし町パーカパッションアンサンブル」。会期中、さま
ざまな場所で、健常者も障がい者もなく、居合わせた人 と々一緒に自由な音楽をつ
くりあげました。

I Have a Dream–Higashimachi 
Percupassion Ensemble
Venues: Sapporo Streetcar, etc.

Higashimachi Percupassion Ensemble is an 
improvisational performance group formed for 
people with disabilities who attend Urakawa Hi-
gashimachi Clinic in Urakawa, Hokkaido. During 
SIAF2017, they created free music in various 
places with the participation of anyone present.

9/2
土｜Sat.

ひがし町パーカパッションアンサンブル

9/2
土｜Sat.

撮影：鈴木 余位
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タノタイガ 鮭を飼いたい！ 
「ルアー作りワークショップ」

会場：北翔大学北方圏学術情報センター「ポルト」｜出演：Virtual Yasunao Tone （V.Y.T）

刀根 康尚「AI Deviation」

会場：札幌市新琴似・新川地区センター

「新・新に移動式オーブンがミニ消防車で
やってくる」 会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ

出演：巨人ゆえにデカイ、蒔田 浩平、御除霊乳房 ほか

合格点

会場：札幌市資料館裏庭
出演：タノタイガ、SIAFラボ

会場：札幌市資料館裏庭

「裏泊」で泊まってみる

ノイズ電車関連企画

9/2
土｜Sat.

モバイルアースオーブン9/2
土｜Sat.

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

会場：札幌芸術の森 野外ステージ
出演：マレウレウ、OKI、大友 良英、原田 郁子、鄭捷任、陳建年、陳世川、
蜜子舞賽、荻部絲

マレウレウ祭り in SIAF2017
～目指せ100万人のウポポ大合唱～

マレウレウが主体となり、ゲストにトンコリ奏者OKIと原田郁子、
台湾から原住民族のアーティストを迎えて芸術の森野外ステージ
で音楽フェスを開催。大風呂敷が広げられた会場では、スペシャ
ルセッションが実現しました。

MAREWREW Festival in SIAF2017
– Upopo for the Masses –

Venue: Outdoor Stage, Sapporo Art Park
Artists: MAREWREW, OKI, Otomo Yoshihide, Harada Ikuko, 
Cheng Jye Renn, Cheng Chien-Nien, Gelresai, Mic Usay, Tipus Chen

This music festival with MAREWREW as the leading performer was 
held at the outdoor stage of Sapporo Art Park with guest artists: 
OKI (a Tonkori player) and Harada Ikuko from Japan, as well as in-
digenous artists from Taiwan. A special session was performed in 
the venue decorated with large furoshiki. 

会場：大通公園｜出演：酒井 広司、南 阿沙美
酒井広司・南阿沙美「夕暮れ彫刻ピクニック」

会場：札幌市資料館 2階テラコヤーツセンター「土砂」
出演：ひがし町パーカパッションアンサンブル、テニスコーツ

会場：札幌芸術の森 大練習室｜出演：吉増 剛造、鈴木 ヒラク

パーカパッション meets テラコヤーツ

パフォーマンス 吉増剛造×鈴木ヒラク
会場：札幌市資料館エントランス｜出演：テニスコーツ、立花 泰彦
テニスコーツと立花泰彦

9/3
日｜Sun.

9/3
日｜Sun.

テラコヤーツセンター「土砂」

Sapporo ARTrip「アートは旅の入り口」

ひがし町パーカパッションアンサンブル
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会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：植野 隆司、さや、秋庭 孝宏

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：真夜中フォークミュージック（三沢 洋紀＋植野 隆司）、
白ぱんズ（さや＋池間 由布子）

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：植野 隆司、三沢 洋紀、池間 由布子、高橋 幾郎、
MC MANGO、アプト、OTACO、古立 太一、森 ミユキ、さよ、
ほか飛び入り

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：テニスコーツ、高橋 幾郎、立花 泰彦、大友 良英

テニスコーツ、weird-meddle record企画

テニスコーツ、weird-meddle record企画

テニスコーツ、weird-meddle record企画

テニスコーツ、weird-meddle record企画

出演：樋泉 綾子（札幌市文化芸術交流センター事業担当係長）、
中島 洋

出演：小野 朋子、中島 洋

アートマネージメントってなんだ2

アートマネージメントってなんだ3　

会場：札幌市資料館裏庭

会場：札幌市資料館裏庭 会場：札幌市資料館裏庭

会場：白老町某所｜出演：タノタイガ、SIAFラボ

「裏泊」で泊まってみる

「裏泊」で泊まってみる 「裏泊」で泊まってみる

タノタイガ 鮭を飼いたい！
「タノタイガと行く鮭釣りツアー in 白老」

9/4
月｜Mon. 9/10

日｜Sun.

9/11
月｜Mon.

9/9
月｜Mon.

9/12
火｜Tue.

9/13
水｜Wed.

9/14
木｜Thu.

9/5
火｜Tue.

9/6
水｜Wed.

9/7
木｜Thu.

9/8
金｜Fri.

出演：加賀城 匡貴

出演：加賀城 匡貴

会場：札幌市資料館裏庭

出演：長沼 修、中田 美知子

加賀城匡貴のアートたんけんたい賞2

加賀城匡貴のアートたんけんたい賞3

「裏泊」で泊まってみる

TVの青春期を語ろう

会場：mima 北海道立三岸好太郎美術館
出演：大友 良英、テニスコーツ

大友良英スペシャルライブ

会場：札幌市電
ゲスト：岡本 亮輔（北海道大学メディア・コミュニケーション研究院准教授）、
朴炫貞（メディアアーティスト）

都市と市電と研究者

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：広瀬 久美子（北海道テレビ放送報道部）、
小林 太一（北海道放送ディレクター）

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：YPY、テンテンコ、KOPY、37A、河村 康輔、湿った犬 ほか

上映＋トーク「TVはどうなる？」シリーズ4

合格点

会場：円山公園
ゲスト：マユンキキ、作田 悟（アイヌ植物ツアーガイド）

ひろがれコタンワークショップ#02
森で食ベる・話す・唄う

会場：札幌市資料館 2階テラコヤーツセンター「土砂」
講師：リュウガ君

リュウガ君のタップダンス教室2

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
モデレーター：樋泉 綾子（公益財団法人札幌市芸術文化財団 市民
交流プラザ開設準備室）

登壇者：磯崎 道佳（美術家）、柴田 尚（北海道教育大学教授 /NPO
法人 S-AIR代表理事）、穂積 利明（北海道立近代美術館主任学芸員）、
梁井 朗（北海道美術ネット主宰/アートブロガー）

北海道美術史［1977-2017］フォーラム　

会場：金市舘ビル｜出演：湿った犬

会場内ライブ

ノイズ電車関連企画

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

大友良英アーカイブ＋三岸好太郎ワークス

アートとリサーチセンター

テラコヤーツセンター「土砂」

コタンペップロジェクト

梅田哲也︽わからないものたち︾

市電放送局JOSIAF

9/4 14

狸小路TV

狸小路TV

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

狸小路TV

狸小路TV

狸小路TV

狸小路TV

会場：石山緑地
出演：米子 匡司、水内 義人、chi too、Adam Kitingan、WinWin、さや、
植野 隆司、上原 なな江、大友 良英、樋口 勇輝、渡部 勇介、
PIKA（15日・16日）、モバイルアースオーブン（17日・18日）、
中崎 透（17日・18日）
キュレーション&ディレクション：Sachiko M

Venue: Ishiyama Green Space
Artists: Yonago Tadashi, Mizuuchi Yoshihito, chi too, Adam Kitingan, 
WinWin, Saya, Ueno Takashi, Uehara Nanae, Otomo Yoshihide, 
Higuchi Yuki, Watanabe Yusuke, （15th and 16th） PIKA,
（17th and 18th） Mobile Earth Oven, NAKAZAKI Tohru

Curation and Direction: Sachiko M

石山緑地を会場に4日間の実験的な展覧会とパフォーマンスが
繰り広げられました。15時頃、作品とアーティストが石山緑地に
現れ、17時頃にパフォーマンスが始まり、暗くなる頃すべてを片
付けて会場を去ります。大規模な設備を用いず、緑地のありの

ままを生かしながら、作品と音とパフォーマンスが目の前で生ま

れては消えてゆく、絶え間なく変化する4日間でした。

A four-day event featuring experimental exhibitions and performances 
was held at Ishiyama Green Space. Works and artists appeared at Ishi-
yama Green Space around 15:00, a performance started around 17:00, 
and everything was removed from the venue when it became dark. It 
was an ever-changing four-day event, where the momentary works, 
sound and performance appeared and disappeared in the natural sur-
roundings of the green space without using large-scale equipment. 

Asian Sounds Research Presents 

OPEN GATE 2017 動き続ける展覧会
～An ever-changing exhibition「何もないところから」～start from here

9/15
金｜Fri.

撮影：渡部 勇介
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会場：おおどおり大風呂敷工場

千鳥ふみ子さんと一緒に大風呂敷をつくろう！&
大風呂敷プロジェクト応援隊長就任式

出演：藪前 知子、中島 洋

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：端 聡、港 千尋

会場：札幌市電｜出演：YPY、テンテンコ

アートマネージメントってなんだ4

トーク   端聡×港千尋 スペシャルトーク

ノイズ電車 SAPPORO 2017

会場：札幌市資料館裏庭

会場：札幌市資料館裏庭｜出演：タノタイガ

「裏泊」で泊まってみる

タノタイガ 鮭を飼いたい！ 「鮭と入浴式」

会場：狸小路6丁目 南3条グランドビル前｜出演：ひがし町パーカパッションアンサンブル、大友 良英

パーカパッション狸小路ライブ

「DOMMUNE SAPPORO!」 DAY5

「DOLIVE!」 DAY5

出演：山川 冬樹｜聞き手：藪前 知子

会場：CAI02

ライブ：山川 冬樹、ハットコペ、テンテンコ

9/15
金｜Fri.

9/16
土｜Sat.

DOMMUNE UNIVERSITY OF THE ARTS 
「THE 100 JAPANESE CONTEMPORARY ARTISTS

season 5 / #039 山川冬樹」 

ひがし町パーカパッションアンサンブル

狸小路TV

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

千鳥ふみ子さんと一緒に
大風呂敷をつくろう！

会場：札幌プラザ2・5
出演：長沼 修、是枝 裕和（映画監督）ほか

会場：AGS6・3ビル
講師・出演：ジョン・リチャーズ、堀尾 寛太

上映&トーク「TV映像から再発見する〈札幌〉
～ローカリズムと創造の原点を探る～」

DARK ELECTRONICS WORKSHOP

出演：早川 渉

出演：早川 渉

出演：塚田 敏信（まち文化研究所主宰）、五十嵐 いおり

会場：石山緑地
出演：米子 匡司、水内 義人、chi too、Adam Kitingan、
WinWin、さや、植野 隆司、上原 なな江、大友 良英、樋口 勇輝、
渡部 勇介、PIKA
キュレーション＆ディレクション：Sachiko M

会場：石山緑地
出演：米子 匡司、水内 義人、chi too、Adam Kitingan、WinWin、さや、
植野 隆司、上原 なな江、大友 良英、樋口 勇輝、渡部 勇介、
モバイルアースオーブン、中崎 透
キュレーション＆ディレクション：Sachiko M 

会場：石山緑地
出演：米子 匡司、水内 義人、chi too、Adam Kitingan、
WinWin、さや、植野 隆司、上原 なな江、大友 良英、
樋口 勇輝、渡部 勇介、モバイルアースオーブン、中崎 透
キュレーション＆ディレクション：Sachiko M 

今はなき忘れられた懐かしい
北海道ローカルTVCM特集3

今はなき忘れられた懐かしい
北海道ローカルTVCM特集4

北のお菓子文化 ～甘くて深～い歴史の味

Asian Sounds Research Presents 
OPEN GATE 2017 動き続ける展覧会
～An ever-changing exhibition
「何もないところから」～start from here

Asian Sounds Research Presents 
OPEN GATE 2017 動き続ける展覧会
～An ever-changing exhibition
「何もないところから」～start from here

Asian Sounds Research Presents 
OPEN GATE 2017 動き続ける展覧会
～An ever-changing exhibition
「何もないところから」～start from here

会場：mima 北海道立三岸好太郎美術館
出演：福地 大輔（北海道立釧路芸術館主任学芸員）、
藤原 乃里子（北海道立三岸好太郎美術館主任学芸員）

会場：大通西4丁目「だい・どん・でん」会場内

会場：札幌市資料館 1階SIAFラウンジ

会場：札幌市資料館 1階SIAFラウンジ

会場：札幌市資料館 1階SIAFラウンジ

会場：JRタワープラニスホール

会場：シアターキノ｜出演：岩井 主税、大友 良英

会場：札幌市立盤渓小学校、旭山記念公園「森の家」

会場：札幌市資料館 1階SIAFラウンジ

三岸好太郎美術館 土曜セミナー

札幌オオドオリ大学コラボ企画・モバイル避難所体験！
～レンタカー宿泊とモバイルアースオーブンを体験しよう～

千鳥ふみ子さんと一緒に大風呂敷をつくろう！

千鳥ふみ子さんと一緒に大風呂敷をつくろう！

千鳥ふみ子さんと一緒に
大風呂敷をつくろう！

札幌デザイン開拓使 無料デー

大友良英ドキュメンタリー映画
『KIKOE』上映会

体験授業/土窯で遊ぼ

会場：札幌市資料館裏庭｜出演：タノタイガ

タノタイガ 鮭を飼いたい！「鮭料理」
裏庭ミーティングvol.4「これは「CAMP/キャンプ」だったのか？」

会場：金市舘ビル｜出演：湿った犬

会場内ライブ

会場内ライブ

梅田哲也︽わからないものたち︾

堀尾寛太︽補間︾

会場：札幌市資料館2階 テラコヤーツセンター「土砂」
出演：非公式、大友 良英、テニスコーツ

非公式トークライブ「芸術祭、終わりのはじまり…」

会場：札幌市電
出演：猪熊 梨恵（札幌オオドオリ大学
学長）、森本 優（AIR-G’アナウンサー）

JOSIAF ×
JOFU－FM AIR-G'
hello! HOKKS

会場：金市舘ビル｜出演：OTACO

狸小路TV

9/16
土｜Sat.

9/17
日｜Sun.

9/18
月・祝｜Mon.

9/20 水｜Wed. 9/21 木｜Thu. 9/22 金｜Fri.

9/19 火｜Tue.

モバイルアースオーブン

テラコヤーツセンター「土砂」

狸小路TV

狸小路TV

狸小路TV

梅田哲也︽わからないものたち︾

モバイルアースオーブン

会場：札幌市資料館裏庭

「裏泊」で泊まってみる

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

大友良英アーカイブ＋三岸好太郎ワークス

大友良英アーカイブ＋三岸好太郎ワークス市電放送局JOSIAF
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会場：札幌芸術の森 大練習室
出演：dj sniff、イ・カホ、C・スペンサー・イェー、大友 良英、カリフ8、グエン・タン・トゥイ、
張 惠笙、ムジカ・テト、アーノント・ノンヤオ、ユエン・チーワイ
スペシャルゲスト：灰野 敬二
ゲスト：勝井 祐二、宝示戸 亮二、吉田 野乃子

Venue: Large Practice Room, Sapporo Art Park
Artists: Alice Hui-Sheng Chang, Arnont Nongyao,
C. Spencer Yeh, Caliph8, dj sniff, Musica Htet, 
Nguyen Thanh Thuy, Otomo Yoshihide, Yii Kah Hoe, 
Yuen Chee Wai 
Special Guest: Haino Keiji
Guests: Katsui Yuji, Hojito Ryoji, Yoshida Nonoko

ユエン・チーワイとdj sniff がキュレーションを行う実験音楽・即興音楽・ノイズの
分野におけるアジア有数のフェスティバル。アジア各地から来日したアーティストと、

地元で活動するアーティストのほか、スペシャルゲストに灰野敬二（23日）とオーレ
ン・アンバーチ（24日）を迎え、2日間にわたってさまざまな編成での即興演奏が行
われました。

Asian Meeting Festival 2017
Sapporo Special

With Yuen Chee Wai and dj sniff as curators, this fes-
tival is known as one of Asia's foremost festivals in 
experimental, improvisatorial and noise music genres. 
Artists from various parts of Asia, local artists and 
special guests Haino Keiji and Oren Ambarchi per-
formed improvisation in various kinds of combination 
and formation over the two-day period.

アジアン・ミーティング・フェスティバル
2017 札幌スペシャル

9/23
土・祝｜Sat.

会場：札幌市電｜出演：指輪ホテル  ほか

SIAF2017 市電プロジェクト×指輪ホテル
「Rest In Peace, Sapporo～ひかりの街をはしる星屑～」

9/23
土・祝｜Sat.
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私たちの札幌国際芸術祭～外国籍生徒による
自国語リポート・アートサミット　

会場：札幌駅前通地下歩行空間北三条交差点広場（西）
出演：テニスコーツ

テニスコーツ in 地下歩行空間

会場：札幌市資料館裏庭
出演：船川 翔司、エントリーされた方々、テニスコーツ、
MC MANGO ほか

スモーフェス in 資料館裏庭

テラコヤーツセンター「土砂」

出演：市立札幌大通高校学生5名、西野 功泰

狸小路TV

会場：札幌市電｜出演：指輪ホテル ほか

SIAF2017 市電プロジェクト×指輪ホテル
「Rest In Peace, Sapporo～ひかりの街をはしる星屑～」

アジアン・ミーティング・フェスティバル2017
札幌スペシャル

会場：札幌芸術の森 大練習室
出演：dj sniff、イ・カホ、C・スペンサー・イェー、大友 良英、カリフ8、
グエン・タン・トゥイ、張 惠笙、ムジカ・テト、アーノント・ノンヤオ、
ユエン・チーワイ
スペシャルゲスト：オーレン・アンバーチ
ゲスト：湿った犬、高橋 幾郎、テンテンコ

私たちの札幌国際芸術祭～外国籍生徒による
自国語リポート・アートサミット　会場：金市舘ビル

出演：捩子ぴじん、船川 翔司、湿った犬、さや（テニスコーツ）、松井 美耶子、
中尾 微々、中尾 眞佐子、平尾 拓也、石川 ひなの、新美 太基、深澤 優子、
真鍋 昌揮、宮出 実希、松吉 菜々子、鈴木 悠哉、梅田 哲也 ほか

梅田哲也ライブパフォーマンス「わかりやすいこと」

会場：ゲストハウス雪結（yuyu）
出演：酒井 広司、河嶋 峻（ゲストハウス雪結オーナー）

「北海道の旅」について写真家 酒井広司と語る
トークイベント

会場：札幌市資料館2階 テラコヤーツセンター「土砂」
講師：リュウガ君

リュウガ君のタップダンス教室3

出演：市立札幌大通高校学生5名、西野 功泰

会場：小樽市内各所｜企画・ガイド：深澤 孝史

アーティストが見た北海道・札幌プログラム02
小樽ツアー・深澤孝史

梅田哲也︽わからないものたち︾

Sapporo ARTrip「アートは旅の入り口」

アートとリサーチセンター

狸小路TV

テラコヤーツセンター「土砂」

Venue: Large Practice Room, Sapporo Art Park
Artists: Alice Hui-Sheng Chang, Arnont Nongyao, 
C. Spencer Yeh, Caliph8, dj sniff, Musica Htet,
Nguyen Thanh Thuy, Otomo Yoshihide, Yii Kah Hoe,
Yuen Chee Wai 
Special Guest: Oren Ambarchi 
Guests: shimetta-inu, Takahashi Ikuro, TENTENKO

Asian Meeting Festival 2017
Sapporo Special

9/23
土・祝｜Sat.

9/24
日｜Sun.

狸小路TV   狸小路ニューウェーブの発信者たち

アートマネージメントってなんだ5

狸小路TV   北海道食文化の成り立ち

SIAFラボ 編集局 第4回 編集会議－SIAF2017を編集する－

体験授業

一夜限りの坂NIGHT
トークとレコードのゆうべ with スナック寿樹

会場：札幌宮の森美術館｜出演：テニスコーツ

テニスコーツ in 宮の森美術館

出演：斉藤 正広（まろ）（M’S MARO企画）、中田 美知子

出演：成田 真由美（札幌国際芸術祭ボランティアセンター 
何かやり隊長）、中島 洋

出演：桐生 宇優（北雄ラッキー株式会社代表取締役社長）、本間 幹英（株式会社ほんま
代表取締役社長）、小林 米三郎（小林酒造株式会社社長）、藤井 幸大（サンマルコ食品
株式会社取締役）、五十嵐 いおり

会場：札幌市資料館サカナ通信編集室

会場：札幌市立盤渓小学校

会場：OYOYOまち×アートセンターさっぽろ
出演：坂 一敬、上遠野 敏

札幌の三至宝：アートはこれを超えられるか！

会場：くう｜出演：クリス・ピッツィオコス、ショローCLUB（大友 良英、不破 
大輔、芳垣 安洋） 

会場：ターミナルプラザことにパトス
出演：大友 良英×吉田 野乃子、大友 良英× 宝示戸 亮二、
大友 良英 with さっぽろ八月祭スペシャルビッグバンド

会場：PROVO
出演：Filament（大友 良英、Sachiko M） 、大友 良英×山崎 比呂志、
大友 良英×クリス・ピッツィオコス、
大友 良英×Sachiko M×山崎 比呂志×クリス・ピッツィオコス 

札幌国際芸術祭2017 クロージングウィーク
NMA Live－大友良英スペシャル3days DAY2

札幌国際芸術祭2017クロージングウィーク
NMA Live-大友良英スペシャル3days DAY3

札幌国際芸術祭2017クロージングウィーク
NMA Live-大友良英スペシャル3days DAY1

会場：札幌市資料館 2階テラコヤーツセンター「土砂」
出演：テニスコーツ｜ゲスト：MC MANGO

DOMMUNE中継ライブ

会場：AGS6・3ビル｜出演：テニスコーツ、高橋 幾郎、堀尾 寛太
堀尾寛太︽補間︾   会場内ライブ

会場：OYOYOまち×アートセン
ターさっぽろ
出演：大友 良英、テニスコーツ、
立花 泰彦

大友良英＋テニスコーツ＋
立花泰彦 at OYOYO

会場：Ten to Ten Hokkaido Hostel ＆ Kitchen 中島公園
出演：富士 翔太朗

会場：札幌市電｜出演：大友 良英、湿った犬

富士翔太朗「プラネタリウム点灯式ソロライブ」

ノイズ電車 SAPPORO 2017

Sapporo ARTrip「アートは旅の入り口」

テラコヤーツセンター「土砂」

狸小路TV

加賀城匡貴のアートたんけんたい賞4 大賞決定　
出演：加賀城 匡貴

会場：夕張市内各所
ガイド：佐藤 真奈美｜ゲスト：菊池 史子

アーティストが見た北海道・札幌 プログラム03
夕張ツアー

アートとリサーチセンター

狸小路TV

テラコヤーツセンター「土砂」9/25
月｜Mon.

9/26
火｜Tue.

9/27
水｜Wed.

9/28 木｜Thu. 9/29 金｜Fri.

モバイルアースオーブン
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会場：モエレ沼公園
出演：大友 良英、立花 泰彦、テニスコーツ、のん
東 宏典、長見 順、林 和夫、北原 英司、田中 充［林 和夫以下、池袋盆BAND］、プロジェクトFUKUSHIMA！
（山岸 清之進、富山 明子）、富山 理沙子、狩野 健一、外山 章、加藤 健介、中川 真理子、岡部 公美、
音遊びの会、ひがし町パーカパッションアンサンブル、モバイルアースオーブン、青柳 唯、ikura&偶玉ザム仔、
カズケル、アレグロデュオ、大内 拓也、藏重 夕佳、水本 理志、水本 紅璃、タップダンサー小杉龍画、
ジャグラー・コーヘイ、佐々木 梨乃、縫嶋 ハル、新藤 理、寺崎 好美、土肥 亜美、西村 伸雄、松尾 竜平、
村山 慶一郎、森川 昆、山田 一雄、山本 睦子、山本 裕太郎

2015年からスタートした大風呂敷プロジェクトでつくられたすべての大風呂敷がモエレ
沼公園に敷き詰められ、その上でゲストディレクター大友良英のほか、プロ・アマチュア
を問わずさまざまなアーティスト・パフォーマーによる、多種多様な表現が同時多発的に
繰り広げられました。道外の大風呂敷工場から寄せられた風呂敷も含めると、敷かれた
風呂敷の総面積は1万m2を超え、モエレ沼公園を鮮やかに彩りました。

Closing event:
Music & Art Set Free in
Moerenuma Park
Venue: Moerenuma Park
Artists: Otomo Yoshihide, Tachibana Yasuhiko,
Tenniscoats, Non, Azuma Hironori, Nagami Jun, 
and others

All large furoshiki made in the O-furoshiki 
Project, which started in 2015, were spread in 
Moerenuma Park, on which Otomo Yoshihide 
and various professional and amateur artists 
and performers simultaneously performed 
to create diverse expressions. Furoshiki cov-
ering an area of more than 10,000 m2 in total, 
including those from O-furoshiki factories in 
another area of Japan, were laid out in the 
venue, adding color to Moerenuma Park. 

クロージングイベント
「モエレ沼公園 音楽＆アート解放区」 

9/30
土｜Sat.

会場：「りんご」の隣の建物｜出演：雨宮 庸介、梅田 哲也
梅田哲也オールナイトトーク「生きているのに走馬灯」

会場：札幌芸術の森 工芸館｜サウンド・インスタレーション：∈Y∋

会場：札幌市資料館 2階
テラコヤーツセンター「土砂」
出演：テラコヤーツオールスターズ

∈Y∋ 「ドット・リーム｜DOT LEEM」

Let it be...

会場：金市舘ビル｜出演：OTACO

会場：金市舘ビル｜出演：湿った犬

会場内ライブ

会場内ライブ

会場：札幌市資料館裏庭｜出演：タノタイガ

会場：札幌市資料館裏庭｜出演：タノタイガ

裏庭フィナーレ「開拓風呂入浴式・晩餐会」

裏庭フィナーレ「開拓風呂入浴式」

狸小路TV   狸小路TVメンバーのラスト放談

トーク   クワクボリョウタ　

札幌国際芸術祭2017 振り返りトーク
in 札幌市資料館

1周目「Time Loop Tram 99」

2周目「Next Loop!」

ひろがれコタンワークショップ#03
さいごもめちゃクチャ CLOSING

出演：中島 洋、福津 京子、木原 くみこ

会場：札幌市円山動物園 動物園センター
出演：クワクボリョウタ

会場：札幌市資料館 2階研修室
出演：羊屋 白玉、柴田尚（北海道教育大学教授 /NPO
法人 S-AIR代表理事）

会場：札幌市電｜出演：99（ツーナイン）

会場：札幌市電
出演：大友 良英、羊屋 白玉、深澤 雅一（ラジオカロ
スパーソナリティー）、タノタイガ、札幌LRTの会

会場：円山公園

梅田哲也︽わからないものたち︾

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

コタンペップロジェクト

市電放送局JOSIAF

テラコヤーツセンター「土砂」

梅田哲也︽わからないものたち︾

トーク

10/1
日｜Sun.

9/30
土｜Sat.

CAMP SITE PROJECT「裏庭」

10/1 日｜Sun.

96 97プログラム｜Programs プログラム｜Programs



2/17（水） SIAFパブリックミーティング－ゲストディレクター大友良英を迎えて芸術祭を考える

4/20（水） さっぽろコレクティブ・オーケストラ プレワークショップ

4/24（日） 第1回デザインミーティング

5/21（土） SIAFまち歩きワークショップ

5/22（日） 第2回デザインミーティング

6/8（水） 第3回デザインミーティング

6/11（土）・12（日） さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワークショップ

6/17（金） ラボの日 緊急ミーティング 一緒に考えよう芸術祭プログラム !

7/26（火） 大風呂敷レクチャー in まこまない大風呂敷工場

7/31（日） 夏のウポポピクニック

8/5（金）・6（土） さっぽろ八月祭2016

8/7（日） SIAFパブリックミーティング 開催まであと1年！ いろいろ発表します

8/9（火）－11（木・祝） さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワークショップ　

9/2（金） ARTSAT×SIAFラボ 作品制作公開実験

9/25（日） さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワークショップ

10/1（土） SIAFラボ×札幌国際芸術祭デザインプロジェクト｢SIAFラボ プロジェクトミーティング｣

10/11（火） ボランティアプロジェクト －キックオフミーティング－

10/22（土） Asian Sounds Research Presents 「OPEN GATE 2016 」～動き続ける展覧会～報告会

10/23（日） 第1回SIAF2017CM映像制作ワークショップ
 大風呂敷ワークショップ 札幌デザインウィーク in チカホ

11/5（土） さっぽろアートステージ2016×札幌国際芸術祭2017連携企画
 札幌・北海道のイベント仕掛け人によるクロストーク－NEVER MIND THE BOOKS×NOMIPON!!×
 TOBIU CAMP×さっぽろ天神山アートスタジオ×SIAF2017－

12/2（金） 第2回SIAF2017CM映像制作ワークショップ

12/3（土） オーケストラってなんだ？～さっぽろコレクティブ・オーケストラにむけて～

12/4（日） さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワークショップ

12/14（水） ボランティアプロジェクト －第2回ボランティアミーティング－

1/15（日） しりょうかん大風呂敷しゅっちょう工場 in SIAFラボ

1/22（日） 冬のウポポピクニック

1/26（木） 梅田哲也・さわひらき  フィールド・アクション＠モエレ沼公園

2/5（日） 第3回SIAF2017CM映像制作ワークショップ

2/6（月）－12（日） 第68回さっぽろ雪まつり×札幌国際芸術祭2017 トット商店街

2/11（土・祝）・12（日） さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワークショップ

2/16（木）－19（日） 2017冬季アジア札幌大会連携 創造都市発信事業
 札幌国際芸術祭2017アーティスト・プレビュー 平川紀道 《datum》

SIAF2017開催へ向けたプレイベント

2016

2017

2/19（日） 平川紀道《datum》 クロージングトーク「アート＆サイエンスとしてのメディアアート」

2/19（日）－26（日） 地方で、デザイナーが、北海道のクリエイティブの未来について考える
 エキシビション DESIGN IN REAL WORLD 大阪と札幌、それぞれの場合
 トークイベント DESIGNERS IN REAL WORLD それぞれの現実と未来（2/25）

2/26（日） しりょうかん大風呂敷しゅっちょう工場 in SIAFラボ

2/28（火） ボランティアプロジェクト�第3回ボランティアミーティング �

3/8（水） SIAF2017CM映像制作ワークショップお披露目会

3/16（木） ｢THE 100 JAPANESE CONTEMPORARY ARTISTS season 5 #033 篠原有司男」配信

3/19（日）・20（月・祝） 大風呂敷サミット2017「そもそも大風呂敷ってなんだっけ？」

3/24（金）・26（日）・28（火） 指輪ホテルと市電にゆられて演劇をつくろう 参加者募集説明会
 OYOYO（3/24）、SIAFラボ（3/26）、おおどおり大風呂敷工場（3/28）

4/18（火） いおん大風呂敷しゅっちょう工場 in イオンモール札幌発寒

4/23（日） 中央区×市電×SIAFデザインプロジェクト 共同ワークショップ
 ｢小学生デザイナー求む！ 市電SIAF号の設計図をつくろう！」 市電とデザインを知るレクチャー

4/30（日） 松井紫朗レクチャー「穴のふしぎ」

5/13（土）・14（日） 中央区×市電×SIAFデザインプロジェクト 共同ワークショップ
 ｢小学生デザイナー求む！市電SIAF号の設計図をつくろう！」 制作ワークショップ
 ｢モバイルアースオーブン」薪窯づくりワークショップ

5/15（月） ｢THE 100 JAPANESE CONTEMPORARY ARTISTS season 5 #034 齋藤秀三郎」配信

5/20（土） SIAFラボキックオフミーティング

5/24（水） 大風呂敷しゅっちょう工場 in 札幌市立大学

5/27（土） 指輪ホテルと市電にゆられて演劇をつくろう 参加者募集説明会 in SIAFラボ

6/17（土） CAMP SITE PROJECT「裏庭」 裏庭ミーティング vol.1 「パブリックとプライベートの間」

6/18（日）・24（土）・25（日） さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワークショップ

6/24（土） さっぽろコレクティブ・オーケストラ トークセッション 「オーケストラってなんだ？」

6/27（火） 大風呂敷しゅっちょう工場 in 北九条小学校
 SIAFラボ編集局 第1回 編集会議 ─SIAF2017を編集する─

6/30（金）－7/2（日） アジアン・ミーティング・フェスティバル2017 プレイベント サウンド&ノイズ・ワークショップ第1弾

7/1（土）・2（日）・8（土）・9（日）  アジアン・ミーティング・フェスティバル2017 プレイベント 音で遊ぼう！親子ワークショップ

7/4（火） 大風呂敷しゅっちょう工場 in 北九条小学校

7/7（金）－9（日） アジアン・ミーティング・フェスティバル2017 プレイベント サウンド&ノイズ・ワークショップ 第2弾

7/15（土）－17（月・祝） 大友良英＋青山泰知＋伊藤隆之《（with）without records》 作品制作ワークショップ

7/15（土） CAMP SITE PROJECT「裏庭」裏庭ミーティング vol.2 アウトドアグッズの進化と可能性

7/17（月・祝） 市電SIAF号完成お披露目会、大風呂敷しゅっちょう工場 in 大丸札幌店

7/22（土） SIAFラボ編集局 第2回 編集会議 －SIAF2017を編集する－

7/22（土）・23（日） さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワークショップ

8/1（火） 大風呂敷レクチャー in まこまない大風呂敷工場
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募集要件

•  SIAF2017の公式プログラムにふさわしい事業であること
•  SIAF2017のテーマや大友ゲストディレクターのメッセージを踏まえて
いること
•  北海道内の団体（任意団体も含む）または道内在住の個人が行う事業
であること
•  事業を実施する期間の一部または全部がSIAF2017開催期間に重なっ
ていること
•  札幌市内で実施する事業であること（会場は事業者自身が確保すること）
•  事業者自身が、応募した企画の実施および運営を必ず実現できること

●募集期間
2016年5月9日（月）－6月30日（木）

●一次審査通過事業公開・
ご意見募集期間
2016年7月19日（火）－25日（月）

●最終発表
2016年8月7日（日）
SIAFパブリックミーティングにて発表
●審査員
大友 良英、磯田 憲一、小崎 哲哉、
沼山 良明、宮井 和美、熊谷 淳

2016年度からの継続的なプロジェクト
Projects from 2016

一緒に作ろう芸術祭
公募プロジェクト

札幌デザイン開拓使
サッポロ発のグラフィックデザイン
～栗谷川健一から初音ミクまで～

妖怪フィギュア・アートシアター
中島公園百物語

企画：ワビサビ
会場：JRタワー プラニスホール

企画：公益財団法人北海道演劇財団

募集チラシ

北海道内の団体、個人がSIAF2017会期中に札幌市内で実施
する事業を募集し、SIAF2017の公式プログラムとして事業費
を支援するほか、その実現に至るまでをサポートするプロジェクト。
応募総数98件のうち、一次審査を通過した31件のプレゼンテー
ション資料を公式ウェブサイト、札幌市役所1階ロビー、SIAFラ
ウンジで公表し、集まった市民意見も参考にして右記の5事業
を選定しました。

Public Offering Project －Let’s Create an Art 
Festival Together－

In this project, 98 proposals from organizations and individuals 
in Hokkaido were submitted following an open call for projects 
to be held in Sapporo during SIAF2017. Thirty-one proposals 
passed the initial screening and their presentation materials 
were made public via the official website, Sapporo City Hall's 
lobby and SIAF Lounge. The following five projects were select-
ed as SIAF2017 official programs, taking the opinions of local 
residents into consideration, and financial and other support 
were provided for their implementation. 

8/19（土）・20（日）
本公演会場：札幌市こども人形劇場こぐま座前の広場（札幌市中央区中島公園）
妖怪パレード会場：札幌市北3条広場、狸小路商店街、中島公園周辺

P58

P79

I HAVE a DREAM
～ひがし町パーカパッションアンサンブル
企画：医療法人薪水 浦河ひがし町診療所

8/5（土） SIAF2017前夜祭「さっぽろ八月祭2017」
 会場：札幌市北3条広場（アカプラ）

8/19（土） アースオーブン×パーカパッション
 in北大マルシェ
 会場：北大マルシェ（北海道大学農学部前）

9/2（土） パーカパッション市電ライブ
 会場：札幌市電

9/3（日） パーカパッション meets テラコヤーツ
 会場：札幌市資料館

9/16（土）  パーカパッション狸小路ライブ
 会場：狸小路6丁目 南3条グランドビル前

9/30（土） クロージングイベント「モエレ沼公園 音楽＆アート解放区」
 会場 :モエレ沼公園

ゲストハウス×ギャラリープロジェクト
Sapporo ARTrip「アートは旅の入り口」

モバイルアースオーブン

企画：札幌 ギャラリー×ゲストハウス プロジェクト実行委員会

企画：安齋 伸也

 ｢モバイルアースオーブン」薪窯づくりワークショップ
 会場：旭山記念公園「森の家」

8/15（火） 夏休み緊急企画 !!アースオーブンで夏祭り in 旭山ベース
 会場：旭山記念公園「森の家」

8/19（土） アースオーブン×パーカパッション in 北大マルシェ
 会場：北大マルシェ（北海道大学農学部前）

8/20（日） モバイルアースオーブンin 北大マルシェ
 会場：北大マルシェ（北海道大学農学部前）

9/2（土） モバイルアースオーブン
 ｢新・新に移動式オーブンがミニ消防車でやってくる」
 会場：札幌市新琴似・新川地区センター

9/16（土） 札幌オオドオリ大学コラボ企画・モバイル避難所体験！
 ～レンタカー宿泊とモバイルアースオーブンを体験しよう～
 会場：大通西4丁目「だい・どん・でん」会場内

 Asian Sounds Research Presents
 OPEN GATE 2017 動き続ける展覧会
 ～An ever-changing exhibition 
 ｢何もないところから」～start from here
 会場：石山緑地

9/21（木） モバイルアースオーブン「土窯で遊ぼ」
 会場：旭山記念公園「森の家」

 モバイルアースオーブン「体験授業」
 会場：札幌市立盤渓小学校

9/30（土） クロージングイベント「モエレ沼公園 音楽＆アート解放区」
 会場 :モエレ沼公園

P85 P77

P63

5/13（土）
   ・14（日）

9/21（木）
   ・26（火）

9/17（日）
・18（月・祝）
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SIAFデザインプロジェクト 大風呂敷プロジェクト

企画メンバーの佐藤直樹を中心に、デザインの考え方を整理し、
SIAF2017のメインビジュアルやシンボルマークなどのデザイ
ンを組み立てて行くプロジェクト。ディスカッション、シンポジウ
ムなどを通して、札幌の街全体の風景を視野に入れながら、ど
のようなデザインがSIAF2017にふさわしいかを考えるワーク
ショップなどを行いました。

A project led by project member Sato Naoki  to clarify the idea 
of design and develop designs for the main visual and symbol 
mark of SIAF2017. The idea of design was clarified through dis-
cussions and symposiums, and workshops were held to con-
sider what kind of design is suitable for SIAF2017 with an eye 
on the cityscape of Sapporo. 

A project in which pieces of cloth collected from local resi-
dents were sewn to make large, colorful patchwork furoshiki, 
which were then spread out in various parts of the city during 
SIAF2017. This project, in which local residents participated in 
the art festival by offering cloth and sewing large furoshiki, sym-
bolizes the civic participation of the art festival.
The Odori O-furoshiki Factory opened in the city center on No-
vember 23, 2016. While large furoshiki were mainly made at this 
factory, workshops were held in elementary schools and shop-
ping malls. Cooperative factories that voluntarily made large 
furoshiki also appeared. Eventually, more than 2,000 people 
participated in the project, and large furoshiki covering an area 
of more than 10,000 m2 in total added color to Moerenuma 
Park, the venue of the closing event. 

市民から集めた布で、パッチワーク状のカラフルな大風呂敷や
旗を制作して、SIAF2017の会期中に市内のさまざまな場所に
展開するというプロジェクト。布を提供すること、大風呂敷を縫
うことなどを通して市民が芸術祭に参加する「市民と一緒につ
くる芸術祭」を象徴する事業です。2016年11月23日（水・祝）
には市内中心部に「おおどおり大風呂敷工場」がオープン。こ
こを活動拠点としながら、小学校やショッピングモールで出張ワー
クショップを行ったほか、自主的に大風呂敷を作成する「きょう
りょく工場」も登場しました。最終的にプロジェクトの参加人数
は2,000人を超え、1万平米を超える大風呂敷がクロージングイ
ベント会場のモエレ沼公園を彩りました。

・おおどおり大風呂敷工場及び関連イベント参加人数：2,119人
   （その他、布・糸の提供、大風呂敷の設置などに多数の方が参加）
・クロージングイベントで敷かれた風呂敷の総面積：10068.75㎡●イベントスケジュール

2016年
4/24（日） 第1回デザインミーティング
 会場：MEET.
 ゲスト：工藤“ワビ”良平（ワビサビ）、上田 亮（COMMUNE）

5/21（土） SIAFまち歩きワークショップ
5/22（日） 第2回デザインミーティング
 会場：札幌市立大学サテライトキャンパス

6/8（水） 第3回デザインミーティング
 会場：SIAFプロジェクトルーム

8/7（日） SIAFパブリックミーティング
 メインビジュアルとシンボルマーク発表
 会場：札幌プラザ2・5

●大風呂敷が展開された会場・イベント
2017年
JRタワー1階 東・西コンコース ［7/21（金）－9/28（木）］

JRタワー地下1階 イースト/ウエストアベニュー ［7/25（火）－9/28（木）］
札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ） ［7/25（火）－9/27（水）］
大丸札幌店6階 グリーンパティオ ［8/2（水）－9/5（火）］

SIAF2017前夜祭（さっぽろ八月祭2017） ［8/5（土）］

SIAF2017インフォメーションセンター ［8/5（土）－10/1（日）］
コタンペップロジェクト ［8/6（日）－10/1（日）］
マレウレウ祭り in SIAF2017 ［9/3（日）］
アジアン・ミーティング・フェスティバル2017 札幌スペシャル
［9/23（土・祝）・24（日）］

クロージングイベント「モエレ沼公園 音楽＆アート解放区」 ［9/30（土）］

●関連プログラム
2017年

地方で、デザイナーが、北海道のクリエイティブの未来に
ついて考える ［エキシビション］
DESIGN IN REAL WORLD 大阪と札幌、それぞれの場合
会場：MEET.、 BLAKISTON
出展：UMA/ design farm、COMMUNE

2/25（土） 地方で、デザイナーが、北海道のクリエイティブの未来に
ついて考える ［トークイベント］
DESIGNERS IN REAL WORLD それぞれの現実と未来
会場：MEET.
ゲスト：原田 祐馬（UMA /design farm）、梶原 加奈子（KAJIHARA
DESIGN STUDIO）、桑原 崇 /児玉 結衣子（mangekyo）、 
青山 剛士 /青山 吏枝（drop around）、上田 亮（COMMUNE）
ファシリテーター：山中 緑（HOKKAIDO MIRAI LAB）

SIAF Design Project O-Furoshiki-Project

2/19（日）
 －26（日）

●イベントスケジュール
2016年
4/20（水） プレワークショップ

会場：札幌市立八条中学校（札幌市立八条中学校の吹奏楽部
とのワークショップ）

 ワークショップ
 会場：札幌市立資生館小学校
 講師：大友 良英、藤田 貴大

 ワークショップ
 会場：札幌市立資生館小学校
 講師：大友 良英、藤田 貴大、石川 直樹、マレウレウ

9/25（日） ワークショップ
 会場：札幌市立資生館小学校
 講師：大友 良英

12/3（土） オーケストラってなんだ？
 ～さっぽろコレクティブ・オーケストラにむけて～
 会場：札幌市資料館 2階プロジェクトルーム
 登壇者：大友 良英、有馬 恵子

12/4（日） ワークショップ
 会場：札幌市立資生館小学校
 講師：大友 良英、吉増 剛造

2017年

 ワークショップ
 会場：札幌コンサートホールKitara 大リハーサル室
 講師：大友 良英、鈴木 昭男

6/18（日） ワークショップ
 会場：札幌市役所食堂
 講師：大友 良英

 ワークショップ
 会場：札幌市役所食堂
 講師：大友 良英、藤田 貴大

6/24（土） トークセッション「オーケストラってなんだ？」
 会場：札幌市役所食堂
 登壇者：大友 良英、藤田 貴大、有馬 恵子

 ワークショップ
 会場：札幌市役所食堂
 講師：大友 良英

 公開ワークショップ
 会場：札幌市立北九条小学校
 講師：大友 良英、藤田 貴大

 ワークショップ
 会場：札幌コンサートホールKitara 大リハーサル室
 講師：大友 良英

8/24（木） トークセッション
 ｢コレクティブ・オーケストラは芸術祭の縮図である」
 会場：札幌市資料館 2階プロジェクトルーム
 登壇者：大友 良英、藤田 貴大、有馬 恵子

8/26（土） ワークショップ・リハーサル
 会場：札幌コンサートホールKitara 大リハーサル室

8/27（日） 本番公演
 会場：札幌コンサートホールKitara 大ホール

10/11（水） トークセッション
 ｢さっぽろコレクティブ・オーケストラって何だったんだろう?」
 会場：札幌市役所 1階ロビー
 登壇者：大友 良英、中村 美亜、有馬 恵子

さっぽろコレクティブ・オーケストラ

2016年より、ゲストディレクターで音楽家の大友良英、演出家
の藤田貴大、そして参加する子どもたちみんなでワークショップ
を重ねてきました。また、ワークショップの講師にはSIAF2017
参加アーティストの石川直樹やマレウレウ、吉増剛造、鈴木昭
男などを講師に迎え、さまざまな表現にふれあうと共に、プロジェ
クトの理解をより深めるためのトークイベントなども実施しました。

A series of workshops for children were held from 2016 with mu-
sician/guest director Otomo Yoshihide and stage director Fujita 
Takahiro. SIAF2017 participating artists, including Ishikawa Nao-
ki, Yoshimasu Gozo and Suzuki Akio, were invited as instructors 
in workshops to provide a variety of expressions, and talk events 
were also held to deepen the understanding of the project.

Sapporo Collective Orchestra

6/11（土）
・12（日）

2/11（土・祝）
・12（日）

6/24（土）
・25（日）

7/22（土）
・23（日）

8/9（水）－
11（金・祝）

8/17（木）
－19（土）

8/9（火）－
11（木・祝）
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第68回さっぽろ雪まつり×札幌国際芸術祭2017

トット商店街
SIAFラボ
SIAF Lab

岸野雄一が、さっぽろ雪まつり西5丁目会場の高さ12メートル
にもなる大雪像を監修し、この大雪像を使った音楽影絵劇を披
露しました。テレビの歴史を体現している女優、黒柳徹子さん
の姿をした天女が、巨大な街頭テレビを携え商店街に舞い降り
ている大雪像を舞台に、岸野が扮する農夫と、ジョン（犬）が扮
する狼が日本の四季を表現。黒柳さんのナレーションや四季を
軽やかに歌う音楽と共に、アニメーションやライブでつくりださ
れる影絵が雪像上のテレビに投影され、札幌の夜を彩りました。
また、SIAF2017会期中にCAI02会場で展示した「札幌ループ
ライン」が、雪まつり期間、初上映されました。

Kishino Yuichi supervised the creation of a 12-meter-high snow 
sculpture in the Nishi 5-chome venue of the Sapporo Snow 
Festival, and used this large sculpture as the screen for a mu-
sical shadow play. With Kishino performing the role of a farmer 
and John the dog performing the role of a wolf, the play show-
cased the four seasons of Japan, using a large snow sculpture 
representing a nymph in the shape of Kuroyanagi Tetsuko (an 
actress embodying the history of TV) who held aloft a sculpted 
TV screen. With narration by Kuroyanagi and music expressing 
the four seasons, the shadow play was combined with an ani-
mation and a live performance and projected on the sculpture's 
TV screen, adding color to the night of Sapporo. A shadow 
landscape of the Sapporo Loop Line, which was exhibited in the 
CAI02 venue during SIAF2017, was also projected.

SIAFラボでは年間を通してSIAFの情報発信、ワークショッ
プやレクチャー、展覧会などを行っています。SIAF2017では
ARTSATプロジェクトへの参加やCAMP SITE PROJECT「裏
庭」のプロデュース、SIAFの情報を不定期に発信する瓦版『サ
カナ通信』の発行など多岐にわたる活動を展開しました。今後
も次回SIAF開催に向けて、さまざまなプログラムを実施してい
きます。

SIAF Lab provides information on SIAF, and organizes work-
shops, lectures and exhibitions all year round. In SIAF2017, it 
was involved in a wide range of activities, including participation 
in the ARTSAT project, the production of CAMP SITE PROJECT 
"URANIWA" and the publication of SAKANA PRESS, which pro-
vides information on SIAF on an irregular basis.
SIAF Lab will carry out various programs toward the next SIAF.

●SIAFラウンジ
SIAFの記録物や、関連書籍が閲覧できるライブラリーを有し、芸術
祭にまつわる情報のほか、芸術文化に関するさまざまな情報を共有、
発信するスペースです。カフェも併設され、飲食や休憩スペースと
しても利用されています。SIAF2017では休憩スペースとしての利
用に加え、インフォメーションセンターとして活用しました。

●ARTSAT×SIAFラボ
SIAF2017では久保田晃弘をリーダーに迎え、SIAFラボから小
町谷圭、石田勝也、船戸大輔、金井謙一、藍圭介らが参加しプロ
ジェクトチームを結成。「衛星はメディアである」をモットーに、宇
宙の文化芸術活用を推進するARTSATプロジェクトとコラボレー
ションし、モエレ沼公園で《Sculpture to be Seen from Space, 
Improvisation to be Heard from Space. 宇宙から見える彫刻、宇
宙から聞こえる即興演奏》《Sculpture for All of the Intelligence 
全知性のための彫刻》を展開。2017年10月には気球を成層圏へ打
ち上げてのテレコーディングパフォーマンスに成功しました。

●大黒淳一×SIAFラボ
モエレ沼公園の周辺環境を生かした、環境条件によって変化する音
響彫刻作品《沼紋》。SIAFラボから石田勝也、船戸大輔が参加し、
環境センサーの開発など作品制作のサポートを行いました。

●CAMP SITE PROJECT「裏庭」
SIAFラボのメンバーと、タノタイガが企画をプロデュース。SIAF
2017会期前より勉強会やワークショプを重ねてきました。SIAF
2017会期中もさまざまなイベントを行い、活動記録や、活動の中で
生み出したツールを写真や動画、解説を交えてSIAFプロジェクト
ルームに展示しました。

●SIAFラボ編集局×サカナ通信
2016年度より継続的に活動している「SIAFラボ編集局 －札幌・北
海道を編集する－」は、暮らしにまつわる「人・もの・こと」を題材とし
て、 この土地ならではの情報を集め、編集、発信していくプロジェク
トです。SIAF2017会期中はサカナ通信との連携活動としてSIAF
のプログラムへの取材、瓦版「サカナ通信」の発行、観覧者へのイ
ンタビューなどを行いました。

http://siaf.jp/siaflab/

P34

P34

P53

P53

SAPPORO SNOW FESTIVAL × SIAF2017
TOTTO Mall

●会期
2017年2月6日（月）－12日（日）

●パフォーマンス
会期中毎日17:00、18:00、19:00、20:00の4回公演（各回約15分）

変化するデザイン

メインビジュアルやシンボルマークをはじめとしたデザインのす
べては開催期間に照準を合わせ変化させていきました。
2016年2月16日の開催概要において、「札幌国際芸術祭デザ
インプロジェクト」を、2016年からスタートする継続プロジェク
トの一つとして以下のように説明していました。
「SIAF2017を広く発信するデザインは、ワークショップを通じて、
芸術祭のテーマにふさわしいデザインの考え方を整理し、まず
はシンボルマークに繋げていきます。同時に、サインや看板と
いった必須のデザイン要素やコミュニケーションのためのデザ
インを共同作業として組み立てていく予定です。結果だけでなく、
その過程を重視することにより、アーカイブについても学習と実
践の機会となることを目指します。」
ここに書かれている通り、これまで一般参加のミーティングやワー
クショップを重ね、会場につながる札幌の街全体の風景を視野
に入れながら、どのようなデザインがSIAF2017にふさわしい
かを判断するための軸を探ってきました。そこから導かれたの
が右記の項目です。

2016年8月7日に発表したものもまだ途上であり、会期までの
約1年の間にも徐々に変化し、また個々のプロジェクトとともに
会期が終了するまでの間にも成長を遂げるものとして、造形的
にも色彩的にも幅を持った設定をしました。

佐藤 直樹

1. 単一の規格で統一イメージをつくるのではなく、芸術祭が包括
する個々のプロジェクトの多様さに対応しうる柔軟さを備えてい
ること

2. 札幌の街全体で展開される特性を考慮し、会期に入ってからの
現場判断によってもカスタマイズが可能となるような変動性を
持たせること

3. インターネットを通じて世界中の人たちと情報共有することを踏
まえ、情報のやり取りによる各要素の変更余地も残しておくこと

4. 芸術祭のため（for SIAF）だけでなく芸術祭を通じて（through 
SIAF）推進されるべきデザインプロジェクトの一環として、成長
させられるものであること

2016年8月7日発表 2017年5月11日発表

●メインビジュアル

●シンボルマーク

SIAF2017 Main Visual and Symbol

メインビジュアルとシンボルマーク

撮影：アキタヒデキ
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