


YICA  2022年度事業記録集 YICA アートウィークス 2022 
今ここ−近いは遠い、遠いは近い−生成変化するアート・エコロジー
YICA 2022 Project Archives YICA Art Weeks 2022 
now here, near is far, far is near - Art Ecology in Becoming



もくじ / Index

YICA 2022年度事業

企画リスト

アート講座

- vol.01

- vol.02

- vol.03

- vol.04

YICA 展覧会

おわりに

奥付

YICA 2022 Projects

Project List

Art Lecture

- vol.01

- vol.02

- vol.03

- vol.04

YICA Exhibition

Concluding Remarks

Appendix

4

5

7

8

10

12

14

16

72

74



4 5

In the past few years, our lives and values have under-
gone a profound transformation as we have been forced 
to restrict our activities due to the Corona disaster. In 
this vortex, how do we understand our current situa-
tion, our lives, and our artistic activities? The theme of  
“here and now: near is far, far is near - Art Ecology in 
Becoming” was established from the question of  what 
is actually connected to or influencing us in the present.
In order to explore this theme, the participants of  vol. 01 
of  Yamaguchi Machinaka University, with Mr. Osamu 
Ueno as the lecturer, explored the theme by sharing 
their opinions and visually expressing the theme as a di-
agram, using G. Deleuze’s “Becoming” as the key word. 
In vol.02, In addition to strolling around the Ikkanno 
River in Niho, Yamaguchi City, participants wrote let-
ters in ink on Kaji leaves and displayed them in the river 
as part of  an ancient Tanabata event at the riverside. 
vol.03 explored Yamaguchi’s art ecology by mapping 
artists, museums, and other art-related matters through 
a workshop. The content from these lectures was then 
exhibited as part of  this year’s exhibition at the Yama-
guchi City Saikotei as a presentation of  the results, and 
vol. 04 was an artist talk, with each artist explaining his 
or her work.
In addition, the Healthcare Art Project, which has 
been undertaken by voluntary members of  YICA over 
the past several years, has made concrete progress in 
its production and installation, and is scheduled to be 
officially opened to the public in the fall of  the next fis-
cal year. The “Goodbye Old City Hall Project” (tenta-
tive), which is planned to coincide with the relocation 
of  Yamaguchi City Hall in 2025, has also been actively 
exchanging ideas with related organizations and indi-
viduals in order to form a preparatory committee and 
an executive committee.

この数年、コロナ禍で行動制限を強いられてきた私
たちの生活や価値観は、大きく変貌を遂げてきまし 
た。この渦中において、私たちは現在の状況をどのよ
うに理解し、生活し、芸術活動をしているのか。実際
に、現在の私たちに繋がっていたり、影響を与えたり
しているものは何なのかという疑問から、「今ここ−
近いは遠い、遠いは近い−生成変化するアート・エ
コロジー」というテーマが設けられました。
このテーマを探求するために、やまぐち街なか大学
の講座として、vol.01ではYICA会員の上野修さんを
講師に迎え、G.ドゥルーズの「生成変化（二つの異な
るものの間の捉えあい）」をキーワードに、参加者各
自がそれぞれに意見を出し合ったり、視覚的に図と
して表現したりとテーマを掘り下げました。vol.02で
はアート・ウォーキングとして、山口市仁保にある一
貫野川周辺を散策するとともに、川辺で古来の七夕
行事の一つである梶の葉に墨で文字を書き川の中
に展示するというイベントを実施しました。vol.03で
は、アーティストや美術館などアートに関する事柄を
マッピングして、山口のアート・エコロジーを探求す
るワークショップを開催しました。そして、これらの講
座で得られた内容は、山口市菜香亭にて開催された
YICA展覧会に於いて、成果発表として展示されまし
た。そして、vol.04は同展覧会場にてアーティスト・ト
ークとして参加アーティストによる作品解説が実施
されました。この展覧会は、YICAアート・ウィークス
2022として「今ここ−近いは遠い、遠いは近い−」を
テーマに開催したものです。
その他に、この数年間、有志メンバーによって関わっ
てきた「ヘルスケア・アート・プロジェクト」も具体的
な制作や設置が進み、今年の秋頃には正式に公開
される予定です。また、2025年の山口市庁舎移転の
機会に合わせて計画している「（仮）さようなら旧市
庁舎・プロジェクト」も、準備委員会そして実行委員
会発足のために、関連団体との活発な意見交換を行
ってきました。

YICA 2022年度事業 / YICA 2022 Projects 企画リスト / Project List

YICA（イッカ）アート講座 vol.01
オリエンテーション
今ここ -近いは遠い、遠いは近い-
山口情報芸術センター [YCAM] 

YICA Art Lecture vol.01
Orientation
now here, near is far, far is near
Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

2022年7月8日（金）19:00 - 20:30 July 8 (Fri) 2022, 19:00 - 20:30

YICA（イッカ）アート講座 vol.02
アートウォーキング2022
七夕さんぽ
仁保一貫野川

YICA Art Lecture vol.02
Art Walking
Walking on Tanabata Festival
Ikkanno River, Niho, Yamaguchi

2022年8月7日（日）10:00 - 13:00 August 7 (Sun) 2022, 10:00 - 13:00

YICA（イッカ）アート講座 vol.03
ワークショップ
山口のアート・エコロジー
山口情報芸術センター [YCAM] 

YICA Art Lecture vol.03
Workshop
Art Ecology in Yamaguchi
Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] 

2022年11月18日（金）19:00 - 20:30 November 18 (Fri) 2022, 19:00 - 20:30

YICAアートウィークス2022
今ここ−近いは遠い、遠いは近い−
生成変化するアート・エコロジー
山口市菜香亭

YICA Art Weeks 2022
now here, near is far, far is near
Art Ecology in Becoming
Yamaguchi City Saikotei

2022年12月16日（金）-18日（日） December 16 (Fri) - 18 (Sun) 2022

YICA（イッカ）アート講座 vol.04
アーティスト・トーク
山口市菜香亭

YICA Art Lecture vol.04
Artist Talk
Yamaguchi City Saikotei

2022年12月18日（日）14:00 - 16:00 December 18 (Sun) 2022, 14:00 - 16:00



YICAアーティストや会員の活動内容や作品を一般の
方々へ紹介し、YICAの活動の周知、現代アートの普
及、国内外の文化芸術活動への理解や支援などを促
す。「今ここ−近いは遠い、遠いは近い−」をテーマ
に、YICAで活動するアーティストや会員が毎回ホスト
役となり、各ホストの研究トピックについて対談やゼミ
形式、あるいはワークショップ等により掘り下げてゆく
講座シリーズです。

YICA（イッカ）アート講座

  

YICA introduces the activities and works of YICA 
artists and members to the general public to pro-
mote awareness of YICA’s activities, popularize 
contemporary art, and promote understanding 
and support for cultural and artistic activities in 
Japan and abroad. Under the theme of “here and 
now, near is far, far is near, Art Ecology in Becom-
ing” artists and members active in YICA will play 
the role of hosts for each session, and each host 
will discuss his/her research topic in-depth in a 
dialogue, seminar, or workshop format.

山口情報芸術センター [YCAM] / Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]
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生態系を考える際に、点Aと点Bとを結んだ図式のよう
なものではなく、点Aと点Bが影響し合い、それぞれ別
のものになってしまうようなものとして考えましょう、とい
う提案が新鮮でした。参加者は、講師の上野さんを囲
んで円形に座り、上野さんの冒頭のお話を受けて、活
発に意見を交わしました。私は、ファシリテータとして3
枚のホワイトボードに、議論の内容を整理しながら書
き出していきました。2つの点が相互に作用する様子
を8の字の点線で囲んだ図式は、鈴木さんによって、
展覧会のちらしのデザインに活かされました。

（藤川哲）

When thinking about an ecosystem, let’s think 
of it not as a diagram that connects point A and 
point B, but as something in which these points 
influence each other and become different 
things. This Mr. Ueno’s proposal was impressive. 
The participants sat in a circle around Mr. Ueno, 
the lecturer, and listened to his opening remarks 
and actively exchanged opinions. As a facilitator, I 
wrote down these opinions on three whiteboards. 
Mr. Suzuki used the diagram with “8” in dotted 
line to show how two points interact with each 
other in the design of the flyer for our exhibition. 
　　　　　　　　　　　　　   (Satoshi Fujikawa)

2022/07/08 FRIDAY YICA ART PROGRAM
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やまぐち街なか大学 vol.01
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やまぐち街なか大学 vol.02

令和4年8月7日、七夕散歩、参加人数10名、仁保一
貫野川で、空気、水の音、風を感じながら古来より伝
わる五節句の一つ七夕の行事に因み、梶の葉に墨で
字を書いたり、思いを象で表現したりと、思い思い時
間を、楽しんだ。川には、水の中に揺れる五色の短冊
は、七夕を想起させる感じと身体の中を、風と共に抜
けていくような感覚を感じた。一歩入ると日陰と爽や
かな空気に包まれ、皆の心が解放されていくような思
いだった。
過去の記憶を呼び戻しながら、時間の経過を経て今
を感じる時間になったのではと思う。そしてそこから生
み出された梶の葉に残された墨の痕跡は、今であり、
今への確認になった様な気がする。       （坂本杏苑）

On August 7, 2022, ten participants enjoyed a 
Tanabata stroll along the Niho Ikkanno River, 
writing letters in ink on leaves of a Kaji tree, pa-
per mulberry, and expressing their feelings with 
images, all while feeling the air, the sound of the 
water, and the wind, in reference to the Tanaba-
ta Festival, a five-day event handed down since 
ancient times. In the river, five-colored strips 
swaying in the water reminded me of the Tanaba-
ta Festival, and I felt as if the wind was blowing 
through my body. Once inside, the shade and 
fresh air seemed to free everyone’s mind. I be-
lieve this was a time to feel the present through 
the passage of time while recalling memories of 
the past. And the traces of ink left on the leaves 
of the Kaji tree, which were created from these 
traces, seemed to be a confirmation of the pres-
ent and toward now.               (Kyoen Sakamoto)



「山口のアート・エコロジー」をテーマに、横軸に（心
理的も含めた）距離、縦軸に興味・関心の度合いを座
標軸にしたワークシートを準備していただき、それぞれ
地理編・アート（アーティスト・作品双方）編の２枚にポ
ストイットにそれぞれ地名およびアーティストや作品名
を記入・配置していくワークショップでした。
ここで感じたのは、単に物理的な距離のみでなく、アク
セスの容易さ、交通機関などの移動手段、といった環
境的要因・対象への親近感、興味関心の度合いなど
心理的要因によってつねに変動していることが見て取
れました。そして、その個々の差異がとても興味深く取り
巻く環境によって決定づけられる、ギブソンのアフォー
ダンス理論をも想起させられたワークショップでした。   
                                                         （田辺哲也）

Under the theme of “Art Ecology in Yamaguchi” 
participants were asked to prepare a worksheet 
with distance (including psychological) on the 
horizontal axis and degree of interest on the ver-
tical axis. The workshop consisted of two work-
sheets, one for geography and the other for art 
(both artists and artworks).
The workshop revealed that the distance between 
the two places was not only a physical distance 
but also varied depending on environmental fac-
tors such as ease of access and transportation, as 
well as psychological factors such as familiarity 
and interest in the subject. The workshop also 
reminded me of Gibson’s affordance theory, in 
which individual differences are determined by 
the surrounding environment.     (Tetsuya Tanabe)

2022/11/18 FRIDAY YICA ART PROGRAM
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やまぐち街なか大学 vol.03



やまぐち街なか大学 YICA（イッカ）アート講座 vol.04
として「今ここ−近いは遠い、遠いは近い−生成変
化するアート・エコロジー」展の最終日に参加アーティ
ストによるアーティスト・プレゼンテーションが行われ
た。前回に引き続き展覧会の最後に各々のアーティス
トが自作について語る形式で行われた。それぞれの
作品だけでは知り得なかった作品に関する発想の源
泉や、ユニークな素材、モチーフ、形式の選択の理由
などそれぞれ5分ほどの持ち時間だったが作品を理解
し、楽しむにはまたとない機会となった。またYICAの
今回の展覧会はアート講座で事前にコンセプトを理
解し咀嚼する期間があったため、テーマの持つ、時間
性、空間性、生成変化という概ね三つの要素を持つ
作品が揃ったのではないかと、それぞれのアーティスト
のトークを聞きながら思った。さらにYICAの会員にな
って新しく参加されたアーティストたちも新味を出して
くれていた。                                         （中野良寿）

As the Yamaguchi Machinaka University YICA Art 
Lecture vol.04, on the last day of the exhibition, 
“here and now, near is far, far is near - Art Ecol-
ogy in Becoming” an artist presentation was held 
by the participating artists. As in previous years, 
each artist talked about his/her own work at the 
end of the exhibition. Although each artist had 
only about five minutes to talk about their work, 
it was a unique opportunity to understand and 
enjoy their work. As I listened to each artist’s talk, 
I thought that the works in this YICA exhibition 
had been created with the three elements of the 
theme (temporality, spatiality, and becoming) 
because the participants had had time to un-
derstand and digest the concept beforehand in 
a series of the previous art lectures. In addition, 
the artists who joined YICA as new members also 
brought a new flavor to the exhibition.
                                             (Yoshihisa Nakano)

2022/12/18 SUNDAY YICA ART PROGRAM やまぐち街なか大学 vol.04
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「今ここ−近いは遠い、遠いは近い−生成変化する
アート・エコロジー」をテーマに、国内のアーティストや
ユニットの22組が参加されました。ここ数年は国際的
なアート・ネットワークを活用した海外アーティストの
参加が活発にありましたが、今年は主にYICA会員の
アーティストや推薦による国内アーティストの参加に限
られました。しかしながら、各アーティストの作品や活
動歴などを見ると、今回のテーマに呼応するように、国
や拠点に限らない国際性豊かな様相を実感すること
ができる展覧会でした。現在の国際情勢、海外の美術
史、異国での生活など、今ここにいながら遠くの地や
遠い昔が私たちの生活に影響したり、繋がったりして
いることに気付かされる思慮に富んだ内容の展覧会
となりました。

Under the theme of “here and now, near is far, far 
is near - Art Ecology in Becoming,” 22 artists and 
units from Japan participated in the exhibition. In 
the past few years, there has been active partic-
ipation by overseas artists through YICA’s inter-
national art networks, but this year, participation 
was mainly limited to YICA members and domestic 
artists recommended by YICA members. However, 
looking at the works of each artist and his/her exhi-
bition records, we could feel the rich international 
aspect of the exhibition, which was not limited to 
any one country or location, as if it corresponded 
to the theme of this year’s exhibition. The exhibi-
tion was rich and thoughtful, reminding us of the 
current international situation, the history of art 
abroad, and life in foreign countries, all of which 
influence us to feel that even the distant lands and 
distant pasts are interrelated to us with the now 
and here.

今ここ ー近いは遠い、遠いは近いー生成変化するアート・エコロジー now here, near is far, far is near Art Ecology in Becoming

① 原井輝明
② 澤登恭子
③ 森秀信
④ 鈴木啓二朗
⑤ アート・オブ・ライフ
⑥ 嶋田日出夫
⑦ 翁長瞳
⑧ 末永光正
⑨ ノーヴァヤ・リューストラ
⑩ ハセガワタカシ
⑪ 坂本杏苑
⑫ やまぐち街なか大学
⑬ 藤木律子
⑭ 白川美幸
⑮ 松野真知
⑯ 田辺哲也
⑰ 中野良寿
⑱ 渡辺京太
⑲ 瀬戸理恵子
⑳ 渡辺栄
㉑ 范叔如 
㉒ 松尾宗慶

① Teruaki Harai
② Kyoko Sawanobori
③ Hidenobu Mori
④ Keijiro Suzuki
⑤ ＠rt of Life
⑥ Hideo Shimada
⑦ Hitomi Onaga
⑧ Mitsumasa Suenaga
⑨ Novaia Liustra
⑩ Takashi Hasegawa
⑪ Kyoen Sakamoto
⑫ Yamaguchi Machinaka
　 University
⑬ Ritsuko Fujiki
⑭ Yoshiyuki Shirakawa
⑮ Masatomo Matsuno
⑯ Tetsuya Tanabe
⑰ Yoshihisa Nakano
⑱ Kyota Watanabe
⑲ Rieko Seto 
⑳ Sakae Watanabe
㉑ Fan Shuru 
㉒ Soukei Matsuo

山口市菜香亭 Yamaguchi City Saikotei

[主催]山口現代芸術研究所(YICA)
[助成]山口メセナ倶楽部
[後援]山口市、山口大学人文学部藤川研究室、
山口大学教育学部中野研究室、N3 ART Lab、 
the temporary space、 Do a Front
[関連企画]やまぐち街なか大学

[Organized by] Yamaguchi Institute of Contempo-
rary Arts (YICA) 
[Grant] Yamaguchi Mecenat Club
[Supported by] Professor Satoshi Fujikawa’s Office at 
Yamaguchi University, 
Professor Yoshihisa Nakano’s Office at Yamaguchi Uni-
versity, N3 ART Lab, the temporary space, Do a Front
[Related Program] Yamaguchi Machinaka Univer-
sity



山口市菜香亭 / Yamaguchi City Saikotei
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原井輝明 (日本、宇部市) / Teruaki Harai (Japan, Ube)

facebook.com/teruaki.harai

In my life, I have more chances to put margarine on 
bread than to put oil paint on canvas. Compared to an-
imal-based butter, margarine is said to be healthier be-
cause it is derived from plants. However, I have recently 
learned that trans fatty acids, which are produced in the 
process of  making margarine, are bad for our health, 
and that margarine has somehow become a food that is 
harmful to our health. The WHO had already report-
ed the harmful effects of  trans fatty acids in 2003, and 
although overseas countries require the labeling of  the 
amount of  trans fatty acids contained or have banned 
their use, in Japan there is no movement to regulate 
trans fatty acids, leaving it up to the companies. Nowa-
days, margarine with lower content of  it is produced in 
Japan, and there is no need to worry about it. We feel 
the need to be sensitive to such delays of  recognition.

キャンバスに油絵具を塗るよりパンにマーガリンを塗
る機会が多い生活をしている。動物性のバターに比べ、
マーガリンは植物由来でヘルシーだと言われていた。
それがマーガリンを作る過程でできるトランス脂肪酸
なるものが体に良くないと言うことで、いつの間にかマ
ーガリンは健康を害する食品になっていた様で、最近よ
うやくそれを知った。トランス脂肪酸の害はWHOが既
に2003年に報告しており、海外では含有量の表示を義
務付けたり、使用を禁止しているにもかかわらず、日本
では企業任せで規制の動きはない。今では日本でも含
有量を低く抑えられたマーガリンが作られており、心配
する必要はないとのこと。周回遅れの認識に敏感にな
る必要を感じる。

《マーガリン》
2022年、キャンバスにマーガリン
Margarine
2022, Margarine on canvas
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澤登恭子 (日本、山口市） / Kyoko Sawanobori (Japan, Yamaguchi)

This work is the third in a series of  straw dyed red. 
When I dyed straw red for the first time in 2019, the 
work meant rebirth, and I put “the power of  life” in 
the color red. Three years later, this year, the world 
has changed dramatically and war has broken out in 
Ukraine, the country with the highest wheat produc-
tion. In the tragic news reported daily, I thought of  the 
many lives lost when I saw the large amount of  wheat 
that had to be thrown away because it could not be har-
vested due to the war. This time, I would like visitors to 
feel a small river of  life flowing through a part of  the 
Saikotei corridor with red straw.

本作品は藁を赤く染めたシリーズの3作品目です。藁は
私たち人間の生きる糧の麦から採取され、麦は生命を
象徴しています。2019年に藁を初めて赤く染めて制作
したとき、その作品は再生を意味し、赤の色には「生き
る力」を込めました。それから3年後の今年、世界が大き
く変動し、小麦の生産量が最も高いウクライナで戦争が
起きました。連日報道される痛ましいニュースの中で、
戦争のために刈り入れられずやむなく打ち捨てられた
大量の小麦を見て、失われてゆく多くの命を想い、今年
9月の個展で、血液と同じ赤に染めた藁を、降りしきる雨
のように天井から大量に垂らし、夥しく失われる人間の
命をイメージしました。そして今回は菜香亭廊下の一部
に、流れてゆく命の小さな川を、赤い藁で感じてもらえ
たらと想います。

《ストローリバー - 赤い流れ -》
2022年、 染色した藁 (インスタレーション）
Straw river - red flow -
2022, Dyed straw (installation)
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森秀信 (日本、北九州市) / Hidenobu Mori (Japan, Kitakyushu)

www.morihidenobu.com

A performance video, made in 2018, of  drawing an-
cient tomb symbols on the palm of  the hand, a homage 
to Douglas Gordon.

2018年制作、遠賀川古代の歴史になぞらえて、 古墳の
記号を掌に描くパフォーマンスの動画、ダグラス・ゴード
ンへのオマージュ作品。

《ダグラス・ゴードンへのオマージュ-Ancient Tomb》
2018年、モニター、DVD、3min.42sec.
Homage to Douglas Gordon-Ancient Tomb
2018, monitor, DVD, 3min.42sec.
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鈴木啓二朗 (日本、山口市） / Keijiro Suzuki (Japan, Yamaguchi)

www.keijirosuzuki.com

This is an abstract painting made by dissolving black 
watercolors in the water of  Lai Nair (meaning “Black 
Lake” in Japanese) in Scuol, Engadin, a region in Swit-
zerland where Romansh is spoken, photographed and 
printed on a flag. It is a poetic work that brings the pres-
ence of  Lai Nair, which reflects the sky of  the Scuol 
region, back to Yamaguchi, Japan, as a painting and 
as a photograph, as well as as a constantly changing 
sculpture.

スイスでロマンシュ語が話される地域であるエンガデ
ィン地方のスクオールにある Lai Nair（日本語で「黒い
湖」という意味）の水で黒色の水彩絵の具を溶いて、制
作した抽象画を写真で撮影し、旗に印刷した作品です。
スクオール地方の空を反射させる Lai Nairの存在を絵
画として、写真として、そして、絶えず形を変える彫刻と
して、日本の山口に持ち帰った詩的な作品です。

《風に吹かれて見える風景... 黒い湖》
2022年、旗
Landscape visible by blowing winds... Lai Nair
2022, Flag
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アート・オブ・ライフ (無国籍） / @rt of Life (No Nationality)

This is a collage work consisting of  pieces cut up into 
approximately 5mm x 7mm monochrome sections from 
newspaper news photos from March 20 to March 26, 
2020, and pasted onto a 10cm square frame. For each 
collage, only pieces cut up from one day’s worth of  
newspapers are used. The accumulation of  each piece 
pasted in an orderly fashion creates a chaotic image. 
This represents the fact that the world is moving ac-
cording to a certain order, but as a whole it is a chaot-
ic and chaotic situation. Chaos as an accumulation of  
order, the world is established with such contradictions 
while barely maintaining equilibrium.

これは、2020年3月20日から3月26日までの新聞
の報道写真から、モノクローム（単色）の部分を約
5mm×7mmにカットアップしたピースを、10㎝四方の
サイズの枠に貼り付けたコラージュ作品である。一枚の
コラージュには、一日分の新聞からカットアップしたピ
ースのみを使用している。秩序正しく貼り付けた一つ一
つのピースの集積が、カオス的なイメージを生み出し
ている。これは、世界はある秩序によって動いてはいる
が、全体としてみると混沌としたカオス的な状況になっ
ていることを表している。秩序の集積としてのカオス、世
界はこうした矛盾をかかえながら、かろうじて均衡を保
って成立している。

《date collage (2020.3.20-3.26)》
2020年、マット紙、新聞紙
date collage (2020.3.20-3.26) 
2020, matted paper, newspaper
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嶋田日出夫 (日本、山口市） / Hideo Shimada (Japan, Yamaguchi)

The “here and now,” the present moment, accumu-
lates and becomes the present now, and I wonder if  it 
will continue forever. In the act of  painting with this in 
mind, the moment becomes an element of  the surface 
and continues to be layered. When looking at the lay-
ering of  colors, the screen, which at first appears to be 
a flat surface, gradually becomes a space that seems to 
go back to the deep and eternal past. This overlaps with 
the reality that the scenery you see before you is a series 
of  afterimages of  the past. - near is far, far is near -. The 
near and far are both present at the same time.

「今ここ」その今が積み重なって、ここで今の今となり、
それが永遠に続くのだろうか。そこに想いを馳せて描く
行為では、その瞬間が面の要素となり積層してゆきま
す。その色彩の重なりを見ていると、最初は平面として
見えていた画面が、徐々に深く永遠の過去に遡ってゆく
かのような空間として見えてきます。それは、目の前に
見える景色が、過去の残像の連なりなのだという現実
に重なります。－近いは遠い、遠いは近い－、近いも遠
いも同時に現前してくるのです。

《積層された瞬間 - 青 3/3 -》
2022年、顔料、ジェル メディウム、80cm×32cm×6cm
laminated moment - blue 3/3 - 
2022, pigment and gel medium, 80cm x 32cm x 
6cm
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翁長瞳 (日本、京都市) / Hitomi Onaga (Japan, Kyoto)

https://onagahitomi.weebly.com/

Everyone has a self  that they mend for the outside and 
an inner self  that they wish to keep hidden.  This work 
expresses this duality using the eyes as a motif.  On the 
exterior, welding marks have been polished and col-
ored white. In the center of  the work, there is a hollow 
where the color of  raw iron peeks out. There are traces 
of  welding inside that are not visible from the outside.  
When the color of  the iron transforms to white, the 
weight of  the iron itself  gets forgotten. Paint is also used 
to stop rust and other age-related changes. I created this 
work by overlapping the gap between the outside and 
the inside and my discomfort with myself.  Since my 
name is “Hitomi”, meaning “eyes”, eyes are a motif  
that I often refer to in my work.  The geometric shapes 
I often use in my work are inspired by the cutting of  
gemstones.

人には、外に向けて取り繕う自分と、隠しておきたい内
面が誰にでもあるだろう。本作は目をモチーフに、その
二面性を表現している。外面は溶接跡を綺麗に磨き上
げ、白く着色している。作品中央にはポッカリと空洞が
あり中には生の鉄の色が覗く。内側からは表からは見え
ていない溶接の跡がしっかりと痕跡として残っている。  
鐵の色が白く変化するとき鉄自体の重さを忘れさせる。
錆などの経年変化を止めるにも塗装は利用されてい
る。その外と内側に起こるギャップと自分自身との違和
感を重ねて制作した。名前が瞳ということもあり、目は
自分自身ととかさねて制作することも多いモチーフだ。  
作品に多用している幾何学なカタチは宝石のカットか
ら着想を得ている。

《HITOMI、EYE》 
2019年、鉄に着色 TIG溶接、HIOTOMI:27cmx23cmx-
18cm、EYE: 27cmx33cmx19cm
HITOMI, EYE 
2019, coloring on steel, TIG welding, 
HIOTOMI: 27cmx23cmx18cm
EYE: 27cmx33cmx19cm
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末永光正 （日本、山口市） / Mitsumasa Suenaga (Japan, Yamaguchi)

Human beings have almost forgotten that they are kept 
alive by nature. Man, the counter-concept of  nature, 
awakens in the block of  “Becoming” and begins to 
change in collaboration with nature. The “here and 
now” is “nothingness.” When memory emerges in this 
“nothingness,” we feel time.

自然の中に生かされていることを忘れかけている人
間。自然の対概念である人間が、生成変化のブロックの
中で覚醒し、自然との共同作業により変化し始める。「今
ここ」は、「無」である。この「無」の状態の中に記憶が出
現したときに、時間を感じる。

《時感14》
2022年、 漆喰、土、竹の紙、梶の木の葉、石、
30㎝×45㎝×7㎝ 
Feel The Time 14
2022, plaster, clay, bamboo paper, leaves of Kaji 
tree, stone, 30cm x 45cm x 7cm
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ノーヴァヤ・リューストラ (日本、名古屋市＆山口市） / Novaia Liustra (Japan, Nagoya & Yamaguchi)

Collage originally comes from the French word “coller,” 
meaning “to paste with glue”. It is said to be one of  
the first techniques used by Picasso and Braque in their 
paintings. In psychology, however, it is used as collage 
therapy and can contribute to psychological healing 
and the expression of  internalized images. The work 
can be similar to the combination of  multiple motifs 
such as toys and figurines used in box garden therapy. 
After Picasso, the collage technique was often used for 
propaganda posters in Russian Constructivism. Novaia 
Liustra created a collage work as a study, wishing for 
the end of  Russia’s invasion of  Ukraine. The wallpaper 
pasted on the wooden panels was obtained and used 
similar to wallpaper manufactured in the Soviet era.

コラージュは、もともと「coller」というフランス語に由来
し、「のりで貼る」という意味である。ピカソやブラックが
絵画に用いたことが始まりの一つとされる。しかし心理
学の世界ではコラージュ療法として用いられ、心理的な
癒しや内在するイメージの表出に寄与することができ
る。箱庭療法で用いるおもちゃやフィギュアなどの複数
のモチーフの取り合わせと同じような作業をすることも
できる。ピカソ以降ではロシア構成主義においてプロパ
ガンダを伴うポスターにもコラージュの手法が多用され
た。ノーヴァヤ・リューストラはStudyとしてロシアのウク
ライナ侵攻の収束を願い、コラージュ作品を制作した。
木製パネルに貼り付けられた壁紙はソ連時代に製造さ
れた壁紙に近いものを入手して使用している。

《Study/コラージュ(収束を願って)》
2022年、コピー用紙、新聞、壁紙、木材、アクリル 
Study/Collage (Hoping for Convergence) 
2022, copy paper, newspaper, wallpaper, wood, 
acrylic
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ハセガワタカシ (日本、山口市) / Takashi Hasegawa (Japan, Yamaguchi)

www.haseart.com

This work is a new work created using waste materials 
found in the process of  production since 2008 (2008 - 
2022). The production using waste materials is the start-
ing point of  my creative philosophy, and these works 
have led me to participate in art activities, art fairs, 
competitions, and exhibitions throughout Europe since 
2009. It is also an experimental form of  expression, in 
which I consider how far the work I produce will go, 
and how I will develop, record, and preserve the objects 
I create in the future. There are many works in which 
the creator does not think about the end, and there are 
some works that deviate from his or her original inten-
tion. We hope that this work will serve as a communica-
tion tool for both creators and viewers to review various 
things while adopting ideas in line with the times.

本作品は2008年から製作途中で出た廃材を使用し新
たに作品を制作（2008～2022）。廃材を用いて作る制
作は私の創作理念の原点であり、これらの作品をきっ
かけに２００９年からヨーロッパ各地でアート活動ア
ートレジテンスやアートフェア、コンペティションなど作
品展行う。自分が産み出す作品はどこまでが最後なの
か、この先自分が創り出すモノの展開や記録・保存方法
を考えるなど、一つの実験的な表現でもある。時に制作
者はその後の最後を考えない作品も多数あり、本来の
意図せぬ思想からずれるものもあり残される。今一度、
制作者も閲覧者も時代に沿った考え方を取り入れつつ
色々なことを見直すためのコミュニケーションツールと
なればと思います。

《記憶と記録 -コシラエル2022-》
2022年、金属線（♯10切番線）・セメント・砂利・鉄板・
木 等
Memory and Record - Coordinating in SAIKOUTEI’s 
room 2022-
2022, metal wire (#10 cut wire), cement, gravel, 
steel plate, wood, etc.
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坂本杏苑 (日本、周南市) / Kyoen Sakamoto (Japan, Shunan)

atelierkyo.web.fc2.com

The present always exists between the past and the future. 
Chronos (quantitative time) and kairos (qualitative time). 
The concept of  time passing by and accumulated time. 
The accumulated time can make the distant past seem 
very close. 
It is certainly deeply present in our hearts and minds. 
I wrote the calligraphy to express that I am here at this 
very moment.

今は、常に過去と未来の間に存在します。
クロノス(量的な時間)と、カイロス(質的な時間)
通り過ぎる時間の概念と、積み重ねた時間
積み重ねられられた時間は、遠い過去のことも
とても近く感じたりと、確かに心の中に深く存在してます。
今、この瞬間在るという事を、揮毫しました。

《在》
2022年、紙、墨、画仙紙、60cmx65cm
Present 
2022, ink on paper, drawing paper, 60cmx65cm
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やまぐち街なか大学＿YICA(イッカ)アート講座 / Yamaguchi Machinaka University_YICA Art Lecture

Yamaguchi Machinaka University_YICA Art Lecture 
vol.1, vol.2, vol.3
Here and Now - Near is Far, Far is Near - Art Ecology 
in Yamaguchi
Materials of  YICA’s workshops in 2022

やまぐち街なか大学＿YICA(イッカ)アート講座 vol.1, vol.2, 
vol.3
今ここ -近いは遠い、遠いは近い - 山口のアートエコロジー
2022年にYICAが行ったワークショップなどの資料
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藤木律子 （日本、山口市） / Ritsuko Fujiki (Japan, Yamaguchi)

www.ritsuko-fujiki.com

Positive emotions such as “desire, expectation, and joy” 
change to “ambiguity” with the passage of  time, and 
then to negative emotions such as “dislike, heartlessness, 
coldness, frustration, and laziness” over the years. This 
is a discussion of  the act of  looking at and avoiding 
looking at the fluctuations of  the mind, such as “near 
and far, interest and indifference, action and flight,” 
which we probably all have.

「願望、期待、喜び」と言うポジティヴな感情が時間の
経過とともに「曖昧」へと変化し、年月を更に経て「嫌
悪、無情、冷淡、挫折感、怠惰」などのネガティヴな感情
へ変化していく。恐らく誰もが持つ「近くて遠い、関心と
無関心、行動と逃避」など、心の揺らぎを見つめたり見
つめない様にする行為についての考察。

《経過の考察》
2022年、種子、ガラス容器、紙、紙コップ、ビニール袋
Consideration in progress 
2022, seeds, glass containers, paper, paper cups, 
plastic bags
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白川美幸 (日本、山口市） / Yoshiyuki Shirakawa (Japan, Yamaguchi)

www.yoshiyukishirakawa.com/amplified-series

Music is played to weeds in a pot. Electrodes are con-
nected to the weeds to detect bioelectric signals, and the 
work is operated via a device that changes the rotation 
angle of  the motor according to the data. The more 
the grass responds to the stimulation and the more its 
bioelectricity increases, the larger the carrot moves. The 
music to be played on the grass is selected from Ha-
waiian music that was played in Yamaguchi department 
stores in the 1960~70s.

鉢の中の雑草に音楽を聞かせています。その草に電
極をつなぎ、生体電位信号を感知し、そのデータに
よってモーターの回転角度を変化させる装置を介し
て、作品が動作します。草が刺激に反応して生体電位
が増すほど、人参が大きく動きます。草に聞かせる曲
は、1960~70年代の山口のデパートなどで流れていた
ハワイアンミュージックを選んでいます。

《増幅された植物-11》
2022年、草、生体電位センサー、モーター、人参など、 
サイズ可変 
Amplified Plant-11
2022, weeds, bioelectric potential sensor, motor, 
carrot, etc., size variable



56

松野真知 (日本、うきは市) / Masatomo Matsuno (Japan, Ukiha)

The Siebold’s worm cannot live in compost heaps or 
disturbed farmland that has been plowed by 1980s Ford 
tractors that have been tramping the ground and tilling 
farmland. They can crawl out of  the soil of  mountain 
areas or be carried by animals and wander onto pave-
ments to linger in places quite different from their usu-
al habitat. These accidental encounters occur casually 
on a daily basis. The idea was inspired by the need for 
a different perception of  the inevitable confrontations 
that occur with food and its production.

地を踏み鳴らし農地を耕してきた1980年代のフォード
トラクターに堆肥地や攪乱された農地の中では生息で
きないシーボルトミミズ。山手の土壌から這い出て来た
り、動物によって運ばれて舗装路面へと迷い込み普段
の住処とは全く違う場でのたうちまわっていることがあ
る。日々何気なく起きているこの事故的な出会い。食や
その生産に纏わる対立せざるを得ない事態へ別の知
覚が必要だと考えたことから着想を得ている。

《山手から外れて路上に出て来たシーボルトミミズに
フォードトラクターと》
2022年、写真、サイズ可変 
A Ford tractor and the Siebold worm that came off 
the mountain side and onto the street.
2022, photo, size variable
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田辺哲也 (日本、山口市） / Tetsuya Tanabe (Japan, Yamaguchi)

www.facebook.com/tetsuya.tanabe

《Lacrimosa - 涙の日よ / Mournful》
2022年、紙、鉛筆、インクジェットプリント、
24.2cm×17.7cm 
Lacrimosa - The Day of Tears / Mournful
2022, pencil on paper, inkjet print, 
24.2cm x 17.7cm

Far is near and near is far. From these words, we have 
focused on the view of  life and death from the ambiv-
alent ideas of  farness and nearness in the West and the 
East. Surprisingly, in Switzerland and Scandinavian 
countries, which are considered high-welfare countries, 
the suicide rate is higher than in Japan. Among the 200 
church cantatas that Bach, whom I love to listen to, 
wrote based on Christian theology and the New Testa-
ment, I noticed one piece that seems to be an oriental 
view of  impermanence. In the Baroque period, still life 
paintings incorporating memento mori (think of  death) 
and the vanitas philosophy of  nihilism were popular in 
the field of  art, and as the Beatles sang in “We can walk 
it out,” the idea of  the transience of  life, which comes 
only once, and the sorrow of  its loss, is a concept that is 
not limited to the East or West. I painted this image by 
adding an image of  the vanitas thought that I tried to 
output by using AI.

遠いは近い、近いは遠い、この言葉から西洋と東洋の遠
さ・近さの両義的な思想から死生観に着目してみまし
た。意外なことに高福祉国といわれるスイスや北欧に
おいて、自殺率の高さが日本以上ということが挙げられ
ます。私が愛聴しているバッハが、キリスト教神学と新
約聖書をベースにして書かれた200曲ある教会カンタ
ータのなかで、あたかも東洋の無常観をうたったような
１曲があるのに注目しました。
バロック期には美術の領域でも、mement mori(死を想
え)や、虚無を説いたヴァニタス思想を盛り込んだ静物
画が好んで描かれている事実もあり、ビートルズもwe 
can walk it outでも歌っているように一度しかないいの
ちのはかなさとその喪失の悲しみを想う思想は洋の東
西を問わないことを痛感し、これをささやかながらヴァ
ニタス思想をＡＩを利用して出力を試みたイメージを
付加して、描いてみました。
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中野良寿 (日本、山口市） / Yoshihisa Nakano (Japan, Yamaguchi)

n3-art-lab.com

This work is based around photographic images of  a 
performance taken on Staffa Island, a small island off 
the west coast of  Scotland, which Nakano visited in 
1995. The island is one of  the sacred places of  the Dru-
ids, where their rites of  passage took place. The title of  
the work is a cross between a sacred place and a secret 
act. On the other hand, this place is a distinctive island 
made entirely of  basalt called columnar joints, which 
inspired W. Turner and Mendelssohn to create their 
works. In 2022, the sequel was held at Reynisfjara Black 
Sand Beach in Iceland.

本作は1995年に中野が訪れたスコットランドの西海岸
にある小島・スタファ島で撮影されたパフォーマンスの
写真画像を中心に作られた作品である。この島はドル
イド教の聖地の一つであり、彼らの通過儀礼が行われ
た場所である。 聖なる場所と秘密の行為を掛け合わせ
た題名になっている。一方、この場所は柱状節理と呼ば
れる玄武岩だけでできた特徴的な島で、W・ターナーや
メンデルスゾーンがインスピレーションを得て作品を
作った場所でもある。この柱状節理は地球上の各地に
あり、日本にも有名な場所が多数あり、景観自体が祀ら
れている場所も少なくない。2022年はアイスランドの
Reynisfjara Black Sand Beachで続編を行った。

《Secret/Sacred performance: Isle of Staffa 1995、
Reynisfjara Black Sand Beach 2022＠Saikotei》
2022年、写真、フレーム、木材 (インスタレーション)
サイズ可変
Secret/Sacred performance: Isle of Staffa 1995、
Reynisfjara Black Sand Beach 2022＠Saikotei
2022, photograph, frame, wood (installation), 
size variable
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渡辺京太 (日本、東京都) / Kyota Watanabe (Japan, Tokyo)

The theme is the human body and movement. I paint-
ed the image of  the human body walking from three 
angles. As if  going around a revolving door, evoking the 
movement of  a circle. As if  time is happening at the 
same time or passing. The human body is drawn in light 
from a certain direction. To create a sense of  three-di-
mensionality and a space of  depth.

人体とムーブメントがテーマです。人体の歩行のイメー
ジを3つの角度から描きました。回転ドアを回っている
ように輪の運動を想起させるように。時間が同時にまた
は経過して起きているように。人体は一定方向からの光
の中で描かれています。立体感や奥行きの空間を出す
ために

《円の歩行》
2022年、キャンバスに油彩 
Walking in a circle
2022, oil on canvas



64

瀬戸理恵子 (日本、広島市） / Rieko Seto (Japan, Hiroshima)

Layers of  “time” installed on the banks of  the Nishiki 
River at the Kintaikyo Art Festival 2022, traveled here 
over a different time and place. These papers are made 
of  used tea bags. Not only the traces of  the tea that 
many people drank, but also the time and thoughts of  
each person are left behind. In addition, the rain, wind, 
and river currents of  the two days on the riverbank also 
left new traces.
Now, here, it shows a completely different appearance, 
as if  such things had never happened. It is as if  it were 
a living thing. Not to be left behind by the change, I just 
move my hands and continue my journey to the place 
where I can confirm the change.

錦帯橋芸術祭2022、錦川の河原に設置された　“Lay-
ers of time”が、時と場所を変えてここに在る。これらの
紙は使用済みのティーバッグの紙から成る。 多くの方
々が飲んだお茶の痕跡だけでなく、その一人一人の時
間、思いも残されている。さらには、河原に在った2日間
の雨、風、川の流れもそこに新たな痕跡を刻んだ。
それが今ここで、そんなことなどなかったかのように、全
く別の姿を見せる。 まるで生き物のように。その変化に
置いて行かれないよう、ただ手を動かし、その変化を確
認できる場所へと運ぶ旅路は続く。

《「重なり合う時間」の重なり》
2022年、使用済みティーバッグの紙、塗料、厚紙 
Layers of “Layers of time” 
2022, used tea bag paper, paint, cardboard
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渡辺栄 (日本、山口市） / Sakae Watanabe (Japan, Yamaguchi)

The image of  Madonnina, the golden statue of  the Vir-
gin Mary standing on the highest spire of  the cathedral 
in Milan, Italy, is the inspiration for this work. I became 
familiar with this statue during my life in Milan and cre-
ated this prayer image using traditional Japanese origa-
mi. This time, I used only one square piece of  metal. 
By showing the process of  folding, I was conscious of  
the relationship between two-dimensional and three-di-
mensional modeling. ORIAMI is the world’s first Japa-
nese original wire mesh origami.

イタリアミラノの大聖堂の一番高い尖塔の上に立って
いる黄金の聖母マリア像マドンニーナがイメージの元
になっている。ミラノでの生活の中でこの像に親しみを
感じ日本の伝統的な折り紙でこの祈りのイメージを作
った。今回はひとつの正方形の金属片で制作。折る過
程を見せる事で平面と立体造形との関係へ思いを廻ら
せる事を意識した。またイタリアと日本における記憶の
交差も生まれた。ORIAMIは世界初の日本独自な金網
折り紙です。

《マドンニーナ　おりあみ》
2022年、金網折り紙（金属）、15cm x 15cm
madonnina ORIAMI
2022, wire mesh origami (metal), 15cm x 15cm
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范叔如 (中国/日本、広島市） / Fan Shuru (China / Japan, Hiroshima)

“Landscape” as Context  
Since 2006, I have been expressing the relationship be-
tween humans and situations or the interaction between 
the two through the motif  of  “landscape”. From scenes 
that represent concrete situations, to anonymous and 
ubiquitous universal landscapes, to extreme situations 
that lead to emptiness - landscapes that we call “emp-
ty landscapes” - “landscape” is becoming more and 
more abstract. However, without erasing “landscape,” 
I seek to evolve it and approach its essence, and the hu-
man-less landscape or emptiness itself  is the essence of  
the most of  “landscape” or “empty-landscape” for me.

コンテクストとしての「風景」  
2006年以降、人間と状況との関係または両者のイン
タラクションを、「風景」というモチーフを通して表現し
ていく。具体的な状況を表す場面から、匿名的でどこに
でも見える普遍的な風景、そして空虚に至る極端な状
況――「空景」と呼ぶ風景までは、「風景」は抽象化され
つつある。しかし、「風景」を消すことなく、それを進化さ
せ本質に迫ることを求め、人間不在の風景や空虚その
ものは、私にとって「風景」ないし「空景」の最もの本質
である。

《11.18》の一、《11.18》の二
2022年、油彩、カンヴァス、50.0 cm x 60.6 cm
11.18” 1, “11.18” 2
2022, oil on canvas, 50.0 cm x 60.6 cm
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松尾宗慶 (日本、山口市） / Soukei Matsuo (Japan, Yamaguchi)

www.thebluelordproject.com

This work is a combination of  documentary photo-
graphs from the “Blue Lord Project,” which is based 
on the concept of  making the five-story pagoda of  Ru-
riko-ji shine in lapis lazuli (blue) color. The blue five-sto-
ry pagoda is the embodiment of  the project concept, 
and the project will make the Ruriko-ji five-story pa-
goda literally glow with the color of  lapis lazuli. This is 
also inherent in the word “Rurikoji five-story pagoda”. 
This project has a tautological cyclical structure of  im-
age and word, and has two aspects: reality and allegory. 
The relationship between the two is ambivalent: near 
and far, far and near.

この作品は、瑠璃光寺五重塔を瑠璃色に（青く）光り輝
かせるというコンセプトのもと実施している「青い殿様
プロジェクト」のドキュメント写真を組み合わせた作品
である。青い五重塔は、プロジェクトのコンセプトを具
現化したもので、プロジェクトによって、瑠璃光寺五重塔
は文字通り、瑠璃色に光り輝く五重塔となる。これは、瑠
璃光寺五重塔ということばに内在されていたものでも
ある。このプロジェクトは、イメージとことばの同語反復
的な循環構造を持ち、現実と寓話という二つの側面を
併せ持つ。この二つの関係性は、まさに近くて遠い、遠く
て近いという両義性をもつ。

《近いは遠い、遠いは近い （青い殿様プロジェクトより）》
2022年、写真プリント 
near is far, far is near (from the Blue Lord Project)
2022, photographic print
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おわりに / Concluding Remarks

As the number and scale of YICA projects expand-
ed in FY2022, we were able to proceed with the 
projects by appointing those who were highly rel-
evant to each of the projects, etc. he use of the 
various specialties, skills, and knowledge of YI-
CA’s diverse members has allowed the organiza-
tion to develop its projects and activities in a mul-
tifaceted manner and has provided hints for the 
continuation of YICA’s activities in the future as a 
management method that reduces excessive con-
centration of work on a particular member. Due 
to the ongoing Corona disaster and the fact that 
YICA Representative Suzuki was away for some 
time participating in exhibitions and residence 
program in Europe, it was difficult to accommo-
date the participation of overseas artists in this 
year’s exhibition. However, with the participation 
of new domestic artists from Hiroshima and Kyo-
to, the exhibition had a fresh atmosphere.
This year YICA got off to a great start with the 
main theme of “here and now, near is far, far is 
near,” with each participant consciously delving 
deeper into the topic of “Art Ecology in Becom-
ing” through Yamaguchi Machinaka University. 
Also, Long-term projects such as the “Healthcare 
Art Project” and the “(tentative) Good-bye Old City 
Hall Project” are progressing in cooperation with 
other organizations. In addition, with help of dig-
ital technology which allows online participation 
in regular meetings and meetings of each project, 
participation from distant locations and conve-
nience have increased.

YICA Representative Keijiro Suzuki

2022年度のYICA事業は、事業の数や規模が拡大し
たため、それぞれの事業に関連性の高い会員を中
心に担当制として進めることができました。YICAの
多様なメンバーによる得意分野、技能、知見などが
活用されたことによって、事業や活動が多角的に展
開されるとともに、作業の過度な集中を軽減できる
運営方法として、今後のYICAの活動を継続していく
ヒントになりました。
コロナ禍が続いている事、また、YICA代表の鈴木が
ヨーロッパでの展覧会や滞在制作参加のために不
在の時期もあったため、海外アーティストの参加対
応が難しいこともあり、今年度の展覧会には、海外ア
ーティストの参加受入はできませんでした。しかしな
がら、YICA会員の推薦により広島や京都からの新た
なアーティストの参加もあり、新鮮な雰囲気の展覧
会となりました。
本年度は、「今ここ−近いは遠い、遠いは近い−」を
メイン・テーマとしましたが、やまぐち街なか大学の
アート講座を通して各自が意識的に「生成変化する
アート・エコロジー」という副題とともに深く掘り下
げ、このテーマの初年度として素晴らしいスタート
になったと思います。長期的な事業となる「ヘルスケ
ア・アート・プロジェクト」や「（仮）さようなら旧市庁
舎・プロジェクト」なども、他団体と連携をしながら進
展しています。また、例会や各事業のミーティングに
オンラインで参加できるように環境を整えることによ
って、遠方からの参加や利便性も高まりました。

YICA代表　鈴木啓二朗

まちなか大学 vol.01
Yamaguchi Machinaka University vol.01

仁保・一貫の川にて下見
Prep for Ikkanno Kawa, Niho

8月例会
Regular Meeting in August

YICA 展覧会 アーティスト・トーク
YICA Exhibtion Artist Talk
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