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中之条ビエンナーレ2019
プレリュード会場「日廣盛酒造」

NAKANO」 ○ ‐BIENNALE 2019浦驚

Änthropocene― 描かれた地層 ‐

古くから芸術と地域文化を途切れることなく紡いできた中之条では、 1998年 に町営の温泉施設でアーティストが制作し暮ら

すことを始め、2007年には中之条ビエンナーレとして発展し、アーティストの滞在制作と発表の場として成り立ちました。

中之条には築100年を越える木造校舎や文豪たちが愛した情緒ある温泉街、養蚕、天蚕の文化が残る山村での暮らしが今も

息づいています。占来から続く人の営みと記憶は、アートを通じて多くの人々がこの土地を行き来するなか、どのような地層を

発見し括かれこゅ静Ⅲ●彙 う。「第7回中之条ビエンナーレ2019」 8月 24日から9月 23日 まで中之条町全域で開催します。

―

中之条ビエンナーレ2019参 tllア ーティスト

写

判

は

青野 千穂     精原 麻紀|

紅月劇団     浦部 裕光 |

安里 模      遠藤 研二

浅野 言朗     大日向 基子

浅野 暢晴     大山 里奈

浅見 俊哉     岡本 晃樹

穴井佑樹/手塚健太郎 加藤 崇

阿部 浩之     カロ藤 哲

飯沢 康輔     金子 未弥

石り1洋樹     城戸 みゆき

石坂 孝雄     木村 吉邦

石原 次郎     倉本 弥沙

井出 高史     桑山 彰彦

稲垣立男十法政大学  」ヽ林 ナオコ

‐国際文化学部稲垣ゼミ 近藤 愛子

岩城和哉 +東京電機 齋江 貴志
―大学岩城研究室   佐野 彩夏

岩塚 ―恵     澤田 将哉

上光 陽      塩出 麻美

白井 仁美     敷地 理

自転公転く伊藤夏実+蓮輪康人
絡書奈1土議壺希子)林 耕史
しばた みづき   林 舞衣子

嶋津 晴美     春田 美咲

白石 綾      半谷 学

白根開善学校    日笠 保

白矢 幸司     ヒグマ春夫

関 美来      ヒデミニシダ

曽根 光子     福島 陽子

高田 研二郎    船井 美佐

天台キッチン    古り|1葉子

東城 信之介    古橋 香

鳥越 義弘     鉾井 喬

長澤 伸穂     星 素子

中原 和樹     堀 真理子

中村 Mather美香  本郷 芳哉

西澤 利高     ミズタニ タマミ

西島 雄志     三梨 伸

西岳 拡貴     三宅 光春

西山 修平     宮寄浩(BOMBRA WESつ

三好由起+槙田篤哉

元本 孝美

森 健太郎

森田 芳文

山形 敦子

山口 諒

油井 瑞樹

吉田 明恵

嘉 春佳

渡辺 俊介

渡邊 智子

Adam∪ len

A‖ sa Berger

Ainoor Mitha

Andy Davis

Arthur Huang

Barbara Signer

Be‖e Shafir

Chatchawan N‖ saku

Chuang Ho

Clem Chen and
- Momoko Negishi
Cristian Boffelli
DamaDamTal+
Deepa Pancahmia
Eeva-Liisa Puhakka
Elena Gileva
FENG Fenc
Florian Goldmann
fune
Hojo + Kraft
IINUMA Yoko +
- Arthur BAFIBE

Jaime Humphreys
Ji Seon Kim
Junichiro lwase
Kade Javanalikikorn
Kati Sointukangas
Katia Orhnberg
LIU Xueyu

Lulu Halme      ‐

Malkki Pekkala

ЛヽakOto

Mervy Pueblo

MORUERAN
Natthawut」 alkla

No border
‐(阿部真理亜 +花沢忍)

02 LAB
Odmaa Uranchimeg
Padungsak Kochsomrong

Passepartout Duo

P」 Bruyniks

Radina Stoimenova

Richard」ochum
Ron NordstrOm

Ryts Monet
S+N laboratory
‐(榊貴美十西園政史)

SEO」 oong― Bae

SHAO―」IE LIN‐

Sharon Glazberg

Studio Artis

TANYA P」OHNSON
TETTA(杉 本聡子)

Thanatcha Chairin

Thatchai Hongphaeng

Tomasz Wendland
Vardi Bobrow

Wardah Naeem Bukha百

We卜 Ming HO
Wuttin Chansataboot

Xenorama
XIAO Li

XIE Zigeng

※2019年 4月 1日現在

(一部変更の可能性もあります )

中之 条 ビエンナー レヘ のアクセス・お問 い合 せ

・お車の場合―関越自動車道「渋川伊香保iC」 より40分
・高速バスの場合―「東京駅」「新宿駅」より直行便で3時間

・電車の場合一上野駅より特急草津で2時間

公共交通で六合(く に)地区へお越しになる場合は、「長野原草津口」駅より

路線バスをこ利用ください。(運行数が少ないのでこ注意ください。)

【お問い合わせ】中之条ビエンナーレ事務局 (イサマムラ内)

〒377-0432群馬県吾妻郡中之条町大字五反田3534T4
丁EL 0279175-3320 email:bfFice@nakanoio―biennale com

※展示会場を巡るバスを運行予定、ほか各種イベントを多数企画

詳細はホームページにて‐http:〃 www nakanoio―biennale com
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主催 :中之条町 /中之条ビエンナーレ実行委員会 /中之条ビエンナニレ運営委員会 後援 :上 毛新聞社 /群馬テレビ株式会社 /株式会社エフエム群馬 /NHK前橋放送局

助成 :公 益財団法人朝日新聞文化財団 /損保ジヤバン日本興亜「SOMPOア ー ト ファン日 (企業メセナ協議会 2021 Arts Fund)/

公益社団法人企業メセナ協議会2021芸術 文化による社会創造フアンド 協賛:株式会社バイテックエネスタ/株式会社エコセンター 総合ディレクター:山 重徹夫

中之条町役場
六合支所

赤岩集落

↓ 長英の隠れ湯
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