


 

はこだてトリエンナーレ みなみ北海道を旅する芸術祭 とは 

住人と旅人が一緒に作り上げる、約 3 年に 1 度のアートの祭典。みなみ北海道を旅する芸術祭 として、函館・道南圏の、

文化や歴史、そして旅と繋がる要素をもった作品・作家・会場による展示にしたいと考えています。 

『旅として訪れてうれしい』そんな場所を探します 

 

海沿いを列車にゆられて 

いさりび鉄道沿線のエリアを中心に 

函館の街のなかへ 

函館市内各所や 

沿線の隠れ家 

北斗市内・木古内町内でも展示をします。 

 

駅舎・列車内など旅に関わる場所、町長室などちょっと珍しい

場所、カフェなど居心地のいい場所、展示がない日に旅として

再訪してもうれしいような場所を展示会場にします。 

コンセプト「住む町を旅しよう」 

 

開催期間: 2019 年 6 月 28 日(金)から 7 月 21 日(日)まで    函館開港 160 周年の貿易記念日に開幕 

(道南いさりび鉄道＆北海道新幹線開業の、3 年と 3 ヶ月と 3 日目から、3 週間と 3 日間) 

会場: 函館市内、北斗市内、木古内町内（はこだて観光圏内） 15 箇所程度で開催 

出展作家: 道内外から 約 30 数名(道内作家を中心に) 入場料:入場無料(駅など公益性の高い場所を会場にするため) 

小テーマ: 夏の色(緑) 道南の四季の色をテーマに今後 4 回シリーズで開催予定 

主催: hakodate+・旅する芸術祭実行委員会  認定:公益社団法人企業メセナ協議会 

助成: 公益財団法人朝日新聞文化財団・函館市 連携:アートギャラリー北海道 

協力: 道南いさりび鉄道株式会社・横浜高速鉄道株式会社・ 

NPO 法人ちいき未来・NPO 法人おどろきネットワーク・北海道立函館美術館（予定） (ほか) 

後援: 函館市・函館市教育委員会・北斗市・木古内町 (ほか) 

対象:   函館市民、沿線住民、北海道・青森県・本州から・インバウンド  全年齢層(こども向けの WS も開催) 

～みなみ北海道を旅する芸術祭～ の趣旨に沿った 5つの視点

の作家が出展します 

 

旅 滞在制作や旅がテーマの作家 

みなみ北海道 道南拠点や道南に関わりをもつ作家 

縁 テーマや素材、手法などが道南ゆかり 

ことはじめ 「作家として始まる」若手作家 

新人作家と積極的に手を取る。将来「初めて展示をした函館」

への思いを持ってもらえたら。 

 

上の 3つは「道南エリアの旅」に関するもの 

「ことはじめ」は、開港としてさまざまな文化を創り出してき

た歴史的な背景も踏まえて。 

問合せ hakodate+ ギャラリー三日月(弥生町 23-1)または 080-3318-5466 (キノ) 

【概要】はこだてトリエンナーレ みなみ北海道を旅する芸術祭 

 
企画の概要 

会場 出展作家 

※具体的な会場名作家名は次頁以降に記します。一部調整中につき未記載のものがあります。 









みなみ北海道の複数市町をまたぐ広域アート展

はこだてトリエンナーレ　みなみ北海道を旅する芸術祭

監修 大下 智一（北海道立近代美術館学芸課長・元道立函館美術館）
コーディネーター 吉岡希代美(ギャラリー三日月)・紀あさ(はこだて観光大使)

名前 在住 表現分野 作品展示様式 会場 横浜サテライト

oto 徳島 平面 滞在制作　駅で展示
函館での体験を作品に込める

清川口駅

丸岡明子 徳島 インスタレーション 滞在制作　駅で展示
函館での体験を作品に込める

上磯駅

ウリュウユウキ 札幌 写真 函館市内に旅写真
鉄道写真家（車両写真を専門とする）

北斗星車両内
まちづくりセンター ○

衣斐 隆 神奈川 写真 函館市内に旅写真
鉄道写真家（車窓写真を専門とする）

北斗星車両内
まちづくりセンター ○

上原稔 札幌 写真 衣斐＆ウリュウの展示にゲスト参加 北斗星車両内 ○

石川潤 七飯町（道南）・札幌（２拠点）
平面作品による
インスタレーション 鉄道車内を一両まるごと、絵で彩る

車両内
原画は町長室

○

大野希 函館 写真 函館市内に作品 まちづくりセンター
岡本誠 函館 デザイン 函館市内に作品 大黒湯

小宮伸二 函館 インスタレーション
立体オブジェ
いさりび鉄道の名前の由来「いさりび」の電球を
素材に制作、プレ展で展示

道立函館美術館
(プレ)

ささきようすけ 函館 絵画 駅に絵　作家自身の作品のほか、
地域の子どもの作品の展示受け入れ補助

清川口駅
渡島当別駅

藤島斉 函館 エッセイ 函館市内に作品 杉の子

安田祐子 函館 絵画 函館市内に作品 HakoBA

工藤利恵 函館 白磁 函館市内に作品 ギャラリー三日月

玉山知子 七飯町（道南） 羊毛フェルト 函館市内に作品 はこだて工芸舎

Chitoshi Mikami 函館
インスタレーション
（サウンドアート）

北斗市内に作品 風の丘

森洋子 函館 音楽
演奏で他の作品とコラボレーション
期間前プレイベント、道立函館美術館、定員50
名。期間中7/7にシークレットライブ

道立函館美術館
(プレ)
木古内町内

藤原千也 中札内村(道東) 彫刻 木古内町に巨大作品
素材は道南・江差の百年木

いかりん館 ○

紀あさ 神奈川・函館（２拠点） 写真・演奏 写真の展示と、演奏
函館で制作した楽器（手回しオルガン）を使用

検討中 ○

和泉志野 愛知・函館（函館出身） 立体 立体作品
地元大学の教授(岡本誠)とコラボレーション

工芸舎

一戸元 青森 木彫 函館市内に立体作品 はこだて工芸舎

首藤晃 福島 彫刻 北斗市内に彫刻作品 日の丘

山田せつ子 東京 ダンス 函館市内で期間中にイベント
6月28日、定員30名、入場料2000円+1order

プランタール

神山貞次郎 （故） 写真 函館市内に写真
山田せつ子等、舞踏家を写した写真展示

プランタール

森下大輔 東京 写真 函館市内に写真
北海道写真発祥の地・函館での写真展示

ギャラリー三日月

南 椌椌 東京・韓国
テラコッタによる小像・
ガラス絵

函館市内に展示 プランタール ○

バーバラ朋美 東京 マイム 函館市内で期間中にイベント
7月11日、定員50人、入場料2000円+1order

あうん堂

さとうゆか 岩見沢市(道央) アニメーション 函館市内 工芸舎

大下 茜 札幌 絵画 函館市内に展示 HakoBA

すずきさやか 東京 立体 函館市内に巨大作品 まちづくりセンター ○

遠山美月 東京 インスタレーション 上磯駅にインスタレーション 上磯駅

葉 駿融 東京・台湾 写真 木古内駅に展示 木古内駅 ○

ほか数名検討中の作家あり

※緑セルは道内、または道出身。 ※赤セルはイベント

青は東北。

①旅　　滞在制作や旅がテーマの作家

②みなみ北海道　　みなみ北海道を拠点にする作家

③縁　　　　　　テーマや素材、手法などが道南ゆかり

④ことはじめ　　「作家として始まる」若手作家






