Nihonmatsu

CHOUYOU Art Festival

FUKUSHIMA BIENNALE 2018
福島 ビエンナーレ

2018年

99
月

日

Eros et Tanatos

11 25
月

福島県 二本松市

日

※会場により会期が異なります

福島県立霞ヶ城公園

二本松城（霞ヶ城）本丸跡〈9/9〜11/25〉
〈10/10〜11/25〉
「二本松の菊人形」
（主催：一般財団法人二本松菊栄会）

二本松市智恵子記念館・智恵子の生家〈10/13〜11/27〉
二本松市市民交流センター〈10/7〜11/4〉
大山忠作美術館・市民ギャラリー

大七酒造
国田屋醸造 蔵カフェ 千の花〈9/9〜11/4〉
安達ヶ原ふるさと村〈9/9〜11/25〉
〈9/9〜11/25〉
道の駅「安達」智恵子の里（下り線）
ちょうよう

重陽の芸術祭
二本松市

南相馬市
福島県

海神の芸術祭
わ だ つ み

アートバス運行

運行日：10 月 13・14・21・27・28 日
※各地を1日1便循環
料 金：無 料
http://wa-art.com/bien/bien2018/Artbus 〈二本松〉→〈飯舘〉→〈南相馬〉→〈福島〉
運行スケジュール等の詳細は

企画・主催 ／ 重陽の芸術祭実行委員会、福島現代美術ビエンナーレ実行委員会、

国立大学法人福島大学 芸術による地域創造研究所

共

催 ／ 二本松市、二本松市教育委員会、株式会社二本松市振興公社、二本松市市民交流センター

後

援 ／ 福島県、福島県教育委員会、福島民報社、福島民友新聞社、福島中央新報社、NHK福島放送局、福島テレビ、福島中央テレビ、
福島放送、テレビユー福島、ラジオ福島、ふくしまFM、福島コミュニティ放送FMポコ、株式会社ぶらっとWeb放送

助

協

成 ／ 平成30年度地域創生総合支援事業、福島大学学術振興基金、芸術文化振興基金

、

力 ／ 福島大学地域創造支援センター、福島大学ふくしま未来学（COC）推進室、福島県立博物館、福島県立美術館、郡山市立美術館、いわき

市立美術館、にほんまつ観光協会、二本松商工会議所、公益社団法人二本松青年会議所、にほんまつ未来創造ネットワーク、NPO法人
まちづくり二本松、二本松市観光連盟、一般財団法人二本松菊栄会、あだち観光協会、あだたら商工会、一般社団法人岳温泉観光協会、
天台宗真弓山観世寺、大七酒造株式会社 、国田屋醸造 蔵カフェ千の花、安達ヶ原ふるさと村、道の駅「安達」智恵子の里、二本松市和
紙伝承館、さくらんぼ保育園、さくらんぼ森合保育園、会津大学短期大学部、東京藝術大学、京都造形芸術大学 ウルトラファクトリー、
水彩画クラブ朋友会、アンリの会、福島こどものみらい映画祭実行委員会、ASSOCIATI ON GANBALO、株株式会社ビデオ、株式会
社ケミットジャパン、株式会社ミルインターナショナル、株式会社CIA、株式会社Doorside、株式会社クレーマージャパン、有限会社
ナビ、有限会社文化堂スポーツ、大宗旅館、智恵子の湯、宗像窯、NECエンジニアリング、下村石膏株式会社、紀文、共和木材株式会社、
坂野井木工所、ミチ工芸、ヒグチ運輸、京都美術工房、谷中田美術、美術手帖、月刊美術、月刊ギャラリー、P3 art and environment、
養清堂画廊、コバヤシ画廊、ギャラリー東京ユマニテ、風土舎、絵工堂、有限会社やまだズ、KENJIYANOBE Archive Project、
I.TOON、株式会社風土、株式会社手塚プロダクション、小学館、東映株式会社、福島大学チアダンスサークルPEACH GRAFFITI、ふく
しまNPOネットワークセンター、大野一雄舞踏研究所、舘形比呂一事務所、東雅夫、谷川渥、少年企画 山本正大、横山幸子、山田登志美、
懸田弘訓、綿引展子・ドイツから戻ってきたTEGAMI 5年目展、企業メセナ協議会

重陽の芸術祭実行委員会事務局 株式会社二本松市振興公社 〒969-1511 福島県二本松市下川崎字上平 33-1（道の駅安達上り線内）
題字：千葉清藍／イメージ：福井利佐

電話：0243-61-3100 FAX：0243-54-2552 E-mail：chieko@michinoeki-adachi.jp URL：http://wa-art.com/bien/

Chouyou - Nihonmatsu Art Festival

重陽の芸術祭 2018
「重陽の芸術祭」は、2016年から二本松市で開催されてきた現代アートの祭典です。

最先端のアートを通して、地域の文化に触れる機会や、国際交流を活性化させる場を設けています。

開催初日となる9月9日の「重陽」は、日本酒に菊を浮かべて不老長寿を願う節句です。二本松城（霞ケ城）では全国一の規模をほこる菊
人形祭が開催されており、菊は古来より薬草としても用いられ、延寿の力があるとされてきました。

菊と日本酒による「重陽」を主軸に、安達ヶ原の「黒塚」の鬼婆伝説、永遠の愛を詠った「智恵子抄」に関連した現代アート（絵画、彫刻、

工芸、インスタレーション、朗読音楽劇、ダンスや詩のパフォーマンス、ビデオアート、アニメーション、映画）などを紹介するとともに、
ワークショップやシンポジウムを開催します。

日本一の菊人形開催の地
智恵子の生誕の地

二本松「重陽の芸術祭」のキーワード

世界的に有名な日本酒の産地
黒塚、安達ヶ原の鬼婆伝説の地

二本松城（霞ヶ城公園）

イベント・パフォーマンス

本丸跡［一般開放、入場無料］

二本松市郭内4丁目地内 ※指定史跡 二本松城跡

■

９月９日（日）13:00〜 会場：二本松城（霞ヶ城）本丸跡

■

９月９日（日）18:00〜 会場：安達ヶ原ふるさと村 農村生活館

■9月9日〜11月25日

「重陽の乾杯」

福島県立霞ヶ城公園

「黒塚 今様」ダンス

オノ・ヨーコ 「SKY AGAINST THE THUNDERSTORM」
［9：00〜16：00、
会期中無休］
二本松市郭内3丁目地内 ※国指定史跡 二本松城跡

■10月10日〜11月25日

オノ・ヨーコ
《Sky Against The Thunderstorm》

■

９月 15 日（土）16:00〜 会場：二本松城（霞ヶ城）箕輪門 ※雨天の場合、男女共生センター研修ホール

「インカスの伝言 踊り場・弾き場」主催：二本松市戊辰150年事業実行委員会、協力：HOTSTUFF PROMOTION

第64回 菊の祭典 二本松の菊人形

田中泯（踊り）、ジョン・ラッセル（ギター）、ストーレ・リアヴァーク・ソルベルグ（ドラム）

入場料：一般 700 円 主催：一般財団法人二本松菊栄会

（お問い合わせ先）二本松観光連盟二本松市金色403-1 二本松市役所産業部 観光課内 tel.0243-55-5122

■

10 月 1 日（月）18:00〜 会場：二本松市市民交流センター（1階多目的室）

全国一斉 日本酒で乾杯 ! in 二本松 2018

二本松市市民交流センター
大山忠作美術館・市民ギャラリー

■

10 月 7 日（日）13:00〜 会場：二本松市市民交流センター（市民ギャラリー）
ワークショップ

入場料：当日券 一般800円 小〜高校生以下400円
前売券 一般700円 小〜高校生以下350円

９月 28 日（金） 会場：二本松市立油井小学校
「切り絵」福井利佐 （共催：わくわくJr.カレッジ）
■ 10 月 20 日
（土） 会場：道の駅「安達」智恵子の里
「二本松の絵葉書」ワタリドリ計画
■ 11 月 11 日
（日） 会場：福島大学
「切り絵」福井利佐 （共催：わくわくJr.カレッジ）
■

大山忠作、小松美羽
■10月7日〜11月4日

「小松美羽展 〜祈り〜」
小松美羽《Pray for Prosperty》

［9：00〜16：30（入場16：00まで）］二本松市油井字漆原町36／tel.0243-22-6151
入場料：一般410円 小中学生200円

上映会・シンポジウム

高村光太郎・智恵子、福井利佐

■

■10月13日〜11月27日

10 月 21 日（日）12:00〜 会場：二本松市市民交流センター（1階多目的室）

映画「KUROZUKA 黒塚」3 部作

「福井利佐展」

①「黒と朱」主演：平山素子、監督：高明、企画・美術：渡邊晃一
②「黒と光」主演：大野慶人、監督：古田晃司、企画・美術：渡邊晃一
③「闇の光」主演：舘形比呂一、監督：古田晃司、企画・美術：渡邊晃一、脚本・構成：谷川渥

大七酒造

［9：30〜17：00、
土・日・祝休業］入場無料
二本松市竹田1-66／tel.0243-23-0007

限定販売／福井利佐デザイン「生酛梅酒」

■
福井利佐《黒塚》

国田屋醸造 蔵カフェ 千の花

10 月 21 日（日）13:00〜

黒塚シンポジウム 谷川渥、東雅夫、平山素子、古田晃司、高明、渡邊晃一
同時期に開催される

［火曜〜土曜11：00〜18：00／日曜11：00〜17：00（14：00〜15：00閉店）、月曜休業］入場無料
二本松市竹田2-30／tel.0243-22-0108

二本松の祭

■9月9日〜11月4日

岳温泉

福島県
FUKUSHIMA

福島大学

◎
福島市
南相馬市

二本松市

武家屋敷

◎
郡山市

道の駅「安達」智恵子の里（下り線）
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JR 二本松駅

459

至郡山市

交通のご案内

■自動車 東京・仙台方面→東北自動車道→二本松 IC
■鉄 道 東京方面（東北新幹線）→郡山駅（東北本線）→二本松駅
仙台方面（東北新幹線）→福島駅（東北本線）→二本松駅

お問い合わせ：重陽の芸術祭実行委員会事務局

入場無料 二本松市米沢字下川原田105-2 tel.0243-24-9200

ワタリドリ計画

阿武隈川

二本松 IC

先人館

浅尾芳宣（福島ガイナ）、小松美羽、月岡芳年、手塚治虫、夢枕獏
映画「KUROZUKA 黒塚」3 部作（主演：平山素子、大野慶人、舘形比呂一）、
「阿武隈川」和合亮一

■9月9日〜11月25日

至福島市

NIHONMATSU

安達ヶ原ふるさと村

古川弓子

● 東和のあばれ山車（10 月 7 日）

● 小浜紋付祭り（10 月 6・7・8 日）

［9：00〜17：00］入場無料（※先人館 会期中入場無料）
二本松市安達ケ原4-100／tel.0243-22-7474

■10月13日〜11月4日

● 二本松の提灯祭り（10 月 4・5・6 日）

二本松市

榎倉康二（主催：For Northeast! Japan）

■9月9日〜11月25日

主催：にほんまつ観光協会

ライブペインティング 小松美羽

［9：30〜17：00（入館16：30まで）］
市民交流センター３階／tel.0243-24-1217

二本松市智恵子記念館・智恵子の生家

謡曲 箏 三味線 胡弓 笙 能管 ハープ
二瓶野枝（ダンス）、村澤丈児（構成、作曲、箏、尺八、三味線、能管、笙、他）、村澤かをり（謡、胡弓）、佐藤厚子（作曲、ハープ、能管）

月岡芳年
《奥州安達が原ひとつ家の図》

株式会社二本松市振興公社 〒969-1511 福島県二本松市下川崎字上平33-1（道の駅安達上り線内）
電話：0243-61-3100 FAX：0243-54-2552 E-mail：chieko@michinoeki-adachi.jp

