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２０２２年７月８日（金）
国際芸術祭「あいち」組織委員会
電話：052-971-3111（代表）

「あいち 2022」ポップ・アップ！の
参加アーティスト及び開催内容を決定しました

国際芸術祭「あいち」組織委員会は、９月の週末に県内４市で開催する「あいち 2022」
ポップ・アップ！の参加アーティスト及び開催内容を決定しました。この「あいち 2022」
ポップ・アップ！では、国際芸術祭「あいち 2022」の現代美術展参加アーティスト 82 組
のうち 11 組が、本展とは異なる作品を出展します。また、作品展示の他、アーティスト
によるワークショップや学芸スタッフによるガイドツアーなどを行います。
１

「あいち 2022」ポップ・アップ！とは
「あいち 2022」ポップ・アップ！は、国際芸術祭「あいち 2022」の会期中の週末に
県内 4 つのまちを巡る移動型芸術祭です。
「あいち 2022」のテーマ「STILL ALIVE 今、
を生き抜くアートのちから」のエッセンスを感じられる展示内容を展開します。
「あい
ちトリエンナーレ 2019」までの「モバイル・トリエンナーレ」を引き継ぎ実施する企
画です。
各会場とも、入場無料です。

２

参加アーティスト（現代美術）11 組
こ すぎ だい すけ

えんどうかおり

く ろ だ だい

ま すや ま か ずあ き

お ば な け んい ち

し お た ち は る

わ ご う

小杉大介、遠藤 薫 、黒田大スケ、升山和明、尾花賢一、カズ・オオシロ、塩田千春、和合
りょういち

わたなべあつし

よ こ の あ

す

か

亮 一 、渡辺 篤 （アイムヒア プロジェクト）、イー・イラン、横野明日香

３

開催内容

「あいち 2022」ポップ・アップ ！in 長久手
日時

2022 年９月２日(金)から４日(日)まで
午前９時から午後７時まで（最終入場は午後６時 30 分まで、一部作品は午後 10
時まで）
長久手市文化の家（長久手市野田農 201）

会場
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
わ ご う りょういち
【アーティスト】和合
亮一
With ｱｰﾃｨｽ
ﾄ
「#愛の礫：STILL ALIVE（いまだ生きている）からはじまる言葉」
「あいち 2022」のテーマ「STILL ALIVE」は、愛知県出身のアーティスト、河原
温（かわら・おん）の作品から着想しています。言葉を表現の中心とした河原の
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作品から出発し、当展に出展された和合さんの即興的な詩の書き方を体験しなが
ら、詩の創作にチャレンジします。
【日 時】９月４日(日) 午前 10 時から正午まで
【対 象】中学生以上
【定 員】20 名※要申込（先着順・定員に満たない場合は当日参加可）
【参加費】参加無料
【申込期限】８月 26 日（金）
作品ｶﾞｲﾄﾞ ９月３日（土）午前 11 時/午後２時（各 30 分間）
ﾂｱｰ
【集合場所】長久手市文化の家 １階受付前

「あいち 2022」ポップ・アップ ！in 蒲郡
日時

2022 年９月７日(水)から９月 12 日(月)まで
午前９時から午後５時まで（最終入場は午後４時 30 分まで）
※新型コロナウイルス対策のため入館規制を行っている場合がございます。ご入
館の予約は蒲郡市生命の海科学館のウェブサイトをご覧ください。
（定員に達して
いない場合は当日予約可。）
蒲郡市生命の海科学館（蒲郡市港町 17-17）

会場
くろだ
だい
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
【アーティスト】黒田 大スケ
With ｱｰﾃｨｽ 「心霊わしづかみ！幽霊写真術」（第１回）
ﾄ
近年幽霊をテーマに活動する黒田さんが、古今東西の心霊写真がどのように表現
されているかを解説。アーティストと一緒に幽霊にまつわる物語を考えながら、
最後にはみんなで心霊写真を撮影します。この夏は、みんなで心霊わしづかみ！
【日 時】９月 10 日(土) 午後２時から午後４時まで
【対 象】小学生〜一般（小学３年生以下は保護者同伴）
【定 員】10 名（保護者の同伴は１名まで）
※要申込（先着順・定員に満たない場合は当日参加可）
【参加費】参加無料
【申込期限】９月２日（金）
作品ｶﾞｲﾄﾞ ９月 11 日（日） 午前 10 時/午後２時（各 30 分間）
ﾂｱｰ
【集合場所】蒲郡市生命の海科学館 サイエンスショールーム

「あいち 2022」ポップ・アップ ！in 半田
日時
会場

2022 年９月 16 日(金)から 19 日(月・祝)まで
午前 10 時から午後５時まで（最終入場は午後４時 30 分まで）
旧中埜半六邸（半田市中村町１丁目７番地）
半田市役所（半田市東洋町二丁目 1 番地）
くろだ

だい

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
【アーティスト】黒田 大スケ
With ｱｰﾃｨｽ
「心霊わしづかみ！幽霊写真術」（第２回）
ﾄ
近年幽霊をテーマに活動する黒田さんが、古今東西の心霊写真がどのように表現
されているかを解説。アーティストと一緒に幽霊にまつわる物語を考えながら、
最後にはみんなで心霊写真を撮影します。この夏は、みんなで心霊わしづかみ！
【日 時】９月 19 日(月・祝) 午後２時から午後４時まで
【対 象】小学生〜一般（小学３年生以下は保護者同伴）
【定 員】10 名（保護者の同伴は１名まで）
※要申込（先着順・定員に満たない場合は当日参加可）
【参加費】参加無料
【申込期限】９月９日（金）
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作品ｶﾞｲﾄﾞ ９月 17 日（土）午前 10 時/午後２時（各 30 分間）
ﾂｱｰ
集合場所 : 旧中埜半六邸 広場

「あいち 2022」ポップ・アップ ！in 西尾
日時

2022 年９月 23 日(金・祝)から 25 日(日)まで
午前９時から午後５時まで（最終入場は午後４時 30 分まで）
西尾市文化会館（西尾市山下町泡原 30 番地）

会場
おばな
けんいち
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
【アーティスト】尾花 賢一
With ｱｰﾃｨｽ 「マスクをアップデート~デコレーションマスク！！」
ﾄ
マスク生活が定着した今日、相手の表情や素顔が分かりにくく感じることも。今回
はそんなマスクをアップデート！顔が隠れていても「自分らしさ」が伝わるマスク
を作ります。模様や飾りをつけて自分流にアレンジすることで、わくわくドキドキ
するようなマスクにしましょう。
【日 時】９月 24 日(土) 午後２時から午後４時まで
【対 象】小・中学生 （小学３年生以下は保護者同伴）
【定 員】15 名（保護者の同伴は 1 名まで）
※要申込（先着順・定員に満たない場合は当日参加可）
【参加費】参加無料
【申込期限】９月 16 日（金）
作品ｶﾞｲﾄﾞ ９月 25 日（日） 午前 10 時/午後２時（各 30 分間）
ﾂｱｰ
【集合場所】西尾市文化会館 事務室前
４

作品ガイドツアー
「あいち 2022」の学芸スタッフが展示作品を分かりやすく解説します。作品をより楽しく
ご鑑賞いただける機会ですので、ぜひご参加ください。申込不要。開始時間までに各会場の
集合場所にお集まりください。

５

ワークショップの申込方法
①氏名 ②年齢 ③ワークショップの参加を希望する開催地名 ④メールアドレス ⑤ご連絡
のつく電話番号 ⑥お住まいの地域（市区町村まで）を明記のうえ、件名を「あいち 2022 ポッ
プ・アップ！ワークショップ参加申込」にして、E-mail 又は FAX にて、下記までお申込みくだ
さい。
国際芸術祭「あいち」組織委員会事務局 ポップ・アップ!係
E-mail popup@aichitriennale.jp
FAX 052-971-6115

６

主催
国際芸術祭「あいち」組織委員会/長久手市/蒲郡市/半田市/西尾市

７

問合せ先
国際芸術祭「あいち」組織委員会
住 所 〒461-8525
名古屋市東区東桜 1-13-2 愛知芸術文化センター内
（愛知県県民文化局文化部文化芸術課国際芸術祭推進室内）
電 話 052-971-3111
ＦＡＸ 052-971-6115
E-Mail triennale@pref.aichi.lg.jp
ＵＲＬ http://aichitriennale.jp
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