


住中浩史
活動のテーマと流れ

活動の流れ活動の流れ

活動のテーマ

新しいドラマ（物語 ）が生まれる『場』づくりと
起きているドラマが加速する『 アイテム』づくり

レジデンスで地域に入りリサーチ。
そこで出会う地域で活動している人との
対話、地域・その『場』との相互作用から、
そこに新しく何があったら素敵なドラマ
が生まれるか考察・プランニング・提案。

地域で活動している人がよりその活動が
加速する為のアイテムを、必要条件など
を対話しながら制作。
その人と協働で制作する場合も。

その場・地域に合わせて、ドラマを起こ
したくなるような場を制作。
制作開始前からそこを使用したいと思う
人たちと対話し、制作場のカスタマイズ。
制作。

レジデンス終了後、その場を離れる。
制作したものは地域に嫁いでその場の人
達と新しいドラマを生み出していく。

地域にある無意識の価値・非言語的な伝統をバージョンアップさせていくことを目的とする活動を行う。
そのために、その地域に感覚的に足したら良いと感じる要素をもつ『場』を生成したり、おもしろい取り組
みを行っている人を加速させるアイテムを現地に滞在しながら制作し、地域に嫁がせていく。



アートセンタープロジェクト

現役中学校にアートセンターを設置し
可動させるプロジェクト
授業や部活が全てが縦割りの中学校に、大人と子供の間の中学生に、「失敗してもい
い」「実験的でいい」という等身大の空間をつくるプロジェクト。
その場は、学校に残り続け様々なドラマを生みだしています。

廊下アートセンター
（2010）

廊下小劇場
（2011）

中庭 21 世紀美術館
（2013）



アートセンタープロジェクト

廊下アートセンター

学校の廊下にカフェ機能をもったアートセンター制作。住中が滞在し放課後カフェ
を開催後、施設は学校に残りそこから様々なドラマが生まれている。

2010.9 ～

　「とがび」に四年間アーティストとして関わり、
映像作品などを作っていたが、その中で子ども達
には『失敗していい場』と『先生以外の大人』が
必要ではないか？との自らの問いに対し空間を制
作し、自ら二ヶ月弱滞在しアートセンターとして
運営した。
　社交的でアクティブな生徒だけでなく様々な生
徒との対話を求めてカフェ機能を設置し、住中は

カフェのマスターとして滞在。このスペースなん
だろう？と思っている生徒に「紅茶飲んでく？」
と声をかけることで、中に入り会話が始まった。

　設置前は、そこでどのような表現がありうるか、
と考えていたが、日々の中から生徒に必要なのは、
『マスター』という存在に気付き、後半はマスター
としての意識を強くもち滞在した。

制作前の廊下
廊下アートセンター外観
廊下アートセンター内部
美術の課題の相談
何度か訪れた後、自作小説を読ませて
くれた生徒
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保健室登校の生徒がアートセンターで自主アニメの制作

毎日、部活の愚痴を言いに来る生徒達

他のアーティストと「とがび」の制作

アートセンターとしての企画もいくつか行った。
これは一眼レフオを学生に貸出、生徒の撮ってきた作品を
住中がセレクションして展示

「とがび」とは
とがびとは、長野県千曲市の戸倉上山
田中学校の教室や廊下など敷地全域を
展示会場とした美術展「戸倉上山田び
じゅつ中学校」の略称。
『中学校を美術館にしよう』を合い言葉
に、2004 美術教諭中平千尋の発案から
始まった。

美術館・アーティストとの協働始まり、
その後、地域の大人の参加、卒業生が
進学した高校の参加、ＯＢが企画を出し
始め、、今はアーティストが存在しなく
ても面白い活動が続く。
十年間の活動により、当初のドラマだ
けでなく色々な展開をみせている。



アートセンタープロジェクト

美術部による展示「現実逃避展」

「とがび 2013」オタクをテーマにした作品のため、ＯＢがマスターしなが
ら生徒と対話し、作品の制作をした。

「とがび 2012」　美大にいったＯＢによるプロジェクト「にんげん研究所」

廊下アートセンターその後の活動

住中がマスターとして滞在後も廊下アート
センターは戸倉上山田中学校に残った。

美術の中平先生が管理し、先生に言うこと
で自由に使えるように。
そこでは美術部の日常の活動、作品の展示
をしたり、他の生徒の活動もある。
「とがび」にまつわる活動、やＯＢと現役
生徒の対応の場にも。

また、外からの持ち込み企画も受けたり、
ＯＢによる独自企画など、現在も様々な活
動が行われている。

美術部の放課後の部室として アートセンター内の倉庫でのパフォーマンス

アートセンター空間を占拠しての部活も。

＜岸井大輔持ち込み企画 ＞  映像作家の滞在

観日に養護学級の生徒によるカフェで、お母さんをもてなした。

アーティストが視察に来ると、中学生がカウンターに入りおもてなし。

「とがび 2010」当日マスターのカップル。
この二人は住中が滞在時にアートセンターで出会って付き合い始めた。

＜2010 岸井大輔持ち込み企画 ＞  　アーティストの岸井大輔による持ち込み企画、東京から様々な表現をしている人がマスターとして滞在。
　　　　　　　　　　　　　　　　一ヶ月間にわたり日替わり・週替わりマスターが滞在した



展示室 1（3畳）

展示室 2（6畳）

バックヤード

陶芸窯

アートセンタープロジェクト

廊下小劇場

実験と失敗を許容できる、小さな小さな小劇場を学校に

2011.10 ～

廊下アートセンター制作後、そこでのミニライブ
などの直接表現を見、体育館のステージ以外にもっ
と表現できる場をつくりたいと思い制作。

ここでは、小さいことが重要である。
いきなり文化祭の体育館では実験的なことはでき
ず、小さな場でこそできること、生まれるものが
ある。

また、この作品から「前例」を創造したいという
コンセプトを含み始める。
日本、特に公共において「前例」があると、他者
が実施しやすい。
そこで、学校における新しい取り組みの「前例」
として「学校に様々な表現を生みだす可能性のあ
る小劇場があるべきだ」という思想を具現化する
ために制作した。

制作前。教室の半分くらいの倉庫
客席は友人たちで埋まるよう、20 人
ほどでいっぱいになるサイズ
とがび 2012　「中学生の主張」
放課後にダンスの練習・発表も
とがび 2013　様々なライブに使用、
地域の大人バントも出演した。
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中庭21世紀美術館

「とがび」の以外にも自由に展示できる場を
中庭にある小さな小さな美術館

2013.8 ～

「とがび」は十年をかけ、中学生の表現は激しく、
年々自由になっていった。
そんな生徒たちの表現をする場を年に一度の
「とがび」だけではもったいないと思い制作。

元陶芸小屋の物置を掃除し、リノベーション。
三畳と六畳の二つの展示室からなる美術館が完
成した。

中庭 21世紀美術館 外観
制作途中の内部
入口から見た内部

4.
5.
6.

とがび 2013 出展作品　「あなた録」
中庭 21世紀美術館のこけらおとし展示。2008.2009 と「とがび」で住中と協働した生徒による個展
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空き教室
プロジェクト

現役小学校の空き教室を新しい『場』に

藤野小学校
教室美術館
（2012）

山陽西小学校
リノベーション
（2013）



空き教室プロジェクト

藤野小学校教室美術館

空き教室を二階建ての美術館に

2012.12 ～

岡山県和気郡にある藤野小学校。のどかな町の風
景、広い校庭、明るくゆとりある学校。
そんな中、空き教室のリノベーションの依頼を受
け、出した答えは「狭さ」と「暗闇」。
全て小学生サイズの空間に。展示室は二畳以下、
天井も低い。
教室を強引に縦に二分割し、二階の暗闇展示空間
も制作。（二階の天井高は 1ｍ程度）

窓に面した大壁面。巨大壁画も可能
二階の暗闇展示室
六年生と担任の先生による展示会を
参観日に行った。
六年生によるギャラリートーク
暗闇展示室はキラキラしたインスタ
レーションに。
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山陽西小学校
リノベーション

空き教室を美術館と地域との交流の場に

2013.1 ～

古いニュータウンの中にある山陽西小学校。以前
は 1000 人を超えるマンモス小学校だったが、今
は 300 人弱となっていた。
そこで、空いた並びの 2教室を美術館「作品ひろば」
と地域との交流の場「地域のとびら」にリノベー
ション。
地域のとびらの可動式フローリングは EAT & ART
センタープロジェクトで制作したフロアが小学校
に嫁ぎました。

地域のとびら　全体
入口の看板
展示用の配置

4.
5.
6.

図工の授業で作った作品は、教室の後ろや廊下に
ただならべて展示されて終わる。
しかし、展示専用の空間があることで、「どう展示
するか？」だけでなく、他の授業に使用しないので、
「空間を創る」創作活動も可能になる。

3 4 5

作品広場全体　ぐるっと
回れる構造になっている

6.

大壁面
積み重ねても使える展示台
内部の展示室
生徒とポーランドのアーティストのＷＳ作品展示
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アイテム制作 プロジェクト
地域で活動する人の活動が加速する

EAT & ART センター
プロジェクト
（2012）

曳き売りプロジェクト
（2013）

地域とアートの場で、アーティテストが主役であるだけが、地域とアートのあり方
はそれだけなのか？　そんな問いから始まったプロジェクト。
アーティストと他の活動をしている人がフラットで地続きな関係なら、アーティス
トが支援する側でもよいはず。

地域とアートの関係において、アーティストは地域の悪いものを倒してくれる「ヒー
ロー」ととらえられがち。自分は「すてき道具屋」になる。ヒーローは地域にいるから。

海と山
つぐ場のプロジェクト

（2013）



アイテム制作プロジェクト

ＥＡＴ＆ＡＲＴセンタープロジェクト

食と新しい活動をテーマにした、アートセンタープロジェクト

2012 .9 ～ 12

岡山県岡山市で行われた岡山芸術回廊、その中の
天神ＭＡＭ会場でのプロジェクト。

天神ＭＡＭ会場は元農政局だったこともあり、天
神ＭＡＭのテーマは食と自然。
そこで、住中浩史・ＥＡＴ＆ＡＲＴ  ＴＡＲＯ・吉
川晃司の三人で行ったプロジェクトがＥＡＴ＆Ａ
ＲＴセンタープロジェクト。

自転車で曳ける鍋専用屋台
自転車で曳ける焼肉屋台
自走できるカフェチャリ屋台
マンション住民も持てる、折
り畳み屋台
可動式フローリング台
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毎週火・金曜日に開催した
ボランティア説明会
説明会の後は食のイベント

5.

6.

食と新しい活動をテーマにし、色々なものを生み
だし、どんどん変化していくスペース、どんどん
生まれたイベント。
それらを三ヶ月間のレジデンス滞在しながら、ボ
ランティアを集め、地域の人と出会い、走りなが
ら考え作り続けたプロジェクト。

会場となった天神ＭＡＭ一階
部分と、別棟の一階がＥＡＣ
プロジェクトのスペース。
別棟の内部　ここで展示と公
開制作を行った。
制作中の様子

1.2.

3.

4.

食と場を考えた時、「もっと外で食を楽しむものが
あってもいいのでは？」というコンセプトから、
様々な屋台を制作。
屋台を制作しては、それを使って食べるイベント
を毎回、ボランティア説明会と共に行った。

また、岡山の間伐材で作られたフローリングを安
く購入できたので、それで、各種イベントに使用
できるように可動式フローリングも制作。

コンセプト屋台の制作

みんなでちゃんちゃん焼きの様に蒸し焼き料理を食べれるようにと作った、蒸し焼きテーブル屋台



天神ＭＡＭ会場にカフェが設置されるという話を
聞き、ＥＡＣとして、お客さんがカフェに入りやす
いように、窓からカフェに入れるデッキを制作。
ジビエ料理を食べるなど、イベントも行った。

天神ＭＡＭカフェ用デッキ制作

アイテム制作プロジェクト

ＥＡＣプロジェクト中に出会った岡山でおもしろい活動をしている人たち。その活動が加速するための屋台制作も行った。
「アーティストにできることは地域活性というよりは、個人活性ではないのか？」という問いから始めた企画である。

岡山で活動をしている人の活動を加速するための屋台制作

フローリングを仕入れた、林業と村おこしの面白い活動をしている
「森の学校」井上さんのワークシップ用屋台。

国産材でつくるスプーン作りワークショップ屋台

原発事故後岡山に移住してきた加藤夫妻。子どもたちの為に安全な素材で作った
ゼロドーナッツ（ゼロベクレル）を販売するカフェカウンターが付いた屋台

ゼロドーナッツ屋台

山間部に移住して、林業を営む梅谷くんと制作した。山の中でも入
れる間伐材をつかったロケットストーブ風呂屋台。
クロージングパーティでは、ミス天神ＭＡＭの入浴イベントも。

ロケットストーブ風呂屋台

天神ＭＡＭのカフェの運営を行った杉本さん。岡山では様々なイベ
ントに身軽に参加し、様々なイベントをもりあげている。
その杉本さんのためのモバイルキッチン屋台

モバイルキッチン屋台

移動絵本図書館

成長の早い子供たち、その子共服の交換イベントを行うお母さんグ
ループが、そのイベントに絵本をもっていきたいということで制作
した移動絵本図書館。

屋台は岡山の人に嫁いでいく
全ての屋台は嫁いでいって、その後も使用されています。例えば、蒸しテーブル屋台などは宇野港のまちづくりグループに嫁ぎ朝市などで使われてます。
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アイテム制作プロジェクト

曳売りプロジェクト

田辺の曳売りの、モバイル文化を部分的に
残すため作り続けた一か月

2013.7

アート田辺 2012 参加アートプロジェクト。
和歌山県田辺市には、「曳売り」という箪笥に車輪
をつけたような屋台で、魚を行商している文化が
あった。ただ現在、最後の一人となっている。

その曳売りそのも全ては残せないが、そのかろや
かなモバイル文化が街にあったことを残したいと
思い、曳売りの形を模した様々な機能を持つ曳売
りを制作することにした。

会場の旧図書館で一か月の公開制作、コンセプト
モデルを制作・展示、それを見た市民との対話か
らオーダーメード曳売りも制作した。
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「田辺市の曳売り」
漁師の妻によって行われていた曳売り。
引き出しに魚が入り、水を使わずに魚をさばいて
販売してくれる

1.

古い箪笥をいただき、リメイクして作ったＬ字カウンター曳売り（コンセプト曳売り）
屋外のカレープロジェクトでも使用。
カフェ用カウンター曳売り（コンセプト曳売り）
サイドテーブル曳き売り（コンセプト曳売り）
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旧図書館外の公開制作場
桜の木の下、一ヶ月間の公開制作。合計七台の曳き売りを作った。

6.
7.

「子ども用絵本曳き売り」
子どもたちのため、木のおもちゃに
こだわったおもちゃ屋の米倉さん。
普段はお店せで使い、イベント時に
持ち出せるようにと制作。

8.
「いるかラムネ曳売り」
田辺の海水浴場では夏にイルカがやってきます。そこで販売されている
イルカラムネ販売用の曳売り。夏以外は駅前商店街で使用されます。

9.10.

「モダンかき氷曳売り」展示を見に来た会社員からの依頼曳売り。
「チョコバナナ曳売り」展示を見に来た会社員からの依頼曳売り。
夏の祭りで使用された様子

11.
12.
13.

アート田辺後のイベントでも使用。
案外軽く押せるので子どもでも大丈夫
お寺でのライブイベントのドリンクカウンターに

14.

15.
一か月作り続けて、曳売りを自作する人現れた

アート田辺カフェボランティアに来ていた山田さんが、住中の曳売り構造を研究し、
お好み焼き用の曳売りを自作。
テーマとしていた「曳売り文化を部分的に残す」第一歩となった。

構造をメモして帰る山田さん
山田さん自作の曳売り。塗装はお祭りに間に合わなかったらしい

16.
17.



アイテム制作プロジェクト

海と山つなぐ場のプロジェクト

海と山をつなぐ行商イベントと、それぞれ
の活動を加速しつつ、繋がるアイテム作り

2013.9 ～ 11

岡山県主催の『 廻遊  ～海から山から～ 』からレ
ジデンスの招待を受け参加。
直島に向かう港となる宇野と、そこから車で二時
間ほどの美作市上山地域に合わせて三カ月の滞在
制作。

海と山をつなぐプロジェクトをという依頼に対し、
海と山を個人が食でつなぐ『行商イベント』と、
それぞれの地域の活動を加速しつつ、人とつなが
るアイテムと場作りを行った。

前年度にＥＡＣで制作した屋台
制作の場は宇野の駅東倉庫
行商用に制作したモバイルシンク
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「田辺市の曳売り」
漁師の妻によって行われていた曳売り。
引き出しに魚が入り、水を使わずに魚をさばいて
販売してくれる

山のつなぐ場『上山棚田展望台』

美作市上山は棚田が美しい山間の集落。そこに移住した若者たちは、棚田再生をしながら、
観光・体験農業にも力を入れている。
その美しい棚田を眺める展望台を動物小屋の屋根に制作していたが、ボロボロになって
いたのを、今回のプロジェクトでリメイクすることに。
海から拾った流木と山の間伐材を素材にして制作。ただ棚田の景観を崩したくなかった
ので、造作は最小限。
その変わりに足元に畜光塗料を塗り、夜間は星と光る模様を眺める展望台となった

棚田の美しい上山集落
リメイク前の展望台
完成した『上山棚田展望台』
展望台の下は動物小屋
川をイメージした模様が光る

4.
5.
6.
7.
8.

海のつなぐ場『つなぐ行商屋台』

玉野市宇野は瀬戸内国際芸術祭の会場ともなる地域。現在、クリエーターやもの
をつくる人たちの移住を推し進めている。震災後十数人が移住している。
そういった人たちを地域の資源と見て、その人たちが他の地域に行商に出かけら
れる『つなぐ行商屋台』を二台制作した。

つなぐ行商『海から山』

つなぐ行商『山から海』

流通が発達し世界から食べ物が入ってくる今、岡山県の南北を『行商』という行
為で、仕入先を想起させる企画。海から山へは朝に魚市場で仕入れた鮮魚を山間
部に持ち込み、原価で販売した。

山から海へは、岡山で増えている獣害に狩る猟師さんから仕入れた、鹿とイノシ
シの肉を、住中手作りの燻製と冷凍した生肉を真空パックで販売。

高原のイベントでの行商
衆楽園での行商
上山集落の神社での行商

9.
10.
11.

その場で焼いて食べれる
魚は毎回完売した
海の潮と新米で岡山をに
ぎって食べるおにぎりも

12.
13.
14.

魚市場前で行商
仕入れた鹿肉
真空パックしてそれぞれ販売

15.
16.
17.

ワゴン車の後部に入る『ワゴン車用行商キット』
移住者の複数台の車にセット可能。
カフェとアクセサリー作りをしている西野さん
とのコラボ作品、『自転車行商屋台』

18.

19.

11

12 13

9 10

14

15 16 17

18 19



大学生連携
 プロジェクト

大学生とその場でつくりあげる『場』

WiCANリノベーション
ルームプロジェクト
（千葉大学 2012）

KAKUREBAR
（静岡文化芸術大学 2013）

失敗しないプランニングばかりに気をとられる大学生に対し、意図的にノ―プラン
で大学生たちと会い、走りながら考える、つくりながらまとめていくプロジェクト。



大学連携プロジェクト

ＷｉＣＡＮ
リノベーションルームプロジェクト（千葉大学）

大学生と千葉市美術館の一室を『つくりかえる」プロジェクト

2012 .6 ～ 2013.2

千葉アートネットワーク・プロジェクト
（WiCAN）は、千葉大学教育学部芸術学研究室
と千葉大学、千葉市美術館、市民とのネット
ワーク組織。その WiCAN の学生たちと一年か
けて、千葉市美術館一階のリノベ―ションプ
ロジェクトを行った。

大学生だと、プロジェクト企画から考えだす
と正しい『答え』を探そうとするので、まず『場
を感じる』『楽しい』ことを妄想させた。

そして、妄想を膨らませたのち「まず空間の
サイズが知りたい」とのある学生の一言から、
『まずつくる』ことから始めた。
『まずつくる』ために、一日ごとに一人づつ学
生に会場に来てもらい、その空間に何があっ
たら素敵かを現場で考え一日で制作。次の日
は、空間とその制作物を見て、そこに何を作っ
たら素敵になるかを考え制作。
これを五日間行い、『まずつくる』を終えた。

その後は学生主体へシフト。
公共について『かんがえる』→ イベントで『使っ
てみる』 → 使いやすいように『つくりかえる』
→ シンポジウムで『語りあう』 →実際に『動
きだす』というステップを踏み、一年のプロ
ジェクトを終えた。

美術館の会場で一日公開ブレスト会議、そこで出たものを展示した 大学のゼミ質で、ワークショップをくり返し妄想をふくらます

一日目　空間にステージを制作

『まずつくる』 『まずつくる』 『まずつくる』

『まずつくる』『まずつくる』

二日目　登れる覗き台を制作 三日目　螺旋階段つきベンチ制作

四日目　サイズが可変式な小部屋を制作五日目　客席兼ひな壇を制作

『つかってみる』 『つかってみる』

『つくりかえる』 『語る』

WiCANのこれまでの活動展示 千葉市美術館の展示と関連した朗読のイベントとして会場を使用

公共について悩んだ学生による『つくりかえ』 公開イベント｢リノベーションとガイドライン」
学生のプレゼンと、建築家の曽我部昌史（みかんぐみ）と住中での
シンポジウム

シンポジウムで語られたことやアドバイスを踏まえ、学生たちでこたつカフェのイベントを主催

『動きだす』



大学連携プロジェクト

ＫＡＫＵＲＥＢＡＲ（静岡文化芸術大学 2013）

デザインの学生と一週間でつくる、街に出ていく秘密基地

2012 .6 ～ 2013.2

みんなのはままつ創造プロジェクトの一つと
して、静岡文化芸術大学の磯村克郎先生と、
デザイン科の学生とで移動式の巨大ライト
ボックス＋バーを制作しました。

この企画は「浜松の中小企業が制作した大型
リチウムイオン電池をまちづくりにどう使用
できるか？」という課題に、デザインのアプ
ローチをしている磯村先生のゼミ生に、「アー
トのアプローチでどう取り組めるか？」とい
うものでした。

そこで、とにかく学生に考えさせない速度を
重視。プランニングはワークショップを一日
だけと設定、その後一週間で制作という企画
でした。

街を照らし移動する秘密基地

学生とのワークシップにより、すぐ電源がとれ
る街中におけるリチウムイオンの意味は『移動』
ということに。
そこで光りながら移動するライトボックスと、
移動先でも周囲を照らしながら、内部はバーに
なっているという屋台となった。

またプロジェクターも映すことができ、サイン・
映像の展示もできる。

（株）ナユタのリチウムイオン電源 CUBOX

デザインを専攻している学生とのワークシッョップ

制作もリチウムイオンで行う。
制作は浜松の立体駐車場 8Ｆをフリースペースとしている『hachikai』で

格子状の屋台なので、木材のパーツが多数に

移動用のペース。アクリルが敷いてあり、光が地面にも当たる
また、軽トラックの使用も考え、上部は半分に分かれる

プロジェクターを投影できる。また、半分にして置いてブースとしても使用できる。



　活動履歴

　２０１３　「海と山つなぐ場のプロジェクト」　廻遊　～海から山から～
　　　　　　　岡山県　玉野市、津山市、美作市

　　　　　　「移動式秘密基地（仮）」　　みんなのはままつ創造プロジェクト
　　　　　　　静岡文化芸術大学の磯村克郎先生、デザイン科の学生との共同制作
　　　　　　　静岡県浜松市　【アイテム制作プロジェクト】　 

　　　　　　　「中庭 21 世紀美術館」　　ながのアートプロジェクト
　　　　　　　長野県千曲市　【アートセンタープロジェクト】

　　　　　　　「アートひき売りプロジェクト」　アート田辺 2013　
　　　　　　　和歌山県田辺市【アイテム制作プロジェクト】

　　　　　　　「カオスギャラリーＭ」　
　　　　　　　千葉県千葉市　みつわ台中学校　【アートセンタープロジェクト】

　２０１２　岡山芸術回廊　天神MAM会場
　　　　　　 『EAT&ART センタープロジェクト』　
　　　　　　　EAT&ART TARO とスタジオまめちょうだいの吉川晃司と参加
　　　　　　岡山県岡山市　【アイテム制作プロジェクト】

　　　　　　WiCAN　千葉アートネットワーク
　　　　　　『プロジェクトルーム　リノベーション　プロジェクト』
　　　　　　 協力アーティストとして参加
　　　　　　千葉県千葉市　千葉市美術館　【アートセンタープロジェクト】

　２０１１　小さなアートジャンボリー　長者街 Beer ジャンボリー
　　　　　　「屋上アートセンター」
　　　　　　　愛知県名古屋市長者町　【アートセンタープロジェクト】

　　　　　　　ながのアートプロジェクト「廊下小劇場」
　　　　　　 長野県千曲市　戸倉上山田中学校　【アートセンタープロジェクト】
　　　　　　BUGHAUS presents 第 1 回プレゼンテーション「ポスト・工務店に向けて」
　　　　　　BUGHAUS メンバーとして参加

　　　　　　『きおくレストラン』と『リノベカフェ』
　　　　　　マユコ + ＥＡＴ＆ＡＲＴ　ＴＡＲＯ +　住中浩史
　　　　　　墨東まち見世 2011　東京都墨田区　

　　　　　　　「藤野小教室美術館」
　　　　　　岡山県和気郡和気町　藤野小学校　　主催　ハートアートおかやま
　　　　　　【アートセンタープロジェクト】
　

　２０１０　スペイン　バレンシアワークショップ　
　　　　　　ドキュメンタリー「向島 2010」出展
　　　　　　ながのアートプロジェクト「廊下アートセンター」
　　　　　　長野県千曲市　戸倉上山田中学校 【アートセンタープロジェクト】

　２００９　「わたしのまわりにうつるもの」　(ws)
　　　　　　 東京都千代田区立　富士見保育園

　　　　　 　ながのアートプロジェクト２００９　出展
　　　　　　 長野県千曲市　戸倉上山田中学校
　　　　　　 　「光画」
　　　　　　 　「桃蓮華鏡　～個性の輝き ! 自分らしく歌いつづけて」
　　　　　　 　「桃蓮華鏡リサイタル」映像制作
　　　　　　 長野市立吉田小学校
　　　　　　 長野市立櫻ヶ岡中学校

　　　　　　 東京都墨田区　墨東まち見世２００９　事務局長 
　　　　　　　 

　２００８　「ＮＡＧＡＮＯ　ＳＣＨＯＯＬ　ＦＩＬＭ　ＰＲＯＪＥＣＴ２００８」
　　　　　　 ながのアートプロジェクト２００８　出展　
　　　　　　 長野県千曲市　戸倉上山田中学校・ 長野市立信更中学校 
　　　　　　 長野市立川中島中学校・ 長野市立吉田小学校・長野市立櫻ヶ岡中学校

　　　　　　 「こびとのもりワークショップ」　(ws)
　　　　　　 東京都練馬区　 高松第一保育園　
　　　　　　NPO法人　芸術家とこどもたち　AISIAS

住中 浩史　hiroshi suminaka

　１９７７年生まれ　 広島県広島市出身
　 明治大学商学科商学部　卒業

地域 『の』 アート

アートを通じ、実社会の中で、その場・その時
とシンクロしつつも、そこに自分の考える価値
観・物語を付加していく活動を行っています。

地域 『で』 アートを行うのではなく、その地域 
『の』 アートをとはなにかを絶えず模索しながら、
実際に制作・行為・会話の中で実践していきます。

【アートセンタープロジェクト】

また近年は、表現の専門家のためでない『場』
づくりをメインに活動しています。
色々な人が『何かしたくなる』アフォーダンス
のある『場』と『出来事』を創出し、そこが時
間をかけて使われていく中で、小さくとも新し
い地域文化が生まれることを目指して活動して
います。

※ここでいう『場』は部屋や建築だけでなく、
屋台のような、人が集まる空間も示しています。

ホームページ
http://www.suminaka.net/

mail
hiroshi@suminaka.net


