《プレスリリース》
報道関係の皆様
令和３年１０月 18 日 柏原市発

【情報提供】

かしわら芸術祭 2021（第 9 回柏原ビエンナーレ）
ANY ART ＝いつでも・どこでも・だれでもアート＝
～芸術の秋、コロナ禍に負けず、かしわらのまちじゅうにアートがあふれます～

柏原市を舞台にした市民の手づくりによる「かしわら芸術祭 2021」が 10 月 30 日（土）
～11 月 7 日（日）にかけて行われます。主催する「Any アート：KASHIWARA 芸術祭実行
委員会」では、会場を柏原市域全体に広げ、他の場所にはないさまざまな発見がある芸術祭を目
指しています。参加者・鑑賞者も楽しんでもらえる秋の芸術の祭典です。
お忙しい中とは存じますが、ぜひご取材くださいますようお願いいたします。

＜かしわら芸術祭 2021（第 9 回柏原ビエンナーレ）＞
・日

時：10 月 30 日（土）～11 月 7 日（日）10:00～17:00
（初日 13:00～最終日 16:00 まで）
展覧会：全日
パフォーマンス・アートイベント：会期内の土・日・祝のみ

・会

場：柏原市内の６ゾーン別サテライト会場 14 カ所（別添パンフレットをご参考ください）

・参加数：大阪だけでなく、神戸・京都・奈良などから合わせて 70 個人・団体グループ、
総勢 500 名（中学生 300 名含む）
・特

徴：①ビビッドな色と造形で「人の心を根源的に揺り動かす」アート空間：冬耳の世界
②若い人たちによるコロナ時代のユニークなアート表現：異次元アート
③野外アートと市民参加アート：野外アート
④柏原の地域資源を活かしつなげるアート：地域アート
⑤SDGs とアートのコラボレーション：エコアート
⑥若い学生チームのコラボレーションアート：コラボアート
⑦多種多彩な造形ワールド：造形アート

≪独自事業≫
・＜特別イベント＞かしわら芸術祭 2021 オープニング（入場参加無料）
・＜Any アート

WaterSpot＞

【問合せ】Any アート：KASHIWARA 芸術祭実行委員会
メールアドレス：afjimu@anyart.jp ウェブサイト：http://anyart.jp
担当：Any アート運営委員 浅野幸治 kojiasano1947@gmail.com
☎090－9702－5122

■＜かしわら芸術祭 2021 オープニングイベント＞（入場参加無料)
＜アーティスト・トーク＞
特別出展「冬耳 Fuyuji」：（現代アーティスト・
大教大講師）
＜誰でも参加のオープニング地域交流会＞
出品参加者,Any アートサポーター,地域の皆さん
10 月 30 日(土) 16:00〜19:30、
アゼリア柏原 6 階大ホール

■＜Any アート WaterSpot＞
会期中の 3 日間に SDGs 社会実証実験の一環として、仮設給水スポットを
開設します。(Refill Japan 協賛)
S3：11 月 3 日、T2：11 月 6 日,7
日
■＜会場ゾーン図＞
M ゾーン 国分 /M1 問屋場亭/M2 ふれあいステーション国分
S ゾーン 堂島・清州・大県 /S1 櫻湯(堂島町)/S2 ふれあい館オ
ガタ(清州)/S3 ヤマニシデンキ(大県)/S4 長瀬川･了意川
K ゾーン 大正・上市・古町 /K1 かふぇたかい（上市）/K2 ノー
ウエア柏原（大正）/K3 アゼリア 6F 市民プラザ(上市)/K4 JR 柏
原駅前ロータリー芝生
T ゾーン 太平寺 /T1 観音寺/T2 カタシモワイナリー
H ゾーン 法善寺・平野 /H1 ほのぼのかたしも（平野）
Y 野外アート/S4 長瀬川･了意川アートインスタレーション/K4
JR 柏原駅前ロータリー芝生(上市)/Y1 柏原市新庁舎屋外広場かし
わらテラスパフォーマンス

■＜情報サイト及び SNS 関係アドレス＞
AnyArt Site http://anyart.jp/ Web サイト anyart.jp をご覧ください。
Facebook：AnyArt ページ
https://www.facebook.com/AnyArt-111088984674410
https://www.facebook.com/groups/446902515855614
Instagram https://www.instagram.com/anyartjp/
Twitter https://twitter.com/anyartjp

■＜新型コロナ対応＞
Any アート実行委員会が策定する「ガイドラインの 5 つの取り組み」を行います。
■かしわら芸術祭 2021 プログラム：2021/10 Any アート発行

プログラムは、次のアドレスからダウンロードしてください
http://anyart.jp/̲src/5462/PG2021.pdf
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今回の特徴作品の資料

かしわら芸術祭 2021（第 9 回柏原ビエンナーレ）
ANY ART＝いつでも・どこでも・だれでもアート＝
＜今回の特徴＞これまで８回の柏原ビエンナーレの継続発展の上に、新たにキーワー
ド＜Any アート＞をテーマにした「かしわら芸術祭 2021」
今回の新たな特徴ある展示など
1）ビビッドな色と造形で「人の心を根源的に揺り動かす」アート空間：冬耳の世界
2）若い人たちによるコロナ時代のユニークなアート表現：異次元アート
3）野外アートと市民参加アート：野外アート
4）柏原の地域資源を活かしつなげるアート：地域アート
5）SDGs とアートのコラボレーション：エコアート
6）若い学生チームのコラボレーションアート：コラボアート
7）多種多彩な造形ワールド：造形アート

1）特別出展「冬耳（ Fuyuji）」の鮮やかな色彩で「人
と自然の共生」の世界（観音寺）T1
色鮮やかでビビッドな視覚効果と有機的なフォルム
などにより「人の心を根源的に揺り動かす」ことをめ
ざすアート空間

2）若い人によるコロナ時代のユニークなアート表現：
異次元アート
・レトロな櫻湯に登場する妖怪達の世界「妖怪大銭湯」
関西気鋭のアーティスト 20 名が集まって「ゲゲゲの芸術家達」のコラボレ
ーション制作した不思議な世界（櫻
湯：堂島町）S1

・学年別共通のテーマに生徒それぞれが自己表現に挑戦：柏原市立堅下北中学
全校生

1

「私の木」1 年生：ほのぼのかたしも H1
「柏原市に住む妖怪」2 年生：カタシモワイナリーT2
「だじゃれカルタ」3 年生：カタシモワイナリーT2
3）野外アートと市民参加アート
・市内の二つの川を赤い布が彩りまちの景色を変えるアート「川をつなぐ」
自然と人が交流する野外インスタレーション（長瀬川・了意川）S4

・山と川に面した空間パフォーマンスアート「風と
あそぶ、無重力の絵画」
柏原の山を背景に大和川に面した空間に描く（市
新庁舎かしわらテラス）Y1：10 月 31 日（日）午後
3 時から 40 分）

4）柏原の地域資源を活かしつなげるアート
・伝統的な河内木綿の新たな再生につなげる活動：
8 年以上毎月開いた「わたの日」の今年の収穫
祭：河内木綿・手紡ぎなど S3

・地域の「時」の鼓動を表現したインスタレーション
この土地に刻々と積み重なった「時」の鼓動：木津 美幸『刻鼓』T1
日本遺産になった柏原の過去から現代への旅：やすだゆうこ『時空を超え
て』T1
5）SDGs とアートのコラボレーション：エコアート
・廃品靴型モデルを装飾したアート制作、みんなで靴型モデルをデザインする
Any アート大集合、さらに 11 月 3
日には、子どもも大
人もみんなで Any アートワークシ
ョップも（S3 ヤマニ
シデンキ：大県）
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・クレイジーキルト：多彩な古着・端布を使った思い思い
の創作表現
古着・端布で思い思いのバッグ、小物、アクセサリーなど
作品を、SDGs な手づくり分かち合い T2

6）

若い学生チームのコラボレーションアート
感性豊かで個性溢れたオリジナルな表現

・大教大「コミュニティとアート」やゼミ活動を地域に発信（問屋場亭）
M1

・ビセンお絵描き戦隊：「絵画の原点」、大阪芸大ビセンチームの絵画
（ふれあいステーション国分）M2
7）多種多彩な造形ワールド
・多様な素材を使った多
種多彩な造形表現が集合
（仮面、靴型、鳥木彫、
木綿、パッチワーク、陶
芸、灯り、LED 花火など）（ヤマニシデンキ：大県）S3

3

