ウォールアートフェスティバルふくしま in 猪苗代 2021
公開日

2021 年 11 月 6 日（土）
・７日（日）招聘アーティスト 浅野友理子（吾妻小学校） 大小島真木（吾妻中学校）

オンライン
配信も！
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「風のゲシュタルト」部分

公式ホームページ

Earth Art Project 2014

Photo by Serge Koutchinsky

学校を舞台にした壁画の芸術祭「ウォールアートフェスティバル（WAF）
」
。

代へつなぐ「猪苗代アートプロジェクト」がスタートしています。

アート最先端の地域にもなりつつあります。子どもたちはゼロから創造するアート

に、12 番目と 13 番目の壁画が公開制作されます。入学、卒業、閉校、統合など、

WAF を開催してきたこの３年間で、猪苗代は、学校にアートがあふれるパブリック
WAF ふくしま in 猪苗代

大小島真木

を目の当たりにして感性を磨きました。そして、今年度からアートの持つ力を次世

今年の WAF のテーマは「風と森と。
」「森」からの贈り物と自然の営みをモチーフ
別れと出会いの中で揺れる子どもたちの心に一陣の「風」をもたらします。

風と森と︒

猪苗代アートプロジェクト＠はじまりの美術館
２０２１年 月 日︵土︶
〜 月７日︵日︶
﹁風と森と︒展﹂

学校で壁画を公開制作する猪苗代の芸術祭

ウォールアートフェスティバル

ふくしま in 猪苗代 2021

風

と森

WAF2021 招聘アーティスト ( 五十音順 )
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浅野友理子
1990 年 宮城県生まれ。2015 年東北芸術工科大学大学院芸術工学研究科修士課程修
了。食文化や植物の利用を切り口に、様々な土地を訪ね歩く。これまでに山間地域
の木の実食文化、土地ごとに受け継がれる在来野菜や救荒植物について、出会った
人々とのエピソードを交えながら記録するように描いてきた。
2020 年「WAF ふくしま in 猪苗代」で翁島小学校にて制作。
2020 VOCA 展大原美術館賞受賞

WAF の
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1987 年東京都生まれ。2011 年女子美術大学大学院修士課程修了。描くことを通じて、
鳥や森、菌、鉱物、猿など異なるものたちの環世界を自身に内在化し物語ることを
追求。ペインティング、壁画、造形、映像などの表現活動を行う。インド西部に暮
らす先住民ワルリ族の村、インド最北部ラダックの標高 5000m の学校を舞台にした
芸術祭 Wall Art Festival(2013、14、16) / Earth Art Project(2014) に参加。2017
年にはアニエス・ベー主宰による海洋調査船タラ号のプロジェクトに参加
テラダアワード賞受賞

2009 ワンダーウォール賞受賞

壁画を描いた歴代のアーティストたちの展示の中で、誰もが参加できるアートワーク
ショップが楽しめる「風と森と。展」
。コンテンポラリーアートの最前線をお楽しみ
ください。アーティストが自らナビゲートしてアートの魅力を伝える予約制のワーク
ショップも多数開催予定です。詳細は HP で発表します。
展示

淺井裕介・浅野友理子・大小島真木・香川大介・杉﨑晴菜・ツツミエミコ・野口勝宏・ラジェーシュ・モール
浅野友理子・香川大介・杉﨑晴菜・ツツミエミコ（五十音順）

13 の壁画すべてに出会う WAF 本番（11 月 6 日、7 日）
WAF 本番の 11 月 6 日、7 日に、猪苗代の公立学校に描かれている 13 の壁画を巡る鑑賞チケット（ワー
クショップを体験しながら巡る 1 日券、鑑賞のみの半日券の 2 種類）を予約頒布予定です。感染症拡大
の状況により、日程変更や一部の学校の非公開、オンライン配信のみとなるなどの可能性があります。
あらかじめご了承ください。 予約・問い合わせ先 E-mail wafﬁnawashiro@gmail.com

大小島真木

2014 VOCA 展 奨励賞受賞

つの楽しみ方

猪苗代アートプロジェクト「風と森と。展」＠はじまりの美術館でアート体験

ワークショップ

2021 第 8 回東山魁夷記念日経日本画大賞入選

Photo by Serge Koutchinsky
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翁島小学校

WAF で
うまれた
壁画たち

猪苗代高等学校

2011 福沢一郎賞受賞

2008 国際瀧富士美術賞受賞

岩切章悟（2018）

小栗千隼（2018）

野口勝宏（2018）

淺井裕介（2019）

浅野友理子（2020）

松岡亮（2018）

「猪苗代アートプロジェクト」壁画の中で
吾妻中学校のみんなとパフォーマンス！
ナビゲーター

信太美奈（演出家・声楽家） 片山千穂（ダンサー） 須藤みぎわ（作曲家）
出井智（パーカッション） ほか

吾妻中学校

猪苗代中学校

東中学校

程

ラジェーシュ・モール（2018）

10 月 18 日（月）
〜11 月 5 日（金） 滞在制作期間 ＊制作の一般公開はありません
10 月 30 日（土）
〜11 月７日（日）
「風と森と。展」@ はじまりの美術館
11 月 6 日（土）
・7 日（日） 発表展示会 “ウォールアートフェスティバルふくしま in 猪苗代 2021” ( 予約制 )

杉﨑晴菜 (2020)

淺井裕介 (2019)

チケットスタンプは
はじまりの美術館にて

吾妻小学校

吾妻中学校

●招聘アーティスト

猪苗代高等学校

猪苗代中学校

ティバルふくしま in 猪苗代実行委員会
アートプロジェクト

●共催 ウォールアートフェス

猪苗代町教育委員会

社）猪苗代観光協会

ベア

福島民報社

福島民友新聞社

有限会社ホーライハウジング

NPO 法人猪苗代研究所
●協力

●協賛
薮内利明

ベンジャミンムーア

ミーナ企画

●助成

●後援

令和３

猪苗代町 （一

貝印株式会社
長照寺

LAKE SIDE HOTEL みなとや

株式会社 UR 補償技術研究所未夏 with

本田啓之

NPO 法人ウォール

社会福祉法人安積愛育園はじまりの美術館

年度福島県地域創生総合支援事業（サポート事業）補助金
ラスター株式会社

翁島小学校

浅野友理子（吾妻小学校） 大小島真木（吾妻中学校）

猪苗代アートプロジェクト実行委員会

道交会

浅野友理子（2021）

毎年恒例の

coming soon

展示会場

●主催

吾妻小学校

coming soon

「猪苗代アートプロジェクト 2021」概要
日

香川大介（2020）

ポー

のうのば

有限会社ブルー

森の旅亭マウント磐梯

ターナー色彩株式会社

東中学校

大小島真木（2021）

はじまりの美術館

ウォールアートフェスティバルを
支援してくださる協賛企業・個人
サポーターを募集しています。
詳細は右記の
web ページをご覧ください。
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オンライン配信で参加する

TONA(2019)

ツツミエミコ（2018・2019）
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WAF チャリティ T シャツを購入して応援しよう！

アーティストのインタビューや、視聴

招聘アーティストの全面協力で実現した贅沢な

ションなどのプログラムを準備中。

収益が運営費に。オンラインでも購入できます。

者とアーティストをつなぐトークセッ

オリジナルのアート T シャツは全部で 12 種類。

詳細はホームページで発表します。

はじまりの美術館の
ショップでも一部販売中です。

