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プレス関係各位

藤浩志の美術展 セントラルかえるステーション
〜なぜこんなにおもちゃが集まるのか？〜
展覧会開催のお知らせ
拝啓
新緑の候、皆様方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
3331 Arts Chiyoda では、2012 年 7 月 15 日（日）よりアーティスト・藤浩志による大型展覧会「藤浩志の美術展
セントラルかえるステーション 〜なぜこんなにおもちゃが集まるのか？〜」を下記のとおり開催致します。つきまし
ては、より多くの方にご来場頂きたく、ぜひとも広く周知・告知活動にご協力賜りますよう何卒宜しくお願い致します。
敬具

■開催概要
□内 容：
藤浩志氏は約 30 年以上に渡り、流行りの思想や手法に流されることなく、社会・地域・日常を見つめ続け、「循環社
会への転換」「地域社会の変革」といった大きな命題に対して取り組んできました。なかでも、おもちゃを交換するシ
ステム「かえっこ」は 2000 年に発案されて以来、国内外 1,000 カ所・5,000 回以上にわたって開催され、それぞれの
地域が抱える問題に対応し、市民や住民が主導となるコミュニティ・プロジェクトへと発展しています。
本展は「かえる（変える／還る／換える／買える）」をキーワードに、13 年続く「かえっこ」により集まった約 5 万
ものおもちゃを素材とし、インスタレーションやワークショップを行います。そのほか、プラスチックや針金など、
これまで藤氏が生活や活動のなかで収集した膨大な数の素材や、それらをつなぎ合わせた作品、各地で連鎖・発生し
てきた地域活動の紹介、入札形式による作品販売（サイレント・オークション）を行うなど充実の内容です。
子どもからお年寄りまで、誰でも知る・見る・考える・体験することができる、夏休みに家族で出掛けたくなる展覧
会です。
□催事名：藤浩志の美術展 セントラルかえるステーション 〜なぜこんなにおもちゃが集まるのか？〜
□期 間：2012 年 7 月 15 日（日）〜 9 月 9 日（日）12:00〜19:00
□休 場：火曜日、8 月 13 日（月）〜16 日（木）
□会 場：3331 Arts Chiyoda 1 階メインギャラリー
□入場料：大人＝700 円、学生（中学生・高校生・専門学校生・大学生）＝300 円、子ども（3 才〜小学生）＝200 円、
親子チケット（大人 1 人＋子ども 1 人）＝800 円 ※子ども 1 人追加ごとに 100 円
※会期中何度でも入場可能なパスポートは、すべての料金に＋100 円

□主
□後
□協
□協

催：3331 Arts Chiyoda
援：千代田区
賛：株式会社資生堂
力：株式会社ナカダイ、NPO 法人プラス・アーツ、株式会社明治大理石、MORI YU GALLERY
[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
TEL: 03-6803-2441 FAX: 03-6803-2442
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14
E-MAIL: pr@3331.jp（担当 : 高橋） URL: http://www.3331.jp
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〜なぜこんなにおもちゃが集まるのか？〜

■アーティスト・藤浩志氏のプロフィール

「かわらなければならないときにいる。時代の変化は常に『かわらなければならない』という思いと
『かえる！』という意志によってつくられてきたのだと思う」̶̶ 藤浩志
藤氏の活動は、さまざまな地域やコミュニティのなかでの展開を通して、ローカルな視点での関係性を大切にし、個
人のなかに発生する “違和感” に向き合い、互いの感情の揺れを丁寧に紡いできました。身近な視点に立ち返り、小
さな関係を大切にすること。その活動は、対話やシンポジウム、ワークショップ、共同制作など、あらゆるかたちを
取りながら、「地域資源・適性技術・協力関係」を活用し、参加者が主体的に関わることで、新たな活動の発生やつな
がりを生み出すのです。
全国各地のアートプロジェクトの現場で「対話と地域実験」を重ね、“予期せぬ連鎖” を促す藤氏の「システム型作品」。
それらは各地域にインストールされ、着実に変化に結びつき、社会と関わりを持ち始めています。

藤浩志（ふじ・ひろし）プロフィール
1960 年鹿児島生まれ。京都市立芸術大学在学中演劇活動に没頭した後、地域社会を舞台とし
た表現活動を志向し、京都情報社を設立。京都市内中心市街地や鴨川などを使った「京都アー
トネットワーク」の企画以来、全国各地のアートプロジェクトの現場で「対話と地域実験」
を重ねる。同大学院修了後、青年海外協力隊員としてパプアニューギニア国立芸術学校勤務。
都市計画事務所勤務を経て 92 年、藤浩志企画制作室を設立。地域資源・適正技術・協力関係
を活かした活動の連鎖を促す美術類のデモンストレーションを実践。2012 年、十和田市現代
美術館の副館長に就任。主な展覧会に、2010 年「瀬戸内国際芸術祭」（香川）、2008 年「サイ
ト・サンタフェ・ビエンナーレ」（サイトサンタフェ、アメリカ）、2006 年「第 12 回バングラ
デッシュビエンナーレ」（オスマニアメモリアルホール、ダッカ、バングラデッシュ）、2005
年個展「違和感を飛び越える術」（福岡市美術館、福岡）など。
[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
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■本展のポイント

POINT 1
̶̶ 親子で参加できるイベントを多数開催！
会場内の「ワークショップエリア」では、おもちゃを交換する「か
えっこ」を毎日開催します。また、素材を使って自由に遊んだり、
つくったり、さまざまなアーティストやクリエイターによるワーク
ショップに参加したり、大人から子どもまで、家族でお楽しみ頂け
ます。
撮影：萩原健一

POINT 2
̶̶ 無数のおもちゃを用いてつくられた作品は、購入可能！
藤浩志氏によって生まれ変わったおもちゃの数々が、天井から壁や
床まで、縦横無尽にギャラリー空間に広がります。それらの作品の
ほとんどは、どなたでも参加できる入札形式のサイレント・オーク
ションという画期的な手法で、購入可能です。

POINT 3
̶̶ パスポート式の入場チケットは、
何度でも入場できます。
入場料にプラス 100 円で会期中何回でも入場できる・遊べる・
「かえっこ」できる、毎日楽しめる美術展。夏休みの自由研究も、
この会場でできるかも！？
※小さなお子さんは保護者の同伴が必要な場合がございます。

撮影：萩原健一

「かえっこ」とは？
いらなくなったおもちゃを使って、地域にさまざまな活動をつくり出すシ
ステム。おもちゃを持ってくると、その内容に応じて子ども通貨「カエル
ポイント」が発行され、そのポイント数で別のおもちゃに交換できます。
子どもたちの自主的な遊びから、教育、環境、リサイクル、商店街活性化、
地域活動、国際交流など地域が抱えるさまざまな問題に対応する動きを誘
発しています。
撮影：萩原健一
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■展覧会 会場構成
『エントランスエリア』̶̶ 藤浩志の活動連鎖図
「予想を超えた活動の連鎖を促す状況をつくり出したい」と願う藤浩志氏の約 30 年にわたる活動を視覚的に表す「連
鎖図」を、空間を使って立体的に作成。あんなところで起こったことが、こんな人とつながって数年後にこうなった、
そしてまた別のところで同時に起こっていたこととつながって……。予想を超えた、さまざまな「連鎖」を辿ることで、
藤氏の独特な行動と思考が浮かび上がります。

『プラネットエリア』『ドラゴンエリア』
̶̶ 藤浩志の地域活動から生まれたインスタレーション
「かえっこ」や日々の生活、地域活動のなかで集められた「使わ
れなくなったもの」を素材として集積し、つなぎ合わせることで
生まれた作品のインスタレーションが出現。無数に連続するおも
ちゃで幻想的な空間をつくります。そして、今回は「青森ねぶた
祭」の廃材を利用してつくられた「飛龍」も出現。無数の針金を
つなげて造形された、全長 13m の迫力ある作品は圧巻です。

「Happy Forest」（「日常の喜び」、水戸芸術館現代
美術センター、2008 年）

『かんがえるエリア』̶̶ 過去の活動を記録した貴重な映像アーカイブの上映（予定）
過去に制作した記録映像などを上映し、藤氏の活動の原点を探ります。コミュニティの重要性や、個々の生き方が見
つめ直されるいまだからこそ、「地域プロジェクトがなぜ必要なのか」「アートが社会の中で果たし得る役割とは何か」
を藤氏のことばから紐解き、かんがえていきます。

『ワークショップエリア』̶̶「かえっこ」で集まった、おもちゃの山
膨大な数のプラスチック系おもちゃの山と、ぬいぐるみの山。このエリアでは、約 13 年間続いている「かえっこ」で
集まったおもちゃが全て集結し、圧倒的な物量で空間を埋め尽くします。おもちゃで「かえっこ」をしたり、それら
を素材として自由に創作したり、来場者が自由に参加できます。「なぜこんなにおもちゃが集まるのか？」 その疑問
を抱かずにはいられないスペースです。
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■関連イベント
□ 7 月 15 日（日）
★ オープニングイベント「THE かえっこバザール！」
時 間：14:00〜16:00（オークションは 16:00〜16:30）
会 場：1 階コミュニティスペース、ギャラリー内ワークショップエリア
参加費：無料。どなたでもご自由にご参加頂けます。
内 容：日本全国でかえっこバザールを開催している「かえっこのプロ」
が集まり、ワークショップを繰り広げるスペシャルイベントです。

□ 7 月 16 日（月・祝）
★ 平田オリザ 藤浩志／対談 “かえるワークショップ” は世界をかえる !?
〜教育と演劇と美術とまちのワークショップの現場から〜
時 間：14:30 〜 16:30 受付開始 14:00
会 場：1 階コミュニティスペース
参加費：要予約 1,000 円（定員 100 名） ※お申し込みは http://artsﬁeld.jp/lecture/000242.html へ。
内 容：小中学校国語の教科書にワークショップを教材として持ち込んだ仕掛け人・劇作家の平田
オリザ氏と、藤浩志による対談です。平田さんから飛び出す驚きの手法の数々、藤さんから飛び出
す地域現場の実態の数々。お二人のワークショップをめぐる対話が渦巻く 2 時間のトーク！

□ 7 月 29 日（日）
★ かえっこバザール「かえるの森へ〜水編〜」
時 間：14:00〜16:00
会 場：1 階コミュニティスペース、ギャラリー内ワークショップエリア
参加費：無料。どなたでもご自由にご参加頂けます。

□ 9 月 8 日（土）
★ イザ！カエルキャラバン！
時 間：13:30〜15:30（オークションは 15:30〜16:00）
会 場：2 階体育館 ほか
参加費：無料。どなたでもご自由にご参加頂けます。
内 容：かえっこバザールの中に防災訓練ができるワークショップを盛
り込み、子どもと大人が遊びながら一緒に防災知識を得ることができる
プログラムです。阪神・淡路大震災の教訓から神戸の人たちと発案しま
した。新聞紙で紙皿をつくる折り紙や、毛布で担架リレーなど、災害時
に役立つさまざまな技術を体験できます。
会期中は、この他にも千代田区九段中等教育学校生徒の企画と連動したワークショップなど多数開催いたします。
追加イベントの詳細は、ウェブサイトにて随時掲載いたします。
[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
TEL: 03-6803-2441 FAX: 03-6803-2442
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14
E-MAIL: pr@3331.jp（担当 : 高橋） URL: http://www.3331.jp
5

