
Center line art festival Tokyo 中央線芸術祭【ClafT】では 2021 年 10 月 9 日（土）〜 31 日（日）までの期間、JR 中央線沿線の中野、
高円寺、吉祥寺、武蔵境、武蔵小金井駅の施設にて、展示、パフォーマンス、ワークショップ、トークイベントなどを行うアートフェ
スティバルを開始いたします。
フェスティバル開催初年度となる ClafT 2021 年のテーマは「with you」。you は、あなた。そして、遊びでもあります。

今年度の ClafT では 9 名のアーティストの他、現在公募にて募集中のアーティストによる作品を中央線沿線の 5 つの街の会場で発
表します。
各会場へ足を運んでいただく中で、身近にある街をいつもとは違う視点でお楽しみください。

会期　2021 年 10 月 9 日（土）〜 10 月 31 日（日）
開催地域　JR 中央線 中野駅、高円寺駅、吉祥寺駅、
　　　　　武蔵境駅、武蔵小金井駅周辺
会場　テルプシコール（中野）
　　　ギャルリー・ジュイエ（高円寺）
　　　マジェルカギャラリー（吉祥寺）
　　　武蔵野スイングホール（武蔵境）
　　　Start up Cafe（武蔵境）、
         KOGANEI ART SPOT シャトー 2F（武蔵小金井）
　　　小金井 宮地楽器ホール（武蔵小金井）
参加費　フリーパスチケット　一般 1000 円（税込）　小・中学生 500 円（税込）　未就学児無料
　　　　1day パスチケット　500 円（税込）※購入日当日のみ利用可　　　　

Center line art festival Tokyo 中央線芸術祭 2021　
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お問い合わせ : 中央線芸術祭実行委員会　田中・米谷
TEL : 042-316-6103 / FAX : 042-316-6102 / E-MAIL : artfes.claft@gmail.com / URL : https://artfes-claft.wixsite.com/site
※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため、開催内容、日程等が変更になる可能性がございます。
 最新情報はホームページにてご確認ください。予めご了承ください。 １
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①三浦宏之 作品　photo : 小熊栄

② 鈴木ユキオ 作品　photo : Saki Yagi
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【フェスティバルプログラム】
10/9（土）　　　　　　　 　  A. 菊沢将憲 ワークショップ（武蔵野スイングホール / 武蔵境）

10/10（日）　　　　　　  　  B. スサイタカコ ワークショップ（＠ Start up Cafe ・予定 / 武蔵境）

10/13（水）〜 10/17（日）   C. 三浦宏之個展（＠ KOGANEI ART SPOT シャトー 2F/ 武蔵小金井）☆
10/15（金）〜 10/19（火）   D. スサイタカコ展示（＠ギャルリー・ジュイエ / 高円寺）☆
10/17（日）　　　　　　　 　E. 砂連尾・呉宮トークイベント（＠ KOGANEI ART SPOT シャトー 2F/ 武蔵小金井）

10/20（水）〜 10/24（日）   F. スペースシェアリングプログラム（＠ KOGANEI ART SPOT シャトー 2F/ 武蔵小金井）

10/21（木）〜 10/26（火）   G. 菊沢将憲個展（＠マジェルカ ギャラリー / 吉祥寺）☆
10/24（日）　　　　　   　 　H. 康本雅子ワークショップ（＠宮地楽器ホール / 武蔵小金井）

10/28（木）〜 10/31（日）    I. パフォーマンスプログラム（＠テルプシコール / 中野）

　                                      28 日（木）/ 三浦宏之、29 日（金）/ 鯨井謙太郒、30 日（土）/ 岩渕貞太、31 日（日）/ 鈴木ユキオ

☆印展示期間中に関連イベント「あーととえほんのじかん」を開催。（俳優による絵本の読み聞かせ）

【フェスティバル内容】

C・ D・G〈エキシビションプログラム〉
C. 三浦宏之個展「Material landscape」
 舞台作品、美術作品、アートディレクション、執筆等、多彩な活動を行ない、本フェスティ
バルのディレクションを務める作家、三浦宏之による新作展示。「身体」をモチーフとした
インスタレーション、立体・映像によるミクストメディア作品に加えて、新たな表現領域と
なる平面作品が初展示される。

会期 : 2021 年 10 月 13 日（水）〜 17 日（日）OPEN12 時〜 CLOSE18 時　
※ 10/16（土）はトークイベント開催のため 16 時に CLOSE 致します。
会場 : 武蔵小金井 KOGANEI ART SPOT シャトー 2F

D. スサイタカコ展示   「オドルヨウニウタウ ウタウヨウニオドル（仮）」
独自の世界観で大小様々な造形作品や、平面作品、映像作品、壁画作品など、美術分野にお
いて偏りのない創作を展開しているスサイタカコ氏による作品展示。本企画では市民参加の
ワークショップを開催し、ワークショップで製作された市民作品が作家本人の作品と一緒に
展示される。

会期 : 2021 年 10 月 15 日（金）〜 19 日（火）OPEN12 時〜 CLOSE19 時　※最終日 19 日は 17 時まで
会場 : 高円寺 ギャルリー・ジュイエ

G. 菊沢将憲「うたかたの日々の泡」
俳優・映画監督・劇作家・演出家、ペイティング等、ジャンルを越境した創作によって活動
を展開している菊沢将憲氏による絵画展。ノンジャンルな創作から生まれる複数の視点が
60 点を超える絵画に描かれる。また菊沢監督による映画上映等、イベントも開催。

会期 : 2021 年 10 月 21 日（木）〜 26 日（火）OPEN11 時〜 CLOSE19 時※最終日 26 日は 17 時まで
会場 : 吉祥寺 マジェルカギャラリー

☆エキシビションプログラム各展示会場にて関連イベント「あーととえほんのじかん」を開
催予定。

③ 三浦宏之作品

④ スサイタカコ作品

⑤ 菊沢将憲作品

お問い合わせ : 中央線芸術祭実行委員会　田中・米谷
TEL : 042-316-6103 / FAX : 042-316-6102 / E-MAIL : artfes.claft@gmail.com / URL : https://artfes-claft.wixsite.com/site
※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため、開催内容、日程等が変更になる可能性がございます。
 最新情報はホームページにてご確認ください。予めご了承ください。 ２



I〈パフォーマンスプログラム〉 　※本プログラムは鑑賞にあたり別途料金がかかります。

「美術作品としての身体」をテーマとし国内外で活動する 4 名のアーティストによる４日間のプログラム。
舞台作品創作の経験が豊富であり、創作に対して美術的視点をもち、なおかつその視点を自らの身体に置き換えられる作家とし
て、岩渕貞太氏（岩渕貞太 身体地図）・鯨井謙太郒氏（KENTARO KUJIRAI コンペイトウ ）・鈴木ユキオ氏（YUKIO SUZUKI 
projects）・三浦宏之（Works-M）４名の作家を選出。

「ダンス作品」ではなく「美術作品」としての個の身体提示を条件とした本プログラムでは、劇場を小さな美術館に変える試みを行い
ます。
 
会期 : 2021 年 10 月 28 日（木）〜 31 日（日）
会場 : 中野 テルプシコール

※各アーティストの作品タイトル、時間詳細及び入場料金は 7 月 3 日に公開いたします。チケットご予約も 7 月 3 日より開始いたします。

F〈スペースシェアリングプログラム〉
公募アーティストによる、時間と空間の共有を目的としたプログラム。同一空間を複数のアーティストでシェアし、空間作りから展
示配置・発表までの時間を参加アーティスト同士で協働してゆきます。その過程で表現に対する考え方の相違や方法論などを互いに
シェアし、アートとコミュニケーションの関わりについて考察しながら、創作発表の場をアーティスト自身で創り出します。
また、2021 年の会期終了後、本企画参加者の中から 1 〜 2 名 ( 団体 ) に対し、次回フェスティバル開催時において単独での作品発
表機会が与えられます。

会期 : 2021 年 10 月 20 日（水）〜 24 日（日）OPEN12 時〜 CLOSE18 時
会場 : 武蔵小金井 KOGANEI ART SPOT シャトー 2F

公募アーティスト複数名による展示空間の共有をテーマとした「スペースシェアリングプログラム」に参加する
アーティストを現在募集しています。応募要項詳細は WEB サイトに掲載しております。
Space Saring Program  https://artfes-claft.wixsite.com/site/ss-youkou

⑥ 岩渕貞太作品 photo : Hideto Maezawa ⑦ 鯨井謙太郒作品 photo : KEIKO ONODA
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お問い合わせ : 中央線芸術祭実行委員会　田中・米谷
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E〈トークイベント〉 
トークイベントは「アートと市民・アートとからだ」をテーマに開催予定。
登壇者に、振付家・ダンサーの砂連尾理氏（立教大学 現代心理学部 映像身体学科 特任教授）、ClafT フェスティバルディレクターの
三浦宏之。ファシリテーターに「TOKYO REAL UNDERGROUND」事務局長、NPO 法人ダンスアーカイブ構想「デジタルダンスアー
カイブ」コーディネーターを務める呉宮百合香氏（舞踊学・現代舞台芸術研究）を迎えて行われます。
 
日程 : 2021 年 10 月 16 日（土）16 時〜 18 時
会場 : 武蔵小金井 KOGANEI ART SPOT シャトー 2F
　　　三浦宏之エキシビションプログラム会場
料金 : 500 円（要予約）
本プログラムはフリーパスチケットをお持ちの方は料金無料。
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⑧ 康本雅子作品 photo : Hideto Maezawa

上記プログラムの他、フェスティバル開催に向けて関連企画イベントも開催いたします。
詳細は「ClafT」公式 WEB サイトをご覧ください。

https://artfes-claft.wixsite.com/site　

【Claft アートディレクター プロフィール】

三浦宏之（みうらひろゆき）
Works-M アートデイレクター・作家・実演家
1993 年より活動を開始し、これまでに 21 ヶ国 45 都市以上での事業に携わる。1999 年 art collective M-laboratory
を結成。国内外で 31 作品を発表。2002 年よりソロワークを開始しアジアを中心に国内外にて作品発表、滞在製作、
WS 活動を展開。2010 年 Co-production of art Works-M を設立。8 都市の美術館、ギャラリー、劇場にて 10 作品を
発表。近作は国内 5 都市を巡回し、横浜ダンスコレクションアジアセレクションにて発表された「クオリアの庭 Garden 
of qualia」（2016 年）、奈義町現代美術館をはじめ 4 会場で展示されたミクストメディア作品「在 / 不在」と新作イン
スタレーションによる個展「語る末端」（2020 年）、最新作「DAWNORDUSK」（2020 年）等。著書に「こぼれおちる
からだたち」（2020 年・works-m.books）。
HP : http://www.t3.rim.or.jp/~h-miura/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Co-production of art Works-M
2010 年 作品単位のアートユニットとして設立。これまでに東京、横浜、秋田、神戸、京都、岡山、福岡、沖縄、国内各都市で 10 作品を発表。2015 年 4 月より国内における舞台芸術の都市間
文化交流等を目的とし、プロデュース・マネジメント事業を開始。2016 年より公演企画製作事業、web 出版を展開。同年、教育事業として M・O・W M-Lab Open class & Workshop の運営
を開始。2020 年には書籍出版部門 works-m.books を設立。国内各都市間のネットワーク構築及び、多角的・実験的な表現の場の創出に注力している。

中央線芸術祭実行委員会
2020 年、Center line art festival Tokyo【ClafT（クラフト）】 開催に向けて設立。

お問い合わせ : 中央線芸術祭実行委員会　田中・米谷
TEL : 042-316-6103 / FAX : 042-316-6102 / E-MAIL : artfes.claft@gmail.com / URL : https://artfes-claft.wixsite.com/site
※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため、開催内容、日程等が変更になる可能性がございます。
 最新情報はホームページにてご確認ください。予めご了承ください。 ４

A・B・H〈ワークショッププログラム〉
「動く楽しみ・動かす楽しみ・つくる楽しみ・ 触れる楽しみ・語る楽しみ」の 5 つの楽しみをテーマに子供から大人まで、ものつくりや
表現することの楽しさを体験できる 3 つのワークショップを開催します。

A. 菊沢将憲映画製作ワークショップ 「あなたの日々、わたしの日々」
日程 : 2021 年 10 月 9 日（土）12 時〜 16 時　
会場 : 武蔵境 武蔵野スイングホール スカイルーム 3　
料金 : 一般 1500 円　小中学生 500 円
本プログラムはフリーパスチケット割引対象です。（フリーパスをお持ちの方は 一般 1000 円 小中学生無料）

B. スサイタカコ ニンギョウづくりワークショップ 「せかいにひとつのヘンテコニンギョウつくろぅ !」
日程 : 2021 年 10 月 10 日（日 )  11 時〜 / 14 時〜
会場 : 武蔵境 Start up Cafe
料金 : 一般 1500 円　小中学生 500 円　未就学児無料（未就学児のご参加は保護者同伴でお願いします。）
本プログラムはフリーパスチケット割引対象です。（フリーパスをお持ちの方は 一般 1000 円 小中学生無料）

H. 康本雅子 親子ダンスワークショップ 「マジな性教育マジか」
 日程 : 2021 年 10 月 24 日（日）14 時〜 16 時
会場 : 武蔵小金井 宮地楽器ホール 練習室
料金 : 親子１組 1500 円（小学校 3 年生以上を対象）
本プログラムはフリーパスチケット割引対象です。（フリーパスをお持ちの方は 一般 1000 円 小中学生無料）

photo : 小熊栄



【参加アーティストプロフィール】

エキシビションプログラム参加アーティスト

パフォーマンスプログラム参加アーティスト
岩渕貞太

（いわぶちていた）

ダンサー・振付家
玉川大学で演劇を専攻、平行して、日本舞踊と舞踏も学ぶ。
2007 年より 2015 年まで、故・室伏鴻の舞踏公演に出演、
今日に及ぶ深い影響を受ける。「身体の構造」「空間や音楽と
身体の相互作用」に着目した作品を創りはじめる。大谷能生
や蓮沼執太などの音楽家と共に、身体と音楽の関係性をめぐ
る共同作業を公演。横浜ダンスコレクション EX2012 にて、

『Hetero』（共同振付：関かおり）が若手振付家のための在日
フランス大使館賞受賞。自身のメソッドとして、舞踏や武術
をベースに日本人の身体と感性を生かし、生物学・脳科学等
からインスパイアされた表現方法論「網状身体」を開発。急
な坂スタジオ　レジデンス アーティスト。
HP : http://teita-iwabuchi.com

高校時代に音楽をはじめ、博多のライブハウス照和にレギュラー出演。
1995 年より俳優として活動を開始し、野田秀樹、河瀬直美、小野寺修
二・ノゾエ征爾・黒田育世・矢内原美邦・康本雅子の舞台に出演。2003
年、主演映画「815」 がバンクーバー国際映画祭にて審査員特別賞を受賞。
2016 年にはアヴィニョン演劇祭インで初演されたアンジェリカ・リデル
の舞台「¿ Qué haré yo con esta espada ?」に出演。監督した映画 「おー
い、大石」がぴあフィルムフェスティバルに入選し荻上直子監督より絶賛
される。絵画展は昨年秋に福岡で初個展「一本の線から」を開催。渋谷で
の「菊沢将憲フェス」でも全作品を展示した。
Twitter :  https://mobile.twitter.com/renonremon

美學校・造形基礎卒。
布、革、ハギレ、古着などを収集し、立体作品やアニメーションを制作。
絵や壁画制作にも携わる。
美術館、駅、廃校、ギャラリー、商業施設など、さまざまな場所にて個展、
グループ展、ワークショップなど多数開催。
ココロ踊る 、独特な味わい深い唯一無二の世界を産みだしている。
旅芸人のように全国各地で活動中。
ζ ° ё ° з　ζ ° ё ° з　ζ ° ё ° з　ζ ° ё ° з　ζ ° ё ° з　
instagram : https://www.instagram.com/takakosusai 
blog : http://taaaaaa.exblog.jp/
facebook : https://www.facebook.com/takako.susai
twitter : https://mobile.twitter.com/susaitakako

オイリュトミスト・ダンサー・振付家
宮城県仙台市出身。笠井叡に師事。KENTARO KUJIRAI コンペ
イトウ主宰。東京と仙台を拠点に　舞台公演、ワークショップ
活動を行う。CORVUS、ユリイカ・プロジェクト、KENTARO 
KUJIRAI & BARABBAS OKUYAMA名義でユニット活動を展開。
詩人、写真家、音楽家、ファッションデザイナー、画家、合唱団
などさまざまな表現分野のアーティストとの協働も多い。ペルセ
パッサ・オイリュトミー団メンバー。世田谷美術館美術大学講師。 
第 50 回舞踊批評家協会賞新人賞。令和元年度宮城県芸術選奨舞
踊部門新人賞。
HP : http://kujiraikentaro.com

鯨井謙太郒
（くじらいけんたろう）

1997 年アスベスト館にて舞踏を始め、2000 年より自身の
創作活動を開始。YUKIO SUZUKI projects 主宰。世界 40
都市を超える地域で活動を展開し、しなやかで繊細に、且
つ空間からはみだすような強靭な身体・ダンスは、多くの
観客を魅了している。MV 出演やモデル活動、ミュージシャ
ンとの共同制作なども行う。また、子供ダンス作品の振付・
演出や、障害のある方へのワークショップなど、身体と感
覚を自由に開放し、個性や感性を刺激する表現を生み出す
活動を幅広く展開している。2012 年フランス・パリ市立
劇場「Danse Elargie」で10組のファイナリストに選ばれた。
HP : www.suzu3.com

鈴木ユキオ
（すずきゆきお）

ワークショップ講師プロフィール

菊沢将憲（プロフィールは上記参照）

スサイタカコ（プロフィールは上記参照）

振付家・ダンサー
91 年、寺田みさことダンスユニットを結成。近年はソロ活動を
中心に京都・舞鶴の高齢者との「とつとつダンス」、宮城・閖上

（ゆりあげ）の避難所生活者の取材が契機となった「猿とモルター
レ」、病、障害などを〈生きる過程にある変容〉と捉え、対話を
通してダンスへと変換する「変身—ええ、私です。又あなたです。」、
また映画「不気味なものの肌に触れる」（濱口竜介監督）の出演、
振付など。
著書に「老人ホームで生まれた〈とつとつダンス〉―ダンスのよ
うな、介護のような―」（晶文社）。立教大学　現代心理学部・映
像身体学科　特任教授
HP :  https://www.jareo-osamu.com/

砂連尾理
（じゃれおおさむ）

ダンス研究。専門はコンテンポラリーダンス。ダンスアー
カイヴの構築と活用に関する調査も行なっている。フラ
ンス政府給費留学生として渡仏し、パリ第 8 大学（芸術
学）と早稲田大学（文学）で修士号を取得。日本学術振興
会特別研究員（2017 〜 19）。国内外の媒体に公演評や論
考、インタビュー記事を執筆するほか、ダンスフェスティ
バルや公演の企画・制作にも多数携わる。主な著作に « 
Un panorama de la danse contemporaine au Japon 
» (Alternatives théâtrales, numéro hors-série, "Scène 
contemporaine japonaise", 2018)、ウィリアム・クライ
ン『ダンス・ハプニング 1961 年 6 月』（共編、有限会社
かんた、2021）等。「TOKYO REAL UNDERGROUND」
事務局長、NPO 法人ダンスアーカイヴ構想「デジタルダン
スアーカイヴ」コーディネーター。研究と現場の境界で活
動中。
HP : https://researchmap.jp/y-kuremiya/

呉宮百合香
（くれみやゆりか）

トークプログラム参加アーティスト

菊沢将憲
（きくざわまさのり）
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スサイタカコ
（すさいたかこ）

康本雅子
（やすもとまさこ）

ダンサー・振付家
自作品を発表する他、演劇や映像やミュージックビデオの振
付など、多ジャンルにおいて活動している。
また、全国各地の小中学校でのダンス WS や作品創作も多数
行っている。
2018~2020 年はロームシアター京都にて「こども DISCO」
のナビゲーターを務める。
2020 年には最新作「「全自動煩脳ずいずい図」を国内３都市
にて公演。
2020 年よりセゾン文化財団のシニアフェロー、地域創造登録
アーティスト。
これまでの講師歴は東京造形大学での非常勤講師、静岡 AOI
音楽館、水戸芸術会館、また全国各地の劇場にて単発 WS も
多数。HP : http://yasumotomasako.net
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ClafT Center line art festival Tokyo 中央線芸術祭

Center line art festival Tokyo の略称である「ClafT」（クラフト）。
その名称の由来は 19 世紀末にイギリスから各国へと拡がっていった「アーツ・アンド・クラフツ運動」を背景としています。
現在の IT 技術の革新による第三次産業革命から、IoT・AI が導入されてゆく第四次産業革命への流れは、2020 年に起きた新型コ
ロナウイルスの感染拡大によって一気に加速してゆくものと思われます。
ClafT は、そのような時代において今一度芸術のあり方や役割を再考し、東京から市民と共に創り出してゆく文化を広く世界へと
発信してゆきたいと考えています。
 アーツ・アンド・クラフツ運動
19 世紀後半のイギリスで興った造形芸術の運動。19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、北米・ヨーロッパ諸国・東アジア、また日本の民藝運動にも影響を及ぼした。根
本的には、手工芸の復興を目指す運動で、さらには、人間と事物との全体的な調和を図る社会運動。イギリスにおける同運動は、産業革命を経て生じた社会問題に応答し
たもので、社会改革への高い関心を特徴とする。思想の中核は、中世における職人の制作と労働のありかたに芸術の理想を見出したＪ・ラスキンと、彼の理論を実践したＷ・
モリスにある。1880 年代には、彼らの教えに影響を受けた若い世代が中世的な工芸ギルドを創設し、アーツ・アンド・クラフツ運動の国際的拡大に大きな役割を果たした。

（現代美術用語辞典 ver.2.0 より抜粋） 

中央線芸術祭実行委員会メンバー　田中麻美　兼盛雅幸　米谷よう子　山科達生
フェスティバルディレクター　　　三浦宏之

公式サイト
https://artfes-claft.wixsite.com/site

Twitter  　     https://twitter.com/artfes_ClafT　
Facebook  　 https://www.facebook.com/artfes.claft　
Instagram  　https://www.instagram.com/artfes_claft/

主催 / Co-production of art Works-M

取材および広報用画像について

本フェスティバルの取材を希望される場合は、以下内容を添えて E メールにてお申し込みください。 また、広報用素材として本プレ
スリリースに掲載の 8 点の画像をご用意しております。希望されます場合は、画像番号を添えて、お申し込みください。
なお、写真の使用に際し、作家名、コピーライト等を必ずご表記ください。作品のトリミング、編集、文字載せはお控えください。
本フェスティバルに関してご紹介いただく場合には、恐れ入りますが情報確認のための校正原稿をお送りいただき、掲載後には、掲
載誌 ( 紙 )、HP リンク、DVD、CD 等を担当宛てにお送りください。

（お申し込み内容）
貴媒体名 :
御社名 :
E メールアドレス : 
ご住所 :
TEL :
FAX :
ご担当者名 :
取材ご希望日、ご使用ご希望の画像番号をお知らせください。
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〈取材・画像使用申込先〉
中央線芸術祭実行委員会　田中・米谷
TEL : 042-316-6103 / FAX : 042-316-6102
E-MAIL : artfes.claft@gmail.com 
URL : https://artfes-claft.wixsite.com/site

お問い合わせ : 中央線芸術祭実行委員会　田中・米谷
TEL : 042-316-6103 / FAX : 042-316-6102 / E-MAIL : artfes.claft@gmail.com / URL : https://artfes-claft.wixsite.com/site
※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため、開催内容、日程等が変更になる可能性がございます。
 最新情報はホームページにてご確認ください。予めご了承ください。 ６


