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□催事名　：
　ポコラート宣言：「純粋」で「切実」な行為や表現が「逸脱」した存在となった時、私たちは、
　そこに「芸術」としか言いようのない美しさ感じる。ポコラートは、障がいの有無・年齢・
　経験を問わず、その「芸術」を世界に解き放つ。（略称：ポコラート宣言 2014）

□会　期　：2014 年 4 月 5 日（土）～2014 年 5 月 18 日（日）12:00－19:00
□休　場　：火曜日（但し、4月 29 日と 5月 6日は開場）
□会　場　：アーツ千代田 3331 1 階メインギャラリー
□入場料　：一般 800 円（65 歳以上の方は 500 円／千代田区民と中学生以下および障害者手帳をご提示の方とその付添者 1 名は無料）
□主　催　：千代田区、アーツ千代田 3331
□企画・制作：　アーツ千代田 3331　　　　　□企画協力　：保坂健二朗

障がいの有無・年齢・経験を問わず、その「芸術」を世界に解き放つ。

「ポコラート宣言 2014」　開催のお知らせ

この度、アーツ千代田 3331 では、2014 年 4 月 5日（土）～5月 18 日（日）の会期にて、「ポコラー
ト宣言 2014」を開催する運びとなりました。

本展は「ポコラート全国公募展」の第 1 回から第 4 回までに全国から寄せられた、延べ 4,820
作品・2,292 人の作家の中から選ばれた 54 人による展覧会です。障がいのある人・ない人・アー
ティストが、それぞれを取り巻く環境や年齢・経験を越え、" 人と人 " " 人と作品 " が出会う「核
心」の場の創出を目指しています。日常生活の中で見慣れたさまざまな主題（自動車・チラシ・
粘着テープ・糸・割り箸・文字 ... ）から生まれる、現実を超えた切実な感性にあふれる表現
の数々。

「ポコラート宣言」は、見えないものを見えるようにする「純粋なる芸術」を見いだし、〈アー
ル・ブリュット〉や〈アウトサイダー・アート〉という枠を逸脱し、より広い世界へと導きます。

第 1 回から第 4 回までの「ポコラート全国公募展」での受賞者の作品とこれまでの参加作家の中
から選出された作品が一同に会する展覧会です。企画協力に保坂健二朗 氏（東京国立近代美術
館主任研究員）を迎え、日本における総合的なアール・ブリュットの展覧会であると同時に、人
と作品が出会い向かい合うことのできる、表現することの「核心」に触れられる場となります。
この展覧会を通してポコラートのこれまでの歩みや活動の広がりをも体験することができ、ポコ
ラートに関わる作家の活躍や作品の展開を見ることができます。34 メートルに及ぶ大型の絵画
作品から緻密で繊細な立体作品まで、様々な表現方法に驚かされます。
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□「ポコラートトークショー １」
これまでのポコラート全国公募展に審査員として関わり、本展の企画協力者でもある保坂健二朗氏が、国内外で注目
が高まるアール・ブリュットの現在についてさまざまな角度からお話します。ポコラート全国公募展 vol.4 受賞作家に
よるアーティスト・トークも同時開催。専門家による視点と実際の作者の声を合わせて聞ける貴重な機会です。

■関連イベント
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■出品作家

左・上田海登『オ・タ・カ・ラ』（ポコラート全国公募展 vol.4 中村政人賞）
右・田島絵里『まるちゃん』（ポコラート全国公募展 vol.4 O JUN 賞）

□ 参加アーティスト
赤松直樹、新井豊、磯部涼、市川航也、伊東鉄也、井上優、上田海登、大川誠、岡田美佳、カズ・スズキ、金崎将司、鎌江一美、
川戸由紀、具志堅誉、国井勇、熊田史康、古久保憲満、苔百虫ちろ、小林覚、齋藤裕一、酒井双葉、柴田鋭一、SEIYA、瀬尾ひろみ、
関口忠司、高橋舞、武田拓、田島絵里、田中啓示、谷本光隆、玉浦航太、鶴川弘二、時枝和美、中道一輝、西岡弘治、西山友浩、
長谷川昌彦、畑中直子、東本憲子、平野智之、藤田雄、伏木庸平、穂積一樹、松本美千代、三ツ木哲朗、美濃部責夫、宮川佑理子、
宮下宜續、森本孝、吉川秀昭、吉川真美、吉原長次郎、ラックスミ・ダス・マガイヤ、渡邊大士　（計 54 名 )

第 1 回から第 4回までの「ポコラート全国公募展」での受賞者と特に審査員の印象に強く残った作品の作家、合わせ
て総勢 54 名が出品します。中には複数回入選している作家もいます。

左・国井勇『虹トラック』（ポコラート全国公募展 vol.4 千代田区長賞）
右・齋藤裕一『ドラえもん』（ポコラート全国公募展 vol.4 茂木健一郎賞）
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□「ポコラートトークショー ２」
アーティストによる作品の考察から表現することの根源にまつわる議論、また「美術を教育する・されること」につ
いてまで、アーティストであり美術教育の現場を知るO JUN 氏、小林正人氏、中村政人の 3人が語り合います。

□アートガイド「ポコ探検隊」
アートガイドと一緒に、みんなでアートの「あっ」を探すギャラリー探検ツアー。ガイドによる作品解説だけでなく、
参加者のみなさんと対話しながら楽しく鑑賞し、新しい「あっ」を発見します。

◯ 出演：保坂健二朗（東京国立近代美術館主任研究員）、ポコラート全国公募展 vol.4 受賞作家
◯ 日時：4 月 5 日（土）14:00 -16:00　        ◯ 会場：1 階メインギャラリー     ◯ 参加費：無料 ※ただし入場料が必要です

◯ 出演：O JUN（画家、東京藝術大学准教授）、小林正人（画家、東京藝術大学准教授）、中村政人（アーティスト、東京藝術大学     
             准教授、アーツ千代田 3331 統括ディレクター）
◯ 日時：4月 13 日（日）14:00 -16:00　　       ◯ 会場：1階 メインギャラリー       ◯ 参加費：無料  ※ただし入場料が必要です

◯ 日時： 会期中毎週土曜日　14:00 -15:30　　 ◯ 会場：1階 メインギャラリー       ◯ 参加費：無料 ※ただし入場料が必要です
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□トークイベント・ワークショップお申込方法
お申込先：メール：pocorart@3331.jp ／電話：03-6803-2441 ／ FAX：03-6803-2442

・メールの場合は、件名に「（お申し込みのイベント名）（日付）申し込み」とご記入ください。
・メール環境の無い方は、お電話または FAX にて受付いたします。
必要事項：①お名前（ふりがな） ②ご年齢 ③当日のご連絡先（携帯電話など） ④障がいの有無と介助状態（介助者同伴など）
   ⑤その他、当日配慮することや必要な介助などがございましたらお知らせください。
　　　　  ※介助者同伴の場合、介助者の必要事項についてもご連絡ください。

※お早めにお申込みください。応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
※詳細については、お申込み後にあらためてご連絡を差し上げます。
※小学生以下のお子さまは保護者同伴でご参加ください。

□「ふわふわ星 ～あそぶ・つくる・おくる～」（ポコラート全国公募展 vol.4 3331 ワークショップ賞）
ふわふわ柔らかぬいぐるみ風オブジェ「むにゅ」の感触を全身で楽しんでから、同じ素材で「ふわふわの作品」を
作るワークショップ。触感を通して世代や言葉や障がいの有無をこえた豊かなコミュニケーションが生まれます。

◯企画者：ゆにここ（鈴木さとみ＋鈴木淳也）
アトリエゆにここ主宰。2008 年より活動の夫婦アートユニット。
企画した体験型の展示やワークショップには多くの人が参加している。
　
◯日時：① 2014 年 5 月 11 日（日）13:30-15:30　
　　　  ② 2014 年 5 月 18 日（日）13:30 -15:30 
　　　　　※各 1回。2回継続ではありません。

◯会場：1階 コミュニティースペース             
◯定員：15 名（各日）              
◯参加費：300 円（材料費）     

■関連ワークショップ

昨年末に開催した「ポコラート全国公募展 vol.4」で 3331 ワークショップ賞を受賞したアートユニット「ゆにここ」
によるワークショップを行います。「ゆにここ」は、ポコラート全国公募展 vol.3 より開設されたワークショップ部
門において、vol.3、vol.4 の 2 回連続入選。vol.3 ではアイマスクをつけて制作した作品を、目隠しをしたまま鑑賞
する「新しい自分に出会う！ブラインド アート ワークショップ」を行い、vol.4 では感触を手かがりにして制作す
るワークショップ「ふわふわ星 ～あそぶ・つくる・おくる～」を行いました。視覚に頼らず五感を解放し、表現す
ることを体験できる 2 つのワークショップはどちらも高い評価を得ました。
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「ポコラート（POCORART）」とは？
「Place of “Core + Relation Art”」からなり、「障がいのある人・ない人・アーティストが、核心の部分で相互に影響し
合う場」という理念を示す名称です。 障がいのある方・ない方、子どもたち、ご高齢の方々、美術展の経験がある方・
ない方など、さまざまな環境にある方々の表現活動をサポートし、アートを通した交流の場の創出を目指しています。Place of “Core+Relation ART”
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■これまでの「ポコラート全国公募展」

ポコラート全国公募展 2011：2011年1月28 日（金）～ 2011年2月10日（木）
ポコラート全国公募展 vol.2：2011年12 月3 日（土）～ 2011年12月25日（日）
ポコラート全国公募展 vol.3：2012 年12 月14 日（金）～ 2013年1月20日（日）
ポコラート全国公募展 vol.4：2013 年11月24日（日）～ 2013年12月25日（水）

http://www.3331.jp/schedule/000798.html
http://www.3331.jp/schedule/001054.html
http://www.3331.jp/schedule/001763.html
http://pocorart.3331.jp/
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