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展示
Exhibitions

RE/PLAY/SCAPE
Venue

会場
モエレ沼公園

札幌市東区モエレ沼公園1-1

Moerenuma Park Moerenuma Koen 1-1, Higashi-ku, Sapporo

モエレ沼公園の象徴であるガラスのピラミッドを拠点として、公園
の歴史と彫刻家イサム・ノグチの視点を現代へつなぐプロジェクトを
展開。参加作家の作品は、少しずつ関わり合いながら、モエレ沼公
園という場をひもとき、ここでしか成立し得ない作品を生み出しました。
ノグチのインスピレーションに満ちたこの場
（＝ Playscape）
が、今

を生きる作家のインスピレーションによって新たに再生
（＝ Replay）

される、モエレ沼公園が新しい創造の舞台となりました。

A project featuring the history of Moerenuma Park and the perspective of sculptor Isamu Noguchi was held at the Glass Pyramid, the symbolic centerpiece of the park. The works of participating artists intertwined with each other to retrace the history of
Moerenuma Park, the only place where this work would have been
possible. This place full of Noguchi’s inspiration (= playscape) was
regenerated (= replayed) by the inspirations of today’s artists. Moerenuma Park became a stage for new creation.

Artists, Works

参加作家・作品

Glass Pyramid

ガラスのピラミッド

ARTSAT×SIAFラボ
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 2017 1 、
Sculpture for All of the Intelligence 全知性のための彫刻 2017 2

ARTSAT×SIAF Lab

伊藤 隆介

Stratigraphy, 2017 / The Mechanical Monsters, 2017

層序学 2017、メカニカル・モンスターズ 2017

3

4

Sound of music, 2017

5

4

5

Sachiko M

Sachiko M
Here the sounds… 2017

Here the sounds..., 2017

Nam June Paik
K-567, 1993

（韓国 / 米国）
ナムジュン・パイク

K-567 1993

6

6

4

Matsui Shiro

松井 紫朗

climbing time / falling time 2017

7

屋外展示

climbing time / falling time, 2017

Long March–Climb Every Mountain, 2017
8

大黒 淳一×SIAFラボ
沼紋 2017

7

Outdoor Exhibition

Ito Ryusuke

伊藤 隆介
長征 すべての山に登れ 2017

3

Otomo Yoshihide ＋ Aoyama Yasutomo ＋ Ito Takayuki
Otomo Yoshihide

大友 良英

サウンド・オブ・ミュージック 2017

Ito Ryusuke

(with) without records, 2017

大友 良英＋青山 泰知＋伊藤 隆之
（with）
without records 2017

Sculpture to be Seen from Space, Improvisation to be Heard
from Space, 2017 1 / Sculpture for All of the Intelligence, 2017 2

8

Oguro Junichi × SIAF Lab
numamon, 2017

9

9

イサム・ノグチ
モエレ沼公園 1982-2005（設計：1998）

Isamu Noguchi

Moerenuma Park, 1982-2005

関連イベント

8/6（日）

SIAF2017オープニング

P71

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」

P96

8/22（火） 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
10/19（木） 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
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P80

4

5
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9

8

2

3

1

6
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NEW LIFE：リプレイのない展覧会
NEW LIFE: Exhibition without Replay
会場
札幌芸術の森 札幌市南区芸術の森2丁目75

音の表現を入り口として独自の道を切り開いてきた5人のアーティ

ストたちが、森全体に作品を展開。彼らは、伝達手段としてのメディ
アを、単に過去の時間を「再生＝リプレイ」させるためではなく、今
ここにしかない瞬間を共有するために、その新しい使い方を発明
してきた人たちといえます。本展では、彼らの表現を通して、本来

は過去の時間に属する作品の集まりである「展覧会」というメディ
アを、そのつど生まれ変わる新たな経験
（再生＝ NEW LIFE）
の場

として更新することを試みました。

Five artists who have pursued unique activities using sound as a
form of expression exhibited works throughout the forest. These
artists have obviously invented a new approach that utilizes
media as communication tools to not simply replay the past,
but also share moments experienced right here in the moment.
Through their means of expression, this exhibition tried to renew
the conventional style of an art exhibition of being a medium for
gathering art objects from the past into a continuous opportunity for the regeneration (rebirth = new life) of new experiences.

1

Sapporo Art Museum

札幌芸術の森美術館

クリスチャン・マークレー（スイス / 米国） 1

Record Without a Cover 1985
Recycling Circles 2005
Lids and Straws（One Minute） 2016 ほか

1

Record Without a Cover, 1985
Recycling Circles, 2005
Lids and Straws (One Minute), 2016, etc.
ki i te ru (Listening), 2017

2

刀根 康尚（米国）

Il Pleut（雨が降る） 2017

Christian Marclay

Suzuki Akio

鈴木 昭男

3

1

1

2

Tone Yasunao
Il Pleut, 2017

3

Craft Hall

工芸館

∈Y∋

ドッカイドー／・海・ 2017

4

有島武郎旧邸
鈴木 昭男
「点 音アーカイブ」
札幌芸術の森野外美術館

鈴木 昭男
点 音 2017

5

藤田 陽介

CELL

Sapporo Art Park Geijutsu-no-mori 2-75, Minami-ku, Sapporo

Artists, Works

参加作家・作品

き い て る 2017

Venue

2017 6

∈Y∋

dot kai dot / DKD, 2017

4

Takeo Arishima Residence

Suzuki Akio

oto-date Archive

Sapporo Sculpture Garden

Suzuki Akio

oto-date, 2017

1

5

Fujita Yosuke
CELL, 2017

6

関連イベント

8/6（日）

8/11（金・祝）
9/2（土）

10/1（日）

クリスチャン・マークレー＋大友 良英「Found Objects」

P72

刀根 康尚「AI Deviation」

P86

鈴木 昭男・宮北 裕美パフォーマンス「きい てる み てる」

∈Y∋「ドット・リーム｜DOT LEEM」

P74
P97
1

1
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5

2

4

3
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毛利 悠子
Mohri Yuko

会場｜Venue
札幌市立大学 芸術の森キャンパス スカイウェイ
札幌市南区芸術の森1丁目

Sapporo City University
Geijutsu-no-mori Campus Skyway

梅田 哲也

作品｜Work
そよぎ またはエコー 2017

Umeda Tetsuya

Breath or Echo, 2017

会場｜Venues
1

作品｜Works

金市舘ビル 札幌市中央区南2条西2丁目1

Kinichikan Bldg.

Minami 2-jo Nishi 2-1, Chuo-ku, Sapporo
2

Geijutsu-no-mori 1-chome, Minami-ku, Sapporo

1

りんご 札幌市豊平区中の島1条3丁目8-19

Ringo

わからないものたち 2017
Things That Don't Know, 2017

2

りんご 2017
Ringo, 2017

Nakanoshima 1-jo 3-8-19, Toyohira-ku, Sapporo

1

1

建築家・清家清氏設計による札幌市立大学の空
中廊下「スカイウェイ」の80m 部分を会場に、音

速、光、磁力、風といった現象を発生させ、時を
経て摩耗した「もの」たちを蘇らせた、風化と再
生のインスタレーション。山を貫くトンネルを抜
けて木漏れ日の通路からパノラマへと移リゆく
環境に、廃ピアノや夕張市にあった碍子が奏で
る音や明滅する街路灯などが共鳴した、ドラマ
チックな時間と空間を生み出しました。素材を北
海道から集め、レジデンスの施設も活用した本
作品は、
「都市と自然」から「ガラクタの星座たち」
へ、前回と今回の SIAF テーマをしなやかにつな

ぐものでもあり、2度目の SIAF 参加を果たした
作家の成長を力強く印象づけました。
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展示｜Exhibitions

An installation of weathering and regeneration
in which worn objects set in the 80-m long
Skyway, a midair corridor designed by architect
Seike Kiyoshi at Sapporo City University, were
revived through the phenomena of sound velocity, light, magnetic force and wind. Discarded
pianos, the sound of insulators from Yubari and
flickering street lights resonated with the venue, which featured a mountain tunnel leading to
a sun-drenched passage offering panoramic
views, creating a dramatic moment and space.
Mohri stayed and researched in Hokkaido several times and created this work, with materials
she collected during her research, and connected the two themes of “City and Nature” in
SIAF2014 and “When Bits and Pieces Become
Asterisms” in SIAF2017, highlighting the development of the artist, who participated in SIAF
for the second consecutive time.

1970年代にデパートとして建てられ、市民に親

関連イベント

8/26（土）
After the Echo

P82

P84
8/27（日）
After the After the Echo
Camille Norment Artist Talk

しまれた金市舘ビルの1フロア、約300坪の空間

に、札幌市内各地で集めた廃材や、その場所に

もともとあった材料をもとに広大なインスタレーショ
ンを展開した《わからないものたち》。また、かつ
てりんご倉庫として使用されていた札幌軟石の
蔵を、建物ごと音と光と時間の作品に変容させた
《りんご 》。常に会場となる周囲を観察し、ゼロ
ベースで環境を捉え直すことからスタートする梅
田の作品は、その場所でしか成立しない体験とし
て、さまざまな状況を生み出し、鑑賞者と作品と
の干渉による偶然の出来事も作品の一部となり、
作家にも予測できない「中心のない世界」が出
現しました。

The Kinichikan Building was built in the 1970s
as a department store and has been popular
with Sapporo residents ever since. In an area
of approximately 990m 2 in one floor of this
building, an extensive installation was created
using materials that had been collected from
various parts of Sapporo combined with items
already on site. It was exhibited under the title
of Things That Don’t Know.
Ringo, a work of sound, light and time, was created using a whole warehouse made of Sapporo freestone where apples used to be stored.
Umeda creates unique site-specific experiences by starting with an observation of the venue
and assessment of the environment. By incorporating the results of interference between
the viewer and the work, a "coreless world"
unpredictable even to the artist emerged.

2

関連イベント

8/18（金）

P78

9/23（土・祝）

P94

9/30（土）

P97

ライブパフォーマンス
｢わからないものたち その2｣
ライブパフォーマンス
｢わかりやすいこと｣
オールナイトトーク
｢生きているのに走馬灯｣

8/9（水）、8/20（日）、8/27（日）、
9/10（日）、9/18（月・祝）、9/30（土）、
10/1（日）

《わからないこと》会場内ライブ

展示｜Exhibitions
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堀尾 寛太

会場｜Venues

Horio Kanta

1

AGS6・3ビル

札幌市中央区南6条西3丁目13

1

AGS 6-3 Bldg.

Minami 6-jo Nishi 3-13, Chuo-ku, Sapporo
2

藻岩山山頂付近 札幌市南区藻岩山

Mt. Moiwa

端聡

作品｜Works
補間 2017

Hata Satoshi

interpolation, 2017
2

会場｜Venue

作品｜Works

北専プラザ佐野ビル5階

Intention and substance

コタンベツの丘 2017

札幌市中央区南5条西3丁目2

5F, Minami 5-jo Nishi 3-2, Chuo-ku, Sapporo

telegraph, 2017

Mt.Moiwa, Minami-ku, Sapporo

SIAF2017終了後に解体される AGS6・3ビルで

は、その構造と設備を素材とする作品《補間》を
展開。数年間使われずに繁華街で眠っていたビ
ルのシャッターや避難器具などが連鎖的に引き
起こす現象や、真っ暗な地下で蛍光灯が激しく
明滅する非日常的な空間を体験しました。標高

531m の藻岩山では《テレグラフ》を発表。山頂

から街の明かりが見えるということは、街から山
頂の明かりも見えるのではないか？そんな仮説に
基づき、山頂に光を発する作品を設置。街からは
稜線上に現れた光の明滅を確認することができ、
山頂では風で回転する鏡の反射光が引き起こす、

RGB のライトの発光や、一斗缶、ラジオなどが発

する音が断続的に森の中に鳴り響き渡りました。

44
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1

1

2

2

In the AGS 6-3 Building, which is to be demolished after SIAF2017, he created interpolation, a
piece using the structure and equipment of the
building. Visitors experienced a series of phenomena caused by shutters, fire escape equipment and other elements of the building that had
been abandoned in the entertainment district
for several years, and there was an extraordinary
space where fluorescent lights flicker violently in
the dark basement. He also exhibited telegraph
on the 531-meter Mt. Moiwa. City lights can be
seen from the summit of Mt. Moiwa, so lights on
the summit must be seen from the city. Based
on this hypothesis, he set up a luminous piece of
work on the summit. From the city, the flickering
of light on the ridge could be observed, while
at the summit luminescence from an RGB light
reflected off a mirror rotating in the wind, and the
intermittent sounds of an 18-liter square can and
a radio echoed in the forest surroundings.

9/18（月・祝）
DARK ELECTRONICS
WORKSHOP
9/28（木）

《補間》会場内ライブ

P91

2

3

Intention and substance, 1995-2017
Kotanbetsu hill, 2017 1
Liquids turn into gas by thermal energy, then get cold and turn
back into a liquid. That is how it should be. 2017, 2017 2
Change in intended substance and energy, 2017 3

1

性から多くの利便性、物質的豊かさを得た反面、
大量廃棄などからの環境やエネルギーの問題、
金融システムからの経済格差問題など、いくつ
もの課題を抱えつつ盲目的な経済成長を劇的と

P95

意図した物質とエネルギーの変化 2017

2

産業革命以降の大量生産、大量消費による方向

関連イベント

1995-2017

、 液体は熱エネルギーにより気体

となり、冷えて液体に戻る。そうあるべきだ。2017 2017

Hokusen Plaza Sano Bldg.

テレグラフ 2017

1

も言える速さで進んできました。そろそろ一度立
ち止まり、あらゆる資源が循環するシステムへと、
さらに人間の思考までも循環させるような時代に
シフトしなければならないという考えから、常に
物質は変化することと循環することを意図とした
表現を歓楽街すすきので展開しました。

We humans gained convenience and material
wealth from mass production and consumption
after the industrial revolution, and have experienced drastically progressive economic growth
while facing numerous problems, such as environmental and energy issues due to mass disposal and economic disparity derived from financial systems. It is time to stop and shift from
the social system to the circulation system of
resources and to the age of circulating even human thought. Based on this idea, Hata exhibited
his works in the Susukino entertainment district
with the concept of change and the circulation
of material.

3

関連イベント

9/15（金）

端聡×港千尋
スペシャルトーク

P90
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札幌の三至宝：アートはこれを超えられるか!
Three Great Treasures from Sapporo

Venue

会場
北専プラザ佐野ビル地下1階

Hokusen Plaza Sano Bldg.

札幌市中央区南5条西3丁目2

B1, Minami 5-jo Nishi 3-2, Chuo-ku, Sapporo

市井の中に評価も求めず、類まれなる情熱で、類まれなるものをつ
くる人がいます。企画メンバー上遠野敏が選んだ、どの文脈にも
属さない「札幌の三至宝」を紹介しました。

Exhibitions

展示
1

There are ordinary people who create extraordinary things with
great passion without seeking recognition. Three Great Treasures
from Sapporo, selected by Katono Satoshi (a project member)
were introduced here free of context.

大漁居酒屋てっちゃんサテライト

1

「てっちゃん」こと阿部鉄男さんが、20年の歳月をかけて雑貨で埋め尽

くした「大漁居酒屋てっちゃん」のコラージュ空間を藤倉翼が撮影した
写真と、
「てっちゃん」自らが家族をモチーフとして描いた油絵や素描
を公開しました。
画：阿部 鉄男

2

撮影：藤倉 翼

Paintings / drawings: Abe Tetsuo, Photos: Fujikura Tsubasa

レトロスペース坂会館別館

2

館
（本館）
」の「別館」が会期限定で北専プラザにオープン。本館にも
紹介されたことがない秘蔵コレクションを坂館長自らが展示。併せて
藤倉翼が撮影した本館の様子と館長の写真が展示されました。

3

副館長：中本 尚子

Retro Space Saka Hall Annex
The annex of the Retro Space Saka Hall (main building), a private museum exhibiting tens of thousands of knick-knacks collected by Saka
Kazutaka, opened in the Hokusen Plaza Sano Building for a limited
time only. Saka exhibited his collection that had never been shown.
Photographs of Saka and the main building taken by Fujikura Tsubasa
were also exhibited.

坂一敬さんが雑貨を数万点収集した私設博物館「レトロスペース坂会

館長：坂 一敬

Tairyo Izakaya Tecchan Satellite
The interior space of Tairyo Izakaya Tecchan was collaged over
20 years by owner Abe Tetsuo, who is also known as Tecchan.
Photographs of the space taken by photographer Fujikura Tsubasa were exhibited along with Tecchan’s own oil paintings and
drawings of his family.

撮影：藤倉 翼

1

Director: Saka Kazutaka / Deputy director: Nakamoto Naoko,
Photos: Fujikura Tsubasa

北海道秘宝館
に展示されてい
2010年に閉館した北海道秘宝館（札幌市南区定山渓）

た蝋人形を札幌の至宝として写真で紹介。併せてドキュメント映像で、
当時の様子を振り返ると共に、役目を終えた館内の写真を展示しました。
写真・映像：都築 響一

3

Hokkaido Hihokan
Hokkaido Hihokan (Jozankei, Minami-ku, Sapporo) was closed in
2010. A wax doll on exhibit there was introduced as a great treasure
from Sapporo along with photographs. A documentary film was also
shown along with photographs of the interior space of the closed facility to look back on that time.
Photos and videos: Tsuzuki Kyoichi

関連イベント
大漁居酒屋てっちゃん
店内ツアー
（会期中、水・日を除く毎日）

9/27（水）

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
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P73

P95

レトロスペース坂会館
（本館）

大漁居酒屋てっちゃん

札幌市西区二十四軒3条7丁目3−22

札幌市中央区南3条西4丁目 カミヤビル7階

2

3
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DOMMUNE UNIVERSITY OF THE ARTS

THE 100 JAPANESE CONTEMPORARY ARTISTS
season 5 （DOMMUNE SAPPORO!）
Venues

会場

Hokusen Plaza Sano Bldg.

北専プラザ佐野ビル地下1階 札幌市中央区南5条西3丁目2

CAI02

B1, Minami 5-jo Nishi 3-2, Chuo-ku, Sapporo

札幌市中央区大通西5丁目8 昭和ビル地下２階

CAI02 Showa Bldg. B2, Odori Nishi 5-8, Chuo-ku, Sapporo

宇川直宏によるインターネットストリーミング放送局 DOMMUNE

のプロジェクト「THE 100 JAPANESE CONTEMPORARY ART-

ISTS」は、現代日本を代表するアーティスト100人の個人史をひ

もとく、自叙伝的インタビュー番組です。SIAF2017ではこのプ

ロジェクトの season 5を開催。すすきのにある「北専プラザ 佐

野ビル」では、かつてクラブだった全面ピンク色の空間を生かし

た、ここでしか見ることのできない異色の展示が 5名のアーティス

トにより展開されました。また、
「CAI02」には作品展示に加えて、

DOMMUNE SAPPORO! を開局し、番組配信と展示を行いました。

1

2

DOMMUNE is an Internet streaming broadcast station established by Ukawa Naohiro. The 100 Japanese Contemporary
Artists, a project of DOMMUNE, is an autobiographical interview
program to reveal the personal histories of 100 Japanese contemporary artists. In SIAF2017, Season 5 of this project was
shown. In the Hokusen Plaza Sano Building in Susukino, five artists used a space in pink that was once a hostess bar to display
unique exhibits. DOMMUNE SAPPORO!, a satellite studio, was
opened at the CAI02 gallery, where the program broadcasting
and an exhibition were implemented.

参加作家・作品

Artists, Works

宇川 直宏

Ukawa Naohiro
Hokusen Plaza Sano Bldg.

北専プラザ佐野ビル

大友 良英
斎藤 秀三郎
篠原 有司男
中ザワヒデキ
山川 冬樹

without records

Otomo Yoshihide without records, 2017

2017

Saito Hidesaburo Work 8703 Virgin, 1987 / Work 9202, 1992 /

作品8703処女 1987､ 作品9202 1992､
作品9002ハート 1990､ キャベツ玉 2007

Red and Black on White 2004､ Black ＆ Pink on
White 2012､ カマキリマン・ライダー 2002 1
10枚から成る62円分の普通切手の57通り

その人が見た未来は僕らの現在 2015

2017

2

dwelling

札幌ループライン

2002､

3

did I?

Shinohara Ushio Red and Black on White, 2004 / Black & Pink
on White, 2012 / Praying mantis-man Rider, 2002

Nakazawa Hideki 57 Ways to Make 62 Yens Worth from 10
Stamps, 2017

Sawa Hiraki dwelling, 2002 / did I?, 2011

監修：岸野雄一、技術協力：クワクボリョウタ、音楽：海藻姉妹、制作：TASKO inc.

Sapporo Loop Line, 2017

配信番組

Livestream Programs

4

｢DOMMUNE SAPPORO!」DAY1

8/6（日）

｢DOMMUNE SAPPORO!」DAY2

インタビュー：クワクボリョウタ×畠中 実

P70

Sat., Aug. 5

P73

Sun., Aug. 6

P78

Fri., Aug. 18

P80

Sat., Aug. 19

P90

Sat., Sep. 16

LIVE：藤田 陽介、テニスコーツ、MC MANGO
4

講演：中ザワヒデキ

9/16（土） ｢DOMMUNE SAPPORO!」DAY5
インタビュー：山川 冬樹×藪前 知子

展示｜Exhibitions

P73

DOMMUNE SAPPORO! DAY3

P78

4

Talk: Otomo Yoshihide×Ukawa Naohiro

DOMMUNE SAPPORO! DAY4

P80

Talk: Nakazawa Hideki×Kouzuma Sekai
Lecture: Nakazawa Hideki

5

LIVE：山川 冬樹、ハットコペ、テンテンコ

48

DOMMUNE SAPPORO! DAY2

Talk: Sawa Hiraki×Kouzuma Sekai,

DJ: Kishino Yuichi, Chinbantei Gorakushisyou

インタビュー：中ザワヒデキ×上妻 世海

3

P70

Performance: Fujita Yosuke, Tenniscoats, MC MANGO

DJ LIVE：岸野 雄一、珍盤亭娯楽師匠

8/19（土） ｢DOMMUNE SAPPORO!」DAY4

5

DOMMUNE SAPPORO! DAY1

Talk: Kuwakubo Ryota×Hatanaka Minoru,
Performance and Talk: Sachiko M(ASR)

インタビュー：さわひらき×上妻 世海

インタビュー：大友 良英×宇川 直宏

3

Supervisor: Kishino Yuichi, Technical cooperation: Kuwakubo Ryota,
Music: Kaiso Shimai, Produced with cooperation of TASKO inc.

LIVE ＋ TALK：Sachiko M（ASR）

8/18（金） ｢DOMMUNE SAPPORO!」DAY3

2

CAI02

2011

8/5（土）

1

Yamakawa Fuyuki The Future She Saw was Our Present, 2015

CAI02
さわひらき

Work 9002 Heart, 1990 / A Head of Cabbage, 2007

DOMMUNE SAPPORO! DAY5

P90

5

Talk: Yamakawa Fuyuki×Yabumae Tomoko

Performance: Yamakawa Fuyuki, Hattokope, TENTENKO

展示｜Exhibitions
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さわ ひらき
Sawa Hiraki

会場｜Venue

作品｜Work

北海道教育大学 アーツ & スポーツ文化
複合施設 HUG

ulo ulo ulo 2017

札幌市中央区北1条東2丁目4

うろ・うろ・うろ 2017

Hue Universal Gallery（HUG）

Kita 1-jo Higashi 2-4, Chuo-ku, Sapporo

さわひらきが、2017年1月にモエレ沼や夕張市のシューパロ湖など

で、梅田哲也と行った光の実験「フィールドアクション」の記録をベー

スとした映像インスタレーションを発表。氷点下のなか、表面の積
雪を掻き、氷に穴を開け、水中に照明を沈め、その光源を上下して
拡散の範囲を変化させるなど、謎に包まれた非合理的な行為によっ
て出現した未知なる光景。不気味に発光する穴、その周りで行われ
る営みなど、一連の出来事がさわの能動的
（創造的）
な誤読によっ
て再構築され、虚と実が交錯する詩的な映像で描き出されました。

50

展示｜Exhibitions

Sawa Hiraki presented a new video installation based on the
records of Field Action, an experiment on light conducted at Moerenuma and Lake Shuparo in Yubari in January 2017 together
with Umeda Tetsuya. Ethereal scenery was created by Umeda,
who shoveled snow on the icy lake surface, made a hole in the
ice and then dropped a light into the lake in freezing temperatures. A series of events, including the light coming from the
hole and movements performed around it, were reconstructed
through Sawa’s proactive (creative) misreading and depicted in
poetic footage in which fantasy and reality were intertwined.

中崎透×札幌×スキー
「シュプールを追いかけて」
NAKAZAKI Tohru×Sapporo×Ski
Tracing Snow Tracks

日常生活の上ではやっかいな雪と共存しながら楽しんだり苦労し
たりする北国の生活、1972年の冬季オリンピックを契機に都市計

画が進んだ札幌という都市の輪郭をなぞる展覧会。この展覧会の

ために結成されたボランティアチーム SIAF500メーターズと共に

リサーチを行い、さまざまな施設や関係者から借りてきたスキー板
をはじめとした冬の道具が並びました。また、スキー・雪山にまつわ

るインタビュー記事や作品を500ｍ美術館の直線空間に並べるこ

とで、人間の工夫や遊び心の軌跡、生活、人、時代や歴史を感じと
れる空間を創出しました。

会場｜Venue
札幌大通地下ギャラリー 500m 美術館
札幌市中央区大通西1丁目〜大通東2丁目

（地下鉄大通駅とバスセンター前駅を結ぶ地下コンコース内）

Sapporo Odori 500-m Underground Walkway Gallery
Odori Nishi 1-chome to Higashi 2-chome, Chuo-ku, Sapporo

In snowy regions, people coexist with, enjoy and struggle
through snow. This is an exhibition tracing the outline of Sapporo, which rapidly developed when the Winter Olympics were held
in 1972. With the SIAF 500 Meters volunteer team, which was
formed for this exhibition, Nakazaki conducted research to display skis and other winter tools borrowed from various facilities
and people. He also showed articles of interviews and works related to skiing and snow mountains in the linear exhibition space
of the Sapporo Odori 500-m Underground Walkway Gallery to
create a space where viewers could understand people’s efforts
to coexist with and enjoy snow, as well as highlighting various
lifestyles, people, ages and histories.

展示｜Exhibitions

51

狸小路 TV
Tanukikoji TV

8/20（日）根源的な T V 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

P80

8/21（月）北海道の視点を探索する

P80

は何かを問い直す〜

会場｜Venues
狸小路商店街

関連イベント
（上映＋トーク）

札幌市中央区南2・3条西1〜8丁目

8/23（水）｢TVはどうなる？」シリーズ1

8/29（火）｢TVはどうなる？」シリーズ2

P84

9/13（水）｢TVはどうなる？」シリーズ4

P88

9/1（金） ｢TVはどうなる？」シリーズ3
9/17（日）TV 映像から再発見する 札

P80

幌 〜ローカリズムと創造の
原点を探る〜

（祭屋永井、宮文刃物店、au ショップ狸小路、北海道みやげ たぬきや、

道産食彩 HUG、新倉屋、リカープラザ鈴木、シアターキノ、KOPITIAM、

フレッシュエアー、hilninel、くさかカバン店）

大通すわろうテラス
札幌プラザ2・5

札幌市中央区南2条西4丁目 札幌ナナイロ前

札幌市中央区南2条西5丁目

Tanukikoji Shopping Arcade

Minami 2- and 3-jo Nishi 1- to 8-chome, Chuo-ku, Sapporo

Odori Suwaro Terrace

Minami 2-jo Nishi 4-chome, Chuo-ku, Sapporo

Sapporo Plaza 2-5

Minami 2-jo Nishi 5-chome, Chuo-ku, Sapporo

参加作家｜Artists
今野 勉、長沼 修

Konno Tsutomu, Naganuma Osamu
テレビにおける表現をいろいろな角度から再評価する
企画。テレビ放送開始当初すべての番組が生放送だっ
たことから、芸術祭会場からのリアルタイム映像を狸
小路商店街の店舗に設置したテレビに放映しました。
また、連日19時30分から1時間、この企画のために考
えられた番組
（上映＋トーク）
を大通すわろうテラスか

ら生放送。上映イベントではテレビ表現が成熟した時
期である1960〜70年代に放送され、現在では見るこ

とが難しい珠玉のドラマ上映や、近年放送されたロー

カル番組も取り上げ、関係者とトークを実施しました。
Tanukikoji TV was a project in which TV expressions
were reevaluated from various angles. All programs
were live when TV broadcasting began, so real-time
footage from SIAF venues was broadcast to TVs
placed at stores in the Tanukikoji Shopping Arcade.
Live coverage of a program (screening + talk show)
for this project was also broadcast from Odori Suwaro Terrace for one hour from 19:30 every day. In
the screening event, excellent dramas that were
broadcast in the 1960s to '70s (a maturing period
of TV expressions) and that are now difficult to find,
and recent local programs were screened, and a talk
show was held with people involved.

番組配信（P73以降参照）

8/6（日）

オープニング放談「Viva! 札幌 Viva! 狸小路」

P84
P91

札幌市資料館を拠点とした
アートプロジェクト
Art projects based in the
Shiryokan
会場 ｜ Venue
札幌市資料館 札幌市中央区大通西13丁目

展示｜Exhibitions

北海道・札幌に滞在し活動をするアーティストによる創造的活動を支援するための新しい情
報ソースを蓄積することを目的に、情報ポータルサイトの作成や、
「北海道芸術史・オルタナティ
ブ芸術史」の年表をまとめるオープン・プロジェクト、アーティストのスタジオを訪問するスタ
ジオヴィジット、滞在制作を試みたアーティストの活動を訪ねるツアーなどを実施しました。
With the aim of accumulating information sources to support creative activities by local
artists and artists from other regions who are residing in Sapporo / Hokkaido, various
projects were implemented including the creation of an information portal site (website),
the Open Project (in which chronological tables for Hokkaido art history and alternative
art history were compiled), the Studio Visit project, and tours visiting artists who participated in the artist-in-residence program.

Shiryokan（Former Sapporo Court of Appeals）

関連イベント

8/11（金・祝）狸小路6丁目座談会

SIAF2017のテーマ「芸術祭ってなんだ？」を参加者

8/14（月）

クショップ、参加型のプログラムを実施しました。また、

北海道美術史
［1977-2017］フォーラム
8/11（金・祝）
8/12（土）13（日） 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
北海道美術史
［1977-2017］
フォーラム
9/12（火）
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
9/23（土・祝）
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
9/25（月）

8/7（月）

8/8（火）

北海道のハロウィン「ローソクだーせ」中継
狸小路商店街新役員座談会

8/10（木） 連続漫画ライブ

8/12（土） アートマネージメントってなんだ 1

今はなき忘れられた懐かしい北海道ローカル TVCM 特集 1

8/15（火） 今はなき忘れられた懐かしい北海道ローカル TVCM 特集 2
8/17（木） テレビでラジオ〜ドラマの世界 1
8/18（金） 狸小路でボンバーマン
8/21（月）

北海道の視点を探索する トーク中継

8/23（水）

上映イベント「TV はどうなる？」シリーズ1 トーク中継

8/27（日）

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 !

8/22（火） ラ・テ期草創期 てんやわんやのナマ放送現場

8/24（木） 狸小路から札幌へ、老舗宮文の宮本社長対談
8/28（月）

加賀城匡貴のアートたんけんたい賞 1

8/29（火） 上映イベント「TV はどうなる？」シリーズ2 トーク中継
8/31（木） テレビでラジオ〜ドラマの世界 2
9/1（金）

上映イベント「TV はどうなる？」シリーズ3 トーク中継

9/7（木）

アートマネージメントってなんだ 2

9/4（月）

9/8（金）

9/11（月）

Odori Nishi 13-chome, Chuo-ku, Sapporo

一人ひとりが考え、試し、共有する場として、展示やワー

P73
P75
P88
P94
P95

インフォメーションセンターやカフェ、ボランティアセ
ンターを併設し、芸術祭に関する情報発信の中心的
な会場として機能しました。
The Shiryokan was open to the public as a place to
consider, share and take part in activities related to
the theme of SIAF2017, “How do we define ‘Art Festival’?”, and exhibitions, workshops and participatory
programs were held. An information center, a cafe
and a volunteer center were also established in the
Shiryokan, which acted as a base for the art festival.

• サカナ通信 SAKANA PRESS
「さいあふ、かわらばん、なぜなに通信」の略称。SIAF に関わる市民が記者となり、会期中

に行われるプロジェクトやイべントのタイムリーな情報をはじめ、札幌・北海道ならではの情
報を取材、編集し、さまざまなメディア
（SNS、ブログ、瓦版、回覧板など）
を通じて発信しました。
An abbreviation of Saiafu, Kawaraban, Nazenanitsushin (lit. SIAF, newsletter, why, what, correspondence). Local residents involved in SIAF acted as reporters and collected and edited
information on projects and events during the festival as well as information unique to Sapporo / Hokkaido to publish through various media (e.g. SNS, blogs, newsletters, notices).

• CAMP SITE PROJECT『裏庭』 CAMP SITE PROJECT "URANIWA"

加賀城匡貴のアートたんけんたい賞 2

参加作家｜Artists タノタイガ TANOTAIGA

アートマネージメントってなんだ 3

資料館の裏庭を「キャンプ場」として機能させるためのプロジェクト。規制の趣旨に抵触し

加賀城匡貴のアートたんけんたい賞 3

9/12（火） TV の青春期を語ろう

ない方法で創意工夫により課題を解決していくため、参加者と共に勉強会やワークショプ、

9/13（水） 上映イベント「TV はどうなる？」シリーズ4 トーク中継

交流イベントを重ね、一連の取り組みを公開しながら、
「公共（パブリック）
とは何か？」を参加

9/18（月・祝）今はなき忘れられた懐かしい北海道ローカル TVCM 特集 3

を展開しました。

者の「個人（パーソナル）
・プライベート」な視点から考え、プロジェクトの実現に向けた活動

9/15（金） アートマネージメントってなんだ 4

9/19（火） 今はなき忘れられた懐かしい北海道ローカル TVCM 特集 4
9/22（金） 北のお菓子文化〜甘くて深〜い歴史の味

アートとリサーチセンター / Art and Research Center

9/23（土・祝）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
9/24（日）
9/25（月）

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
加賀城匡貴のアートたんけんたい賞 4 大賞決定

9/26（火） 狸小路ニューウェーブの発信者たち

A project creating a camp site in the Shiryokan’s backyard. Study sessions, workshops
and exchange events were held to use inventiveness to overcome various issues without contravening public regulations. These efforts were open to the public, and all participants considered what a public space meant from their personal perspectives and
worked to realize the project.

関連イベント

9/27（水） アートマネージメントってなんだ 5
9/28（木） 北海道食文化の成り立ち

9/30（土） 狸小路 TV メンバーのラスト放談
サカナ通信 / SAKANA PRESS

CAMP SITE PROJECT『裏庭』
CAMP SITE PROJECT "URANIWA"

52

• アートとリサーチセンター Art and Research Center

P73
8/8（火）11（金・祝） キャンプの為のテント制作ワークショップ
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 P75
8/12（土）
P75
タノタイガ「開拓風呂入浴式」
8/13（日）
P77, 78, 80
8/17（木）19（土） ｢裏泊」で泊まってみる
P80
タノタイガ「ラーメンが食べたい」
8/20（日）
P81, 82
8/24（木）26（土） ｢裏泊」で泊まってみる
P84, 86
8/31（木）9/2（土） ｢裏泊」で泊まってみる
P86
タノタイガ 鮭を飼いたい！
「ルアー作りワークショップ」
9/2（土）
P88
｢裏泊」で泊まってみる
9/7（木）9（土）
P88, 90, 91
9/14（木）16（土） ｢裏泊」で泊まってみる
P88
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」
9/14（木）
P90
タノタイガ 鮭を飼いたい！｢鮭と入浴式｣
9/15（金）
P91
タノタイガ 鮭を飼いたい！｢鮭料理｣
9/16（土）
P91
裏庭ミーティング vol.4 これは「CAMP/キャンプ」だったのか？
9/16（土）
P97
裏庭フィナーレ
「開拓風呂入浴式・晩餐会」
9/30（土）
P97
裏庭フィナーレ
「開拓風呂入浴式」
10/1（日）

展示｜Exhibitions
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北海道の三至宝：アートはこれを超えられるか!
Three Great Treasures from Hokkaido

Venue

会場
札幌市資料館 2階

Shiryokan（Former Sapporo Court of Appeals）

札幌市中央区大通西13丁目

2F, Odori Nishi 13-chome, Chuo-ku, Sapporo

北専プラザ佐野ビル会場で展開した「札幌の三至宝」に並び、企
画メンバー上遠野敏が選んだ「北海道の三至宝」を紹介しました。

Three Great Treasures from Hokkaido (selected by Katono Satoshi,
a SIAF project member) were introduced along with Three Great
Treasures from Sapporo at the Hokusen Plaza Sano Building.

展示

Exhibitions

1

赤平住友の炭鉱遺産：坑内模式図 ［展示期間：8月6日（日）〜17日（木）］

1

2016年に住石マテリアルズ株式会社から赤平市に旧住友赤平炭鉱

The underground mine map of the former Sumitomo Akabira Coal
Mine, which was assigned from Sumiseki Materials Co., Ltd. to Akabira
City in 2016 with other related facilities, was opened to the public for
the first time. This map depicting the whole 200-km pit on two pieces
of 5-meter-long paper can be referred to as a compass for the coal
mine, and it played an important role when pit surveying technicians
decided how to proceed with work.

の施設とともに譲渡された「坑内模式図」を初めて一般公開。これは
全長200キロメートルの坑内を約5メートルの図面2枚に収めた炭鉱

の羅針盤といえるもので、坑内測量職員がどのように作業を進めるか
を判断する重要な役割を担っていました。

2

地球の声を聞いた男・三松正夫の昭和新山火山画
北海道有珠郡壮瞥町の元郵便局長三松正夫は、戦時中に火山
（昭和
新山）
の生成を記録した人物です。昭和新山は三松が私財を投じて購

2

入した個人の所有物で、火山そのものが世界に誇れる博物館の資料と

1

Images of Mt. Showa-shinzan in eruption painted
by Mimatsu Masao
Mimatsu Masao, the former postmaster of Sobetsu, Usu-gun, Hokkaido, recorded the formation of a volcano (Mt. Showa-shinzan) during
the Second World War. Mt. Showa-shinzan was bought by Mimatsu
and remains in his family, and the volcano itself provides world-class
materials for museums. The exhibits included pictures of the volcano
(partly replicas) and related materials, including the Mimatsu Diagram.

なっています。今回は火山画
（一部レプリカ）
とミマツダイヤグラムなど
の資料を併せて展示し、その魅力を伝えました。

3

Akabira Sumitomo Coal Mine Heritage:
Underground Mine Map（exhibited August 6 – 17）

北海道の木彫り熊〜山里稔コレクションを中心に
木彫り熊は、北海道を代表するお土産という時代もありましたが、その
後近年まで評価がされない時期が続きました。本展示では、彫り師た
ちが試行錯誤を重ね、造形性を高めた手彫りの熊を再認識し、また俯
瞰する機会として、造形作家の山里稔さんのコレクションの木彫り熊と
道内の名作熊が一堂に会しました。また、市民公募の立体熊も展示し
て彩りを添えました。

3

Carved wooden bears of Hokkaido from
Yamasato Minoru Collection
Wooden bears were once a popular gift from Hokkaido, but until
recently had lost their attraction. In this exhibition, sculptor Yamasato Minoru’s wooden bear collection and other masterpieces from
Hokkaido were brought together for public display to provide an opportunity to recognize and enjoy the beauty of carved wooden bears.
Three-dimensional bear artworks collected from the public were also
on display to add color to the exhibition.

2

関連イベント

8/11（金・祝）

トーク「北海道の三至宝：
アートはこれを超えられるか !」

P73

2
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3

2
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テラコヤーツセンター

「土砂」

Terakoyarts Center 'Dosha'
会場｜Venue
札幌市資料館 2階 札幌市中央区大通西13丁目

Shiryokan（Former Sapporo Court of Appeals）
2F, Odori Nishi 13-chome, Chuo-ku, Sapporo

参加作家｜Artist
テニスコーツ

Tenniscoats

SIAF が開催された57日間、札幌市資料館2階にあ

る旧応接室に、テニスコーツのさや、植野隆司とMC

MANGO が滞在し、来場者と共に作品をつくりました。

みんなでいろいろなことを練習したり、ゲストが来たり、

関連イベント
・12
（土）みんなで音楽劇をつくろう
8/11（金・祝）

8/13（日）

｢みんなで音楽劇をつくろう」発表会

P73, 75

8/18（金）

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

8/22（火）

｢リュウガ君のタップダンスLOVE」ワークショップ

8/28（月）

テニスコーツ＠札幌市立大学

8/19（土）
8/23（水）26（土）

裏庭カレーフェス

ざやえんどう with テニスコーツ 楽団しよう

9/1（金）

ミセストライアングル in 資料館裏庭

9/5（火）8（金）

テニスコーツ、weird-meddle record企画

9/22（金）

非公式トークライブ「芸術祭、終わりのはじまり…」

9/3（日）

9/12（火）

テニスコーツと立花泰彦

リュウガ君のタップダンス教室2

9/23（土・祝）

リュウガ君のタップダンス教室3

9/24（日）

スモーフェス in 資料館裏庭

9/24（日）
9/25（月）

テニスコーツ in 地下歩行空間
テニスコーツ in 宮の森美術館

9/27（水）

DOMMUNE中継ライブ

10/1（日）

Let it be…

9/28（木）

堀尾寛太「補間」会場内ライブ

P75
P78
P80
P80

P80 82
P84
P84
P87
P88
P88
P91
P94
P94
P94
P95
P95
P95
P97

ここで数々の出来事が繰り広げられました。
Many works were created by Saya and Ueno
Takashi of Tenniscoats, MC Mango (who stayed in
the former reception room on the second floor of
the Shiryokan for all 57 days of SIAF) and visitors
to the Shiryokan. Dosha provided a place for
practicing various things and welcoming guests,
and was the venue for a variety of events.

NMA ライブ・ビデオアーカイブ
NMA Live Video Archive
会場｜Venue
札幌市資料館 1階 札幌市中央区大通西13丁目

Shiryokan（Former Sapporo Court of Appeals）
1F, Odori Nishi 13-chome, Chuo-ku, Sapporo

札幌を拠点に、1983年から即興や実験的な音楽を中心としたコンサートを企画し

てきた NMA
（NOW MUSIC ARTS）
の活動を紹介する展示室。主宰の沼山良明の
部屋をイメージした室内では、これまで NMA が企画したライブビデオを自由に検
索視聴でき、当時のチラシ、イベントが紹介された新聞や雑誌の切り抜きなども展
示しました。

An exhibition room introducing the activities of NMA (Now Music Arts), which
is based in Sapporo and has organized concerts for improvisation and experimental music since 1983. Visitors could freely enjoy videos of live performances organized by NMA as well as advertising literature and newspaper
and magazine clippings about events in the space inspired by the studio of
Numayama Yoshiaki, the organizer of NMA.
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札幌デザイン開拓使

会場｜Venue

参加作家・作品｜Artist, Works

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〜

JR タワープラニスホール
札幌市中央区北5条西2丁目

栗谷川健一
ムックリを鳴らすアイヌ娘 1953、
スキーの源流 1966 ほか

Sapporo Design Pioneers
Graphic Design from Sapporo From
Kuriyagawa Kenichi to Hatsune Miku

「デザインってなんだ？」という問いを、札幌にま
つわるデザインで考える展覧会。1872年、北海

道開拓使長官・黒田清隆が考え、採用されなかっ

たとされる幻の開拓使旗エンブレムを起源に、明
治初期の鳥瞰図、昭和初期にグラフィックデザイ
ンの先駆けとなった栗谷川健一、札幌オリンピッ
クで登場したデザイン、そして80年代以降、札幌
を拠点とするデザイナーによって生み出されたグ

ラフィックデザインの数々などを紹介しました。
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JR Tower Planis Hall

Kita 5 -jo Nishi 2-chome, Chuo-ku,
Sapporo

Kuriyagawa Kenichi

A young Ainu woman playing the
mukkuri, 1953 / The origins of skiing,
1966, etc.

This exhibition posed the question "What is
design?" through designs related to Sapporo.
It featured graphic designs in Sapporo, which
started with an emblem for the Hokkaido Development Commissioner (which was designed
by Kuroda Kiyotaka, the chief of the Hokkaido
Development Commissioner in 1872 but was
not adopted). The designs exhibited included
bird's eye-views from the early Meiji era and
works by Kuriyagawa Kenichi, a pioneer of
graphic design in the early Showa era, as well
as numerous designs created for the Sapporo
Olympics and graphic designs created by designers based in Sapporo since the 1980s.

関連イベント

9/19（火）

札幌デザイン開拓使
無料デー

P91

火ノ刺繍
−
「石狩シーツ」
の先へ

会場｜Venue

Fire Embroidery
−Beyond Ishikari Sheets

Hokkaido University Museum

日本の現代詩の最先端を切り開いて来た詩人、

An exhibition featuring Ishikari Sheets, the
major work of Yoshimasu Gozo, a pioneer of
cutting-edge contemporary poetry in Japan.
This exhibition introduced his world of poetry
emerging in between voice and letters. The
process with which a poem is created and the
artist’s previous activities were introduced with
materials including drafts, diaries, travel reports
and records of exchanges with Sapporo residents in Temporary Space (a gallery) and other
places. The exhibition created a space representing the vision of Ishikari Sheets, which covers his challenge to the poetry to eroticism and
the end of the modern age in postwar Japan.

吉増剛造。代表作、
「石狩シーツ」をモチーフに、
声と文字のはざまに詩を発現させるその芸術の
核心に迫る展覧会。ひとつの詩が生み出される
過程を、草稿や日記、旅の記録、ギャラリー「テン
ポラリースペース」を中心とする札幌の人々との
交流の軌跡など過去の資料によってたどりつつ、
詩人の現在の営みまでを展示として構成。詩と
いう領域への挑戦、エロティシズム、戦後日本の
近代の終焉など複数の主題が織りあわされた「石
狩シーツ」のヴィジョンを空間として展開しました。

北海道大学総合博物館
札幌市北区北10条西8丁目

Kita 10-jo Nishi 8-chome, Kita-ku, Sapporo

参加作家・作品｜Artist, Works
吉増剛造
《石狩の時間の皺皺皺皺…》2017、
《火ノ刺繍》2017 ほか

Yoshimasu Gozo,

Pli, pli, pli, pli,,,,,of the time of Ishikari, 2017 /
Fire Embroidery, 2017, etc.

関連イベント

9/1（金）

P84

9/3（日）

P87

パフォーマンス
吉増剛造×空間現代
パフォーマンス
吉増剛造×鈴木ヒラク

展示｜Exhibitions

59

クワクボリョウタ
Kuwakubo Ryota

会場｜Venue
札幌市円山動物園
西門イベントハウス［旧・魔境の伝説］
札幌市中央区宮ヶ丘3-1

コタンペップロジェクト

作品｜Work
LOST#16

2017

Kotan-pet Project

LOST #16, 2017

会場｜Venue

参加作家｜Artist

Maruyama Park

Igarashi Jun

円山公園 札幌市中央区宮ヶ丘
Miyagaoka, Chuo-ku, Sapporo

Event House at the west gate of
Sapporo Maruyama Zoo

五十嵐 淳

Miyagaoka 3-1, Chuo-ku, Sapporo

クワクボリョウタは、2010 年から発表している

《LOST》シリーズで、鑑賞者自身が内面で体験

を紡ぎ出すような作品に着手しています。本作
では大正・昭和の世に行政や鉄道会社に依頼さ
れ日本中の「鳥瞰図」を作成した吉田初三郎の
仕事を参照。初三郎の姿と、芸術祭に参加する

アーティストである自身を重ね合わせながら、主
催者や動物園の関係者と対話を行いました。制
作にあたり札幌の郊外へも足をのばし、北海道
の風景をリサーチ。作品内に配置された小さな
家々の屋根には、雪国特有の形が反映されました。
また、市内のさまざまな場所で収集したオブジェ
も数多く作品内に登場。大人から子どもまで、幅
広い来場者が作品に触れる機会となりました。
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Kuwakubo's Lost series, which he began in
2010, reminds the viewer of his/her own inner
experiences. This time, he was inspired by the
work of Yoshida Hatsusaburo, who created
bird's eye views of places all over Japan at the
request of the government or railway companies in the Taisho and Showa eras. While
equating Hatsusaburo with himself as an artist
participating in this festival, he talked with the
organizer and people involved with Maruyama
Zoo. Before production, he also visited the
suburbs of Sapporo to research the scenery of
Hokkaido. The shape of roofs unique to snowy
regions was reflected in the roofs of small
houses placed in his work. Many of the objects
collected around the city were also used in his
work. This project presented an opportunity
for visitors of all ages to enjoy his work.

円山の環境、歴史、文化のさまざまな結びつきをひもとき、急速な都市化の中で、

関連イベント

8/5（土）

P70

｢DOMMUNE SAPPORO!」

DAY1

10/1（日）

アーティスト・トーク

P97

見えなくなってしまった物事を再発見するプロジェクト。都市と自然が近接する円

関連イベント

トでは、円山公園に、未来を思考し、円山をまるごと体験する創造的なコタン
（村）

8/6（日） ひろがれコタンワークショップ #01
めちゃクチャ OPENING

が出現。来場者自身が「大風呂敷テント」を借りて、
「クチャ *」をモチーフとした居

コタンペッ再発見ツアー

山は、かつてアイヌ語でコタン
（村）
ペッ
（川）
と呼ばれていました。このプロジェク

場所をしつらえることにより、常に風景が変化するコタンが形成されました。
* アイヌが猟期に使う仮小屋

A project planned to uncover the environment, history and culture of Maruyama
and rediscover things that have become lost and invisible amid rapid urbanization. Maruyama, where the urban area and nature are close to each other, was
called kotan-pet (kotan = village, pet = river) in Ainu. In this project, a creative
kotan that allowed visitors to think of the future and experience multiple aspects of the Maruyama area appeared. An ever-changing kotan was formed by
visitors who borrowed O-furoshiki tents and set up places to stay like kucha.*

P73

8/12（土） 五十嵐淳、上遠野敏、マユンキキと歩く

P75

8/20（日） 見えないものを見てみよう!

P80

9/10（日） ひろがれコタンワークショップ #02

P88

10/1（日） 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

P97

コタンペッちゃクチャバーチャルツアー
森で食ベる・話す・唄う

* Temporary shed used by the Ainu during the hunting period

展示｜Exhibitions
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石川直樹展
｢New Map for North」

会場｜Venue

参加作家・作品｜Artists, Works

札幌宮の森美術館

石川 直樹 サハリン・北海道 、

Ishikawa Naoki Exhibition
– New Map for North

Miyanomori International
Museum of Art, Sapporo

札幌市中央区宮の森2条11丁目2-1

Miyanomori 2-jo 11-2-1, Chuo-ku, Sapporo

知床・道東 、白老・登別
アヨロラボラトリー 白老・登別

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」
Guest House × Gallery Project

Ishikawa Naoki

Sapporo ARTrip–Art is the Opening to a Journey

Sakhalin / Hokkaido, Shiretoko /
Doto, Shiraoi / Noboribetsu

Ayoro Laboratory

近年、新しい旅の拠点としてその存在が注目されているゲストハウ

Shiraoi / Noboribetsu

スを会場に、
「旅」をテーマにした展覧会を開催しました。札幌市内

4カ所のギャラリーと市内8カ所のゲストハウスが参加。ギャラリー

が選んだ北海道を拠点に活躍する10組のアーティストが、ゲストハ

ウスの空間に作品を設置。アーティストとゲストハウスが持ってい
る個性が相乗効果を生み、より魅力的な場がつくられました。

会場・参加アーティスト

Venues, Artists

• UNTAPPED HOSTEL 札幌市北区北18条西4丁目1-8

• UNTAPPED HOSTEL Kita 18-jo Nishi 4-1-8, Kita-ku, Sapporo

上ノ 大作「ハタゴ（旅籠）
」

Aikawa Mitsugu UNBEATEN-N18W5

相川 みつぐ「UNBEATEN-N18W5」

• WAYA 札幌市豊平区豊平2条4丁目1-43

• WAYA Toyohira 2-jo 4-1-43, Toyohira-ku, Sapporo

• 雪結
（yuyu）札幌市中央区南3条東4丁目3-13

• Yuyu Minami 3-jo Higashi 4-3-13, Chuo-ku, Sapporo

Suzuki Yuya archegraph_study

鈴木 悠哉「archegraph_study」

Sakai Koji The Iburi Line 19792017

酒井 広司「胆振線 19792017」

Minami Asami Don’t feed the pigeons

南 阿沙美「ハトに餌をやらないでください」
※南阿沙美 展示期間：8月6日〜9月3日

*Minami Asami exhibition period: August 6, 2017� September 3, 2017

• Ten to Ten Hokkaido Hostel & Kitchen 中島公園
札幌市中央区南8条西5丁目288-5

• SappoLodge Minami 5-jo Higashi 1-1-4, Chuo-ku, Sapporo

• THE STAY SAPPORO 札幌市中央区南5条西9丁目1008-10

• THE STAY SAPPORO Minami 5-jo Nishi 9-1008-10, Chuo-ku, Sapporo

• めざましサンド店 札幌市中央区南4条東3丁目9-1 ハイツ昭和1階

• Mezamashi Sandwich

Shirahama Masaya The God of Bears

斉藤 幹男「選ばれた魚」

相川 みつぐ「季節は巡る」

Minami 10-jo Nishi 7-6-6, Chuo-ku, Sapporo

東方 悠平「野生」

Higashikata Yuhei Wild

※展示期間：8月6日〜17日

老・登別のパートでは2016年より複数回にわたっ

て石川が参加してきた、アイヌ民族博物館の立石

信一と彫刻家の国松希根太によるプロジェクト「ア
ヨロラボラトリー」との共同企画として、同地を拠
点に彼らが行ってきたフィールドワークの成果を、
写真、彫刻、テキストなどでたどりました。
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Heights Showa 1F, Minami 4-jo Higashi 3-9-1, Chuo-ku, Sapporo

• Guest HouseYasube / Kawai Coffee

札幌市中央区南10条西7丁目6-6

の北方地域で撮影した写真群を展示。また、白

Saito Mikio The Fish

Aikawa Mitsugu The seasons revolve

• 札幌ゲストハウスやすべえ / 河合珈琲

老・登別を中心とした胆振地方、サハリン島など

Minami 8-jo Nishi 5-288-5, Chuo-ku, Sapporo

• SappoLodge 札幌市中央区南5条東1丁目1-4
白濱 雅也「熊の神」

道の旅より、知床半島や網走などの道東地方、白

• Ten to Ten Hokkaido Hostel & Kitchen Nakajima-koen

Fuji Shotaro "Reverberating echoes" Hometown

富士 翔太朗「きこえるまち」

An exhibition of photographs taken by Ishikawa Naoki, who has traveled extensively around
Hokkaido since 2001, visiting places such as
the Shiretoko Peninsula, Abashiri, and other areas in Eastern Hokkaido; Shiraoi, Noboribetsu,
and other parts of the Iburi area; and the island
of Sakhalin and other northern islands. Ishikawa has collaborated with Ayoro Laboratory, a
unit comprised of Tateishi Shinichi of the Ainu
Museum and sculptor Kunimatsu Kineta, since
2016 to conduct on-site activities several
times in Shiraoi and Noboribetsu. The results
of their field work were shown using photographs, sculptures and text.

Ueno Daisaku HATAGO (An old time inn)
Wabisabi METALOOKS

ワビサビ「METALOOKS」

石川直樹が 2001年から15年以上にわたる北海

In recent years, guest houses have been attracting attention as
new bases for travel. Using such guest houses as venues, exhibitions were held with the theme of travel. Four galleries and eight
guest houses in the city participated in this project, and 10 groups
of Hokkaido-based artists selected by the galleries exhibited
works in the guest houses. The individual characteristics of the
artists and those of the guest houses created synergy, making the
guest houses more attractive spaces.

*Exhibition period: August 6, 2017� August 17, 2017

関連イベント

8/18（金）

P78

トークイベント
石川直樹×アヨロラボラトリー

関連イベント

8/19（土）

富士 翔太朗「プラネタリ
ウム点灯式ライブ｣

P80

9/3（日）

酒井 広司・南 阿沙美
｢夕暮れ彫刻ピクニック｣

P87

9/23（土・祝）「北海道の旅」について

P94

9/29（金）

P95

写真家 酒井 広司と語る
トークイベント

富士 翔太朗「プラネタリ
ウム点灯式ソロライブ」

雪結
（yuyu）

THE STAY SAPPORO

展示｜Exhibitions
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市電プロジェクト
〜都市と市電
Streetcar Projects
– City and Streetcar

早くから開拓が進められた市電エリア＝旧
山鼻村の歴史や営みに注目し、
「市電（路
面電車）
」に新たな役割・表情を持たせるこ
とで、エリア特有の魅力や可能性を引き出
すプロジェクト。アーティストと市民が共同
で、さまざまな企画に取り組んできました。
今後は、このプロジェクトで見出したさまざ
まな情報やプロセスをアーカイブし、未来
の札幌の創造活動につなげていきます。

Projects to highlight the appeal and possibilities of the streetcar area (the former
Yamahana Village and area developed from
earlier times) by focusing on its history and
past undertakings and giving a new role
and expression to the streetcar. Artists
and local residents worked together on
various projects. The findings and process
found in these projects are scheduled to
be archived, leading to even more creative
activities in Sapporo in the future.

• 指輪ホテル「Rest In Peace, Sappro
〜ひかりの街をはしる星屑〜」

Rest In Peace, Sapporo
Scattering ashes throughout the sparkling city
アーティスト「指輪ホテル
（芸術監督：羊屋白玉）
」が、市電やその周辺地域
を舞台に新作となる演劇を市民とともに制作し、公演しました。制作にあたっ
ては、パフォーマンスや、美術や衣装の作成、映像撮影などに市民が参加。
市電周辺エリアならではの風景、人、物、出来事に注目し、時には市電の
車内で、時には車窓からの風景の中で、それらの要素を指輪ホテル独自

• ノイズ電車 SAPPORO 2017

NOISE TRAM SAPPORO 2017
複数のミュージシャンが市電に乗りこみ、観客の目の前でノイズミュージッ
クを演奏する、計5回の連続企画。ライブ空間へと変容した市電が夜の札
幌を周回しました。

In this project, a total of five live performances took place where several
musicians got on streetcars and performed noise music in front of an
audience. These streetcars transformed into a live performance space,
running through Sapporo at night.

の観点で演出に盛り込んだ演劇が創作されました。
Yubiwa Hotel (artistic director: Hitsujiya Shirotama) collaborated with
local residents to produce and perform a new theatrical play set along
the streetcar route and its surrounding area. Residents were involved in
production in various ways; they performed in the play, created stage art
and costumes, and took footage. Focusing on scenery, people, things,
and events unique to the streetcar area, Yubiwa Hotel incorporated
these elements to create a play set in or viewed from a streetcar.

8/11（金・祝） 中村 としまる×高橋 幾郎

P73

9/1（金）

DJ 方×MC MANGO

P84

9/29（金）

大友 良英×湿った犬

8/25（金）
9/15（金）

大城 真×ハットコペ

P81

YPY×テンテンコ

P90
P95

参加作家：指輪ホテル
会場：札幌市電車内、
山鼻郵便局、
セイコーマート山鼻店、
黒田邸、

4丁目プラザビル、第2三谷ビル

公演日：2017年9月23日（土・祝）、24日（日）
※リサーチ期間：2017年1月〜5月

※説明会：2017年3月24日
（金）
、3月26日
（日）
、
（火）
、5月27日
（土）
3月28日
※稽古期間：2017年5月〜9月

撮影：木野 哲也

市電放送局 JOSIAF

JOSIAF Broadcasting station on the tram

｢OPEN GATE の部屋｣
OPEN GATE archive room

動き続けた展覧会、動き続ける記録たち
〜 The ever–changing archives of Asian Sounds Research
ラッピング電車 SIAF 号 / SIAF the Sapporo Streetcar ad-covered streetcar

• ラッピング電車 SIAF 号
SIAF デザインプロジェクトとの連携企画として、札幌市中央区の小学生

札幌市電の貸切車両をラジオのスタジオとして活用し、市電の成り立ち

日の記録やそこで生み出された作品を追加し、展覧会を更新

（設
5、6年生とワークショップを通じてラッピング電車 SIAF 号のデザイン

や周辺の歴史などにスポットを当て、さまざまなゲストと番組を製作・配

しました。

間中毎日どこかの時間に出動。通常運行のほか、市電プロジェクトの各

アーカイブとして番組をネット配信しました。

As a collaborative project with the SIAF Design Project, workshops with
fifth- and sixth-year students of elementary school who live in Chuoku, Sapporo was held to design an ad-covered streetcar. The SIAF-go
ad-covered streetcar created based on the children's design ran every
day during the festival, and was also used as a venue for programs of
the Streetcar Projects.

4/23（日）

市電 SIAF 号の設計図をつくろう! ①

・14日
（日） 市電 SIAF 号の設計図をつくろう! ②
5/13（土）

7/17（月・祝）
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ラッピング電車完成お披露目会

信する連続企画。観客を乗せての公開収録を行ったほか、放送終了後は

都市と市電と札幌人

9/8（金）

都市と市電と研究者

8/18（金） 都市と市電とアーティスト
9/20（水） JOSIAF ×JOFU − FM AIR-G hello! HOKKS

10/1（日） 1周目：Time Loop Tram 99 / 2周目：Next Loop!

TOOV cafe/gallery

札幌市中央区南9条西3丁目2-1 マジソンハイツ1階

TOOV cafe/gallery

Madison Heights 1F, Minami 9-jo Nishi 3-2-1,
Chuo-ku, Sapporo

展を開催しました。また、OPEN GATE 2017終了後には、当

映像：樋口 勇輝
写真：渡部 勇介、WinWin、松本 美枝子

In this project, a streetcar was used as a radio station and a series of
programs were produced with guests discussing the beginning of the
streetcar, history of the streetcar area and other matters. Passengers
could enjoy viewing public recordings while taking the streetcar, and
after the live radio broadcast was over, programs were archived and
broadcast through the Internet.

8/6（日）

会場｜Venue

プロジェクトの3年間の記録映像や写真を公開するアーカイブ

JOSIAF Broadcasting station on the tram

コンテンツの会場としても活用されました。

NOISE TRAM SAPPORO 2017

OPEN GATE2017関連企画として、Asian Sounds Research

• 市電放送局 JOSIAF

SIAF the Sapporo Streetcar ad-covered streetcar

計図）
を考案しました。その図案をもとにラッピングされた SIAF 号は、期

ノイズ電車 SAPPORO 2017

P73
P78
P88
P91
P97

作品：米子 匡司、水内 義人、chi too、Adam Kitingan

キュレーション：Sachiko M

This retrospective exhibition looking back on the three-year
activities of the Asian Sounds Research project with documentary videos and photographs was held as a related project of OPEN GATE 2017. The exhibition was updated after
OPEN GATE 2017, with its records and works.
展示期間：9月6日（水）–10月1日（日）

撮影：渡部 勇介

カフェスペースでの小さな展示 8月6日
（日）10月1日
（日）

Wed., Sep. 6 – Sun., Oct. 1

a small exhibition at the cafe space Sun., Aug. 6 – Sun., Oct. 1

展示｜Exhibitions
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北海道立三岸好太郎美術館開館50周年記念 特別展

大友良英アーカイブ
三岸好太郎ワークス

お月さままで飛んでいく音＋
飛ビ出ス事ハ自由ダ

Special Exhibition in Commemoration of the 50th Anniversary
of the Migishi Kotaro Museum of Art, Hokkaido

Otomo Yoshihide: Sound that Flies to the Moon＋
Migishi Kotaro: You Are Free to Fly

会場｜Venue

SIAF2017 Official Bar

mima 北海道立三岸好太郎美術館

「出合い」at OYOYO

札幌市中央区北2条西15丁目

Migishi Kotaro Museum of Art, Hokkaido
Kita 2-jo Nishi 15-chome, Chuo-ku, Sapporo

DE-A-I at OYOYO

参加作家・作品｜Artists, Works
1

大友 良英《自作真空管アンプ》
《Waltz for Clown》ほか

Otomo Yoshihide Handmade tube amplifier,
Waltz for Clown, etc.
2

会場｜Venue

OYOYO まち×アートセンターさっぽろ

札幌市中央区南1条西6丁目8-1 第2三谷ビル6階

三岸 好太郎《道化役者》
《オーケストラ》ほか

OYOYO Machi×Art Center Sapporo

Migishi Kotaro Clown, Orchestra, etc.

6F Daini Mitani Bldg., Minami 1-jo Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo

2008年にオープンして以来、2017年12月に閉館するまで、札幌市民が多様

なイベントを開催できる場として長く愛された「OYOYO まち×アートセンターさっ

ぽろ」
（OYOYO）
。SIAF2017ではインフォメーションセンターを設置したほか、

SIAF に来た方や参加アーティスト、スタッフ関係者などが来場する交流カフェ

バー『 SIAF2017 オフィシャルバー「出会い」at OYOYO 』を会期中オープン。

参加アーティストによるアフタートークをはじめとした関連企画を行うイベント
スペースを併設し、夜の時間帯に、より深くSIAF2017を楽しめる、新たな出
会いと発見にあふれた場となりました。

大友良英と三岸好太郎の共演による展覧会。一
つめのセクションでは、音楽家・大友良英が紡ぎ
だす表現世界のルーツや、
「アンサンブルズ」と
いう思考と結び合う多彩な活動の有り様を、本や
写真、譜面などの資料を中心に、彼の手描き解説
とともにたどりました。二つめのセクションでは、
画家・三岸好太郎が生来のロマンティシズムとと
もに、わずか10年余りの間、目まぐるしく展開し
た絵画世界を紹介。ともにジャンルや枠組みを
飛び越えて、それぞれの表現をひらいてきた大友
と三岸。二人の軌跡が吹き抜けの空間にクロス
する展覧会となりました。

66

展示｜Exhibitions

1

2

1

2

A joint exhibition by Otomo Yoshihide and Migishi Kotaro. In the first section, the roots of the
expressionistic world of musician Otomo Yoshihide and a diverse range of activities connected
to the concept of "ensembles" were introduced
through materials including books, photographs
and musical scores with his hand-written wall
texts. In the second section, the world of painter Migishi Kotaro was introduced; his style
was originally romanticism but he then moved
through a succession of other styles over the
course of his short career. Both Otomo and
Migishi opened up their own expressions that
transcend categorization. It was an exhibition in
which the trajectories of these two artists cross
in the same space of the museum.

From its opening in 2008 to the closure in December 2017, OYOYO
Machi×Art Center Sapporo (OYOYO) was popular with Sapporo residents
as an eclectic event space. In SIAF2017, an information center was established here with SIAF2017 Official Bar De-A-I, a café bar that allowed interaction among visitors, participating artists and staff. An event space for after-performance talks by artists and related projects was also established,
making OYOYO a place full of new encounters and discoveries at night.

関連イベント

9/2（土）

P84

9/8（金）

P88

9/16（土）

P91

9/21（木）

P91

オープニングトーク
大友良英スペシャルライブ
土曜セミナー
ドキュメンタリー映画
『 KIKOE 』上映会
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