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 プロフィール 
早川 大 Hajime Hayakawa
株式会社 kipuka 代表　https://kipuka.j imdofree.com/
支援団体 bousaring 代表
防災士／危機管理アドバイザー／ワークショップクリエイター
プレーパークーワーカー（プレーリーダー）
Cone 認定　自然体験活動リスクマネジメントディレクター

2002 ～「大人ができる子どもの安全管理」に関心を持ち、研究を始める。
2004 ～ 子どもの目線を学ぶため町田タヌキ山プレーパークにでプレーワーカー（プ
レーリーダー）を開始。同時に子ども・地域向け「危機管理アドバイザー」として活
動を開始。
2009 防疫用品販売会社 新型インフルエンザに関する Web 作成
2011 東日本大震災の支援活動として山形県庁の協力団体として活動支援（監修）
2016 被災地域向け　水害消毒マニュアル 作成
2018 東京都練馬区大泉学園特別支援学校 防災アドバイザー
2019 島根とば防災ボランティアほっと 夏休みわくわく防災ツアー in 菅島

「株式会社 kipuka」は企業、地域、親子、子ども向けにアートやデザインを交えながらＢＣＰをはじめとする防災・防犯を考え、作るコンサルティン
グの会社となります。私たちは、実際の子どもたちとのふれあいやその場にある素材を使い、アート作品を作り子どもや大人に様々な我々が学び、研究
し、実践してきたことをもっと多くの人に知ってほしいと考えています。
特に大人たちにはどう行動するべきか考え、身に付けてもらいたいと考えています。みんながもっと安心して楽しく暮らせる社会を目指し、また実際に
お会いした皆さまとアートやデザインを使った情報発信などを行い具体的で役立つ方法を考え、伝えていきます。

《小規模展示・オルタナティブスペースにおける感染症拡大防止安全対策》

　対策日︓２０２０年７月１８日、１９日

　場　所︓LOG inn Tokyo　( 東京 )　元宿舎の近代的な建築　

理念︓小規模展示における感染症予防対策を担当、感染予防における基本事項として消毒場所をあらかじめ確認してど

の方法で消毒するのかなど手法を共有し、アーティストもスタッフも共に協力し運営をしました。「協働」が目標であ

り理念でした。そしてもう一つ大切にしたのは「対話」です。アーティストと運営スタッフが様々な視点で話合える環

境を重要視しました。

経緯︓5 年前より横浜で行われているアートイベント「金沢文庫芸術祭」に関わるようになり、そこで知り合った鈴木

泰人さんと出会い今回のお誘いを受けました。芸術という分野は学生時代から関わっており、仕事でもアートを取り入

れた危機管理教育なども行っているので特に悩む必要もなく参加。特に -volve における感染予防と言う分野は 2002 

年 SARS や 2009 年新型インフルエンザ（A ／ H1N1）と企業のコンサルティングをしてまいりましたので、感染

予防の知識を今回のイベントに取り入れました。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響下にある本展覧会は、

今後のアートイベントを開催する団体や組織のスタンダードになると確信しています。

-voleve アートイベントのスタンダードになる。



明日のための昨日「陽あたり良好」明日のための昨日 入り口から

明日のための昨日「記録 2020/04 /03  18 :56」 明日のための昨日「風鈴」

明日のための昨日「閉じ込めておこう」
投影の様子

明日のための昨日「閉じ込めておこう」
プロジェクター設置の様子（撤去前）

「閉じ込めておこう」から
「記憶と記録2020」

「閉じ込めておこう」から
「煙と灰︓記憶と記録」

「閉じ込めておこう」から
「よりぬきSTAY  HOME日記」

-voleve 《明日のための昨日》金子 千裕　Chih i ro  Kaneko



プロフィール 
金子 千裕　Chihiro Kaneko　　写真家
東京                 　　　　　　　https://k-chihiro.com/

活動履歴
2020「Traveling 8 旅しないカメラ」東京
　　　「STAY HOME 展」ArtSticker（インターネット写真展）
2019「グループ展空 2019 at SYP」東京
2018「みっける 365 日展アーティストと探す人生の 1％ 」東京
        「清濁」東京
        「Travel ing 6 旅しないカメラ」東京
　　　「巨人と市民」東京
2017 「アップデートプラネタリウム―実験と成果展」東京
　　　「Traveling 5 旅しないカメラ」東京
2016 「七つの眼～そこから見える世界～ 」東京

幼少期、寝物語に「桃太郎」や「鶴の恩返し」などは語られずひたすら祖母から自身が空襲で右腕を失った話などの体験談や昔から地元に伝わる
陰惨な瓜子姫の物語などを聞かされて育った。その一方でよく笑う、好奇心が強い子だったとも聞かされており、荒俣宏が『本朝幻想文学縁起』
で記した「震えて眠る子ら」だったのかもしれない。90 ～ 00 年代のサブカルチャーの影響を受けつつも根っこにあるのは「震えて眠る子ら」であり、
子どもが闇夜に幽霊を見るように、朝な夕なに何かを見ては写真に記録する。その一方で記録が改ざんされること、読み違いがされること、記憶
が変わることに興味を持っている。活動は現在、東京に集中しているが今後、広げて行きたいと思い行動している。

《 明 日 の た め の 昨 日 》

 　ジャンル︓写真、映像（インスタレーション）　　　　制作年︓2020 年 7 月 16 日

 　場 所︓LOG inn Tokyo　( 東京 )　 　　　サイズ︓六畳一間　　　素 材︓ピグメントプリント、プロジェクター

コンセプト︓  写真も映像も記憶も全て過ぎ去ったものだ。

COVID-19 は 2020 年に突然、この世界に現れてきたように見える。しかし、そうではない。この世に現れるまでのプ

ロセスが必ずあった。動物由来感染症による死や病は常に人類史の隣にあった。ペスト、マラリア、アフリカ睡眠症、

インフルエンザ、SARS、MARS、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病、エボラ出血熱、そして COVID-19。

前世紀から地球温暖化や開発、人類の行動の多様化が新しい病気を、破壊的な事象をもたらすと散々警告されていた。

しかし、わたしたちは理解していなかった。もしかしたら今も理解していないかもしれない。

ヒトは情報を文字や絵という形で蓄積することにより、時間や空間を越えて情報を伝え行動を変化させることに成功した

『人類が知る限り』唯一の生物だ。現在の人類の在りようは太古から続く情報と行動変容の堆積の上に築かれている。

COVID-19 の前に起こっていたこと、そして COVID-19 による非常時に起こっていたこと、何を感じたか、何を行った

かを写真と映像、つまり記録情報としさらに読み解けるよう作品化し後世に残す。明日の誰かのために。

経緯︓COVID-19 は幾つもの先延ばしにしていた問題を良くも悪くも明白にした。有り体に言ってしまえば「このまま

ではだめだ」とわたしたちは理解した。-volve は回転するアートプロジェクトだ。新しく前進するためにはどうすれば

いいのか。それを考え、考えを検証し、行動し、行動を検証していく。ぐるぐると周りながらも進んでいく。

様々な「このままではだめだ」があるが、まずは身近なところで今後、アートシーンがどう変化していくのか。どう運用

されていくのか。そしてわたしが一番注目している、かつて語られた文化や技術力に根ざした『人材立国』は復活できる

のかが焦点になってくる。3 月以降、-volve の様々な立場や考えを持つメンバーと今後の社会の変化について語り合い

検証しあった結果、わたしは今までの記録を一度整理してアウトプットすることにした。今後に繋がるように。

-voleve 昨日の堆積が明日になる。



夜 昼

照明プログラム

-voleve 《毒照ス》鈴木 泰人　Yasuh i to  Suzuk i



 プロフィール 
鈴木 泰人　Yasuhito Suzuki　　美術作家
新潟・神奈川・東京                 http://yasuhitosuzuki.net

 活動履歴
2019 真鶴まちなーれ 神奈川県
        Art unit OBI EXPOSITION Dʼ ART “Maturation” (OBI) ﾌﾗﾝｽ国
        六甲ミーツアート (OBI) 兵庫県
        人間展 大阪府
2018 六甲ミーツアート (OBI) 兵庫県 公募グランプリ受賞
        水と土の芸術祭　市民プロジェクト 新潟県
        Slovenia ART CIRCLE 2018　滞在制作 スロベニア国
        第 4 回西湘地区ｱｰﾃｨｽﾄ･ｲﾝ･ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 滞在制作 神奈川県
2017 光る知覚 - Touching the Light - 3331 ARTS chiyoda 東京都
2015 TRANS ARTS TOKYO 2015　パフォーマンス　東京都

家族やサブカルチャーをきっかけに個人や文化に対して独自の思想を持つ様になり、光や場所を素材にインスタレーションやタブロー、パフォー
マンスなど多様な表現手法を用いる。東京のアトリエを制作拠点に、アートプロジェクト活動で全国地域に赴き、制作プロセスにおける会話から
物語を引き出し、人と社会の距離を測ることで居場所や存在を表現する。2017 年に現代美術と建築に特化した art  un i t  OBI を結成。

《 毒 照 ス 》

 　ジャンル︓インスタレーション　　　　制作年︓２０２０年７月１６日

 　場 所︓LOG inn Tokyo　( 東京 )　 　　　サイズ︓六畳一間　　　　　　　素 材︓蛍光灯、照明プログラム

コンセプト︓  安心という光で、目に見えない不安を照らす。

2020 年、COVID-19 の影響は恐怖だけでなく人々の奇行を顕わにさせて不安と言う合併症も引き起こした。作品が当

てている蛍光灯の光と空間は、そう言った目に見えない毒に対しての反動を表しているのに加え、皮肉なことに強い光で

あるほどに強い物の影で見えなくなってしまうナニカを生んでいる現状を示している。自分の見える範囲だけでも照らそ

うと必死になっている世間の状況が、この一間に表現されている。

経緯︓感染症が広まる３月に不安を感じてメンバーとパンデミックな状況下における展示や作品の事を話して企画を練り

だしている最中に、緊急事態宣言となり事実となって自分たちの展示企画に降り注いだ。

自粛中に考えて行きついたのは、どう対応していくかという事だった。

日本を駆け巡った自粛が、生活と制作の両方に負担をかけ、行き場のないストレスがモチベーションを奪っていく、それ

でも作品を作り発表の場を運営側と協議していく日々の中、次々と企画が倒れて行くのを目の当たりにする。

-volve では、開催されるか分からない状況下で出来る限りの事を、ジャンルの異なる作家が表現を行い、具体的な感染

症に対する意識と対策を模索しながら形に展開することが、今しかできない事と感じた。

仮に発表されなくとも、その痕跡が自身の物語となって今後の表現の内側にワクチンの様に補完される。その免疫のお陰

で進める事の出来る制作発表と、慣れることで鈍感になって行く不安に苛まれつつも、表情無く其処に在る形だけになら

ない為に、自分自身を展開させて行く事とする。

-voleve 不安にあかりを照らすと言うこと。



映像作品

展示風景 展示会場の入り口にて

-voleve 《マスクの奥の怪物》中西 晶大　Masah i ro  Nakan i sh i



 プロフィール 

中西 晶大　Masahiro Nakanishi

俳優／脚本・演出／ダンス・振付／コーディネーター

・劇団☆社会派 ( 主宰 ) ・Tokyo Diamond( 主宰 )

・日本劇作家協会員・独立映画鍋メンバー

Tokyo Diamond︓https://masahirock.wixsite.com/tokyodiamonddance

劇団☆社会派︓https://peraichi.com/landing_pages/view/syakaiha

2017 アリエくらさん（富士吉田市）蔵開きオープニングイベント

2015 グランフロント大阪（大阪市）ダンス × ファッションショー

        写真日和（渋谷区）時間と光の記録

        いろは商店街（台東区）ありがとうパレード

2013 namGallery（世田谷区）映像と身体のイベント

《 マ ス ク の 奥 の 怪 物 》

 　ジャンル︓映像作品 8 分　　　制作年︓２０２０年７月
 　場 所︓LOG inn Tokyo　( 東京 )　　　　　　　　素 材︓mp4、iPhone se1、サージカルマスク

 コンセプト

日本人はマスクが似合う。
昔は季節を伝える風物詩のようなものであったが、
最近はハウス栽培の野菜のように年がら年中みかける。

日本人はマスクが好きだ。
風邪をひいた時はもちろん、予防にもマスクをつける。
料理をつくる時もマスクをつけ、
誰かに顔を見られたくない時もマスクをつける。
まるでニンジャの国をアピールするかのように、
街はマスクで溢れている。

普段マスクをつけない私は、マスクをつける事への抵抗がある。
しかし、新しい風邪ウィルスが現れてから、
世間はそれを許してくれなくなった。
適度な距離を保っても、飛沫を飛ばさなくても、
鋭い視線に切りつけられるような気持ちで、心が痛い。

7 月 5 日、その心の傷が体の傷となり、
普通の生活が出来なくなってしまった。

さぁ、このマスクの奥を覗いてみてください。
私の本性が見えてくるでしょう。

 キッカケ

新しい風邪ウィルスが私たちの国に上陸したらしい。
オリンピックが始まったような騒ぎになった。

7/13 までに、
日本では 982 人もの尊い命がそのウィルスがきっかけで亡くなった。
実に日本の人口の 0.00078% という数字だ。

それがどれくらいの数字か比較すると、
2016 年に肺炎で亡くなった数は 119,300 人であり 0.094%

また餅などを喉につまらせて亡くなる「不慮の窒息」は
毎年、正月だけで約 1300 人以上（0.001%）もいると言う。
餅はマスクでは予防できないだけに悲しい。

今回の新しい風邪ウィルスのせいで私は自由を奪われた。
仕事、会食、旅行、発言の自由を。

どうやらマスクをつけたところで問題は解決はしないようだ。
どうしたものか。みるみる体調が悪くなっていく。

しかしこれはチャンスなのだろう。
私は身体表現という行為で、今までマイナスをプラスに変えてきた。

今回得たマイナスエネルギーは、どう転換させることが出来るのか︖

7 月 14 日現在、何もアイデアは無いが、
何かしらのパフォーマンスは形に残そうと思う。

 活動
2012 年～現在まで都内の劇場・ギャラリー・学校・福祉施設を中心に５００ステージ以上、公演やワークショップを実施。
また TV-CM や MV、企業や自治体の研修 VP にも出演する。

-voleve 私の本性が見えてくるでしょう。



-voleve 《LOG i nn  Tokyo》ふじた つよし　Thuyosh i  F j i ta

LOG inn Tokyo 平面図

LOG inn Tokyo　外観　昼

LOG inn Tokyo　１F　RURAL cofee 店内と全国の物産売り場

LOG inn Tokyo　１F　シェアオフィス部分と廊下

LOG inn Tokyo　２F　部屋とトイレ

LOG inn Tokyo　外観　夜



 プロフィール 

 ふじた つよし　Thuyoshi Fujita

こひつじ商事株式会社 代表取締役

武蔵野武術大学　建築学科卒業

2010 年シェアハウス事業を手掛ける

2020 年 LOGinnTOKYO オープン

《 LOG inn Tokyo 》

建物名︓LOG inn Tokyo （ログイントウキョー）
築年数︓約 70 年
室内総面積︓105 平米
用途︓シェアオフィス＆カフェ 
住所︓東京都文京区向丘 1-16-7
東京メトロ南北線　東大前駅　徒歩 5 分
東京メトロ丸ノ内線／都営地下鉄大江戸線　本郷三丁目駅　徒歩 15 分
gogle map:https://goo.gl/maps/Wt7NerJYiZGnykUH6

 LOG inn Tokyo のコンセプト︓  今まで、ライフスタイルや価値観の多様性を表現したくて share house の事業
をやっていました。この LOGinnTOKYO では、出来るだけ建物の方向性を決めず関わる人が社会に対してどう空間
を作っていくのかを実験してみようと思い立ち上げました。１階のコーヒースタンドは街とこの建物を繋ぐ役割を
担っています。       

展覧会に関わる経緯︓volve 展では、コロナ禍で常に社会が変化してる中、作家さんの心境も変化している様を観
ることができとても刺激的でした。これからオンラインがより一層進んでいくのでしょうが、オンラインで得れない
ものの多さはこれから立証されていくんだと思います。 その過程でアートが持つチカラはより求められると感じまし
た。

-voleve ライフスタイルや価値観の多様性。



 プロフィール

熊谷 薫 　Kaoru Kumagai

アート・マネージャー 

東京 

アートプロジェクトの企画運営に加え、文化芸術の様々な活動のアーカイブや事業評

価のコーディネートを実施。制作の現場に寄り添い、多様なお悩みの解決や、アート

の価値を社会に伝えることを目指す。合同会社 ARTLOGY、

アートコレクティブ Artmingle、Tama Voices、アートマネージャー・ラボ　ファ

ウンダー 

-volve　トークシリーズ

アートプロジェクトを再開 / 更新するには。
危機管理専門家を迎えて
現代アートの一形式として、「地域アート」「アートプロジェクト」「リレーショナルアート」「そーシャリーエンゲー
ジドアート」などと呼ばれた活動が、ここしばらく活発だった。アーティストを含む様々な立場の人が物理的な場に
集い、関係性を構築し、社会に問を投げかけることで、新たな表現を生み出してきた。

新型コロナの影響のもとに、こうした活動は新たな方法論の構築が求められている。
アーティストたちは、どうこの状況に呼応していくべきか。
表現者は過去に感染症が流行した時にも、そのうねりの中で新しい表現のあり方を生み出してきた。
①創造的に物理的な場での活動をするにはどうすべきか。
②物理的な場に限定さえない表現の可能性は何なのか。
③今だから生まれる表現をどう記録し伝えるべきなのか。
今回は①の問に答えるべく、危機管理専門家を招き、トークセッションを開催する。
②③の問に関しては、後日展開する展覧会やウェブ上のアーカイブにて現状の考えを展開する。
2020 年 6 月 13 日（土）20:00~22:00

-volve とは
-volve は、「回転する」という意味の接尾語で、本企画の中で様々に解釈され、展開していくコンセプトです。
新型コロナウィルスの影響で変化せざるを得ない私達は、新しい生活様式などが求められ、ぐるぐると考え、新しい
何かを手探りで模索しています。社会のあり方が大きく変化せざるを得ない中で、芸術表現や発表形式も更新が必要
です。表現の歴史から断絶するのではなく、過去を振り返りつながりを保ちながらも、新しく何かを生み出し、ぐる
ぐると旋回し、展開していきます。
アーティスト、写真家、ダンサー、キュレーター、不動産のプロが集まり共創し、アートシーンの未来を考えます。

-voleve 熊谷 薫　Kaoru Kumagai　《感染症マネジメント》



-voleve < 小規模展覧会における危機管理運営の参考見積書 >鈴木 泰人　Yasuh i to  Suzuk i

作成︓鈴木 泰人　Yasuh i t o  Suzuk i
今回の小規模展覧会において見積もりを具体的にする事は、今後の展覧会の企画書において必要不可欠な
内容になる事になると見越して作成しました。以後、各展示会によって、安心と安全を確保できる内容に
アップデートし続ける事は必要となりますが、指針と参考になる事もまた確認することが出来ました。



-voleve < 危機管理安全対策ポスター >

制作︓金子 千裕　Ch ih i r o  Kaneko

作成意図︓画には言葉を越えてメッセージを伝える力がある。
今回ポスターを、青を基調ににしたのは青色のヒトをリラックスさせる、落ち着かせる効果を狙ってのことだ。
情報を読み取りやすいデザインとしてフラットデザインでポスターを構成した。
しかし、フラットデザインは目が滑る。つまり見逃されやすい。
そのため目が引っかかるポイントを一つ作りたかった。それが手の写真から変換した線画だ。
展示後も会場だった Log  i nn  Tokyo でポスターを使って貰っている。
デザインは役に立ってこそなので、良かったと思っている。

金子 千裕　Chih i ro  Kaneko


