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出会いと挑戦のパラトリ 2014から、互いに支えあい協働する力を育てるパラトリ 2017 へ  

「ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017」テーマ発表＆市民参加型イベント詳細 
会期：2017年 5月 27日（土）〜12月下旬  

会場：象の鼻テラス、象の鼻パーク、横浜ラポール、横浜市内各所 

 
横浜ランデヴープロジェクト実行委員会では、象の鼻テラス及びパークを中心に横浜市内各所にて、“障

害のある方”と“多様な分野のプロフェッショナル”の協働による国際芸術祭、「ヨコハマ・パラトリエンナー

レ 2017」を、5 月 27 日（土）から 12月下旬にかけて開催いたします。 
 

■ 「ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017」のテーマ 

「sense of oneness とけあうところ」 

前回展「first contact」からの 3年間は、出会った人と人が 

関係性を掘り下げ、相互理解を深めてきました。 

今回展では、互いの個性や特徴を活かし合い、一体感を持っ

て、社会にあふれる「壁」や「境界線」をとかしていく瞬間を、参

加した方に体感していただける場にしたいと考えています。 

10月7日（土）〜9日（月・祝）の第2部『不思議の森の大夜会』

では、テーマを象徴するように、多様な人がそれぞれの文化

や価値観の違いを超えて、とけあい、ひとつの世界を創り上

げます。 

 
※公式トレーラー(予告映像)は、5 月 27 日（土）より公式 HPにて公開。 

 

■ 「ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017」の見どころ 

① 障害の有無に関わらず、市民がともに参加できる創作ワークショップを横浜市内各所で開催 

② 多様な市民が一つにとけあう…巨大インスタレーションと野外パフォーマンスを発表 

③ 障害のある方の創作活動を支えるアクセシビリティを学び、実践する講座を広く展開 

 

<ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017開催概要> 

テーマ：「sense of oneness とけあうところ」 

会 期：平成 29（2017）年 5月 27日（土）〜12月下旬  

会 場：象の鼻テラス、象の鼻パーク、横浜ラポール、横浜市内各所 

主 催：横浜ランデヴープロジェクト実行委員会、特定非営利活動法人スローレーベル 

共 催：横浜市 

 

助 成：     平成 29 年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 
 

認 証：beyond2020プログラム        ※内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局
(beyond2020プログラム事務局)が認証する日本文化の魅力を発信するとともに、2020

年以降を見据えたレガシー創出のためのプログラム 

公式 HP：http://www.paratriennale.net 

  

横浜ランデヴープロジェクト実行委員会 

2017年 5月 17日 

 
ウサギとアリスの場面 

「ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017」公式トレーラーより 
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■ 「ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017」実施構成 
市民との協働制作を発表するだけでなく、そのプロセスや成果を市民に広く公開することで、ヨコハマ・パラトリエンナーレの大

きな機運を醸成します。 

 

■ 第１部 ー創作 
▶︎キックオフイベント 
日時：2017 年 5月 27 日（土）10：30～17：00 会場：象の鼻テラス 

1. プレゼンテーション 10:30-12:00 
・ヨコハマ・パラトリエンナーレのビジョン 

・2017 年のテーマ、メインビジュアル、トレーラー紹介 

・アーティスト、プログラム紹介 

・市民参加型プログラムの参加方法の説明 

2. 金井ケイスケのサーカスワークショップ 13:00-15:00 
ダンス経験や障害の有無に関わらず参加できるパフォーマンスのワークショ

ップ。要事前申込。 

3. 井上唯のあみあみワークショップ 10:30-17:00 
10 月に発表する市民参加型の大型インスタレーション作品を制作するワー

クショップ。申し込み不要。いつでも好きな時間に参加できます。 

 

▶︎１万人とつくる巨大インスタレーション作品  
「大夜会」の会場を構成する巨大インスタレーション作品を横浜市内からアジア諸国まで 1 万人の協働作業により制作します。

障害の有無を超え、協働することで、互いを理解し、支え合う心を育む試みです。（＊作品詳細は、第 2 部会場構成に記載。） 

 

▶︎出演者オーディション 
日時：2017 年 6月 3 日（土） 10：00～16：00  会場：吉野町市民プラザ 4Fホール 

第 2 部の『不思議の森の大夜会』を案内するウサギ役を演じるパフォーマーを広く公募し、障害の有無に関わらず多様な市民

パフォーマーを発掘します。障害のある方の創作活動を支援するアクセスコーディネーターやアカンパニストも育成しながら発

表までの 3 か月間ワークショップ、リハーサルを重ねて作品を作り上げていきます。 

 

▶︎アクセシビリティ研究講座 

社会にあふれるバリア(障害)を想像し、創造力で解決し、さまざまな地域活動をよりイ

ンクルーシブに推進する市民や企業を育てることを目的に、ヨコハマ・パラトリエンナー

レを実証実験の場としながら障害の有無を問わず誰もが楽しめる環境を整える研究

講座を開催します。第 2 部では、フェスティバルの現場で実際にアクセススタッフとして

経験を積み、その経験を実際の社会に役立てる人材を生み出します。（参加方法等詳
細は、5 月 27 日（土）に発表。） 

 

▶︎パラトリ・アンバサダー 

今年度のヨコハマ・パラトリエンナーレの広報大使「パラトリ・アンバサダー」になりたい

横浜市内外に住む障害のある方 5 名を募集。インクルーシブデザインの協働の手法

を用いたデザインプロセスや商品開発を手がけているライラ・カセム氏（＊プロフィール

は別添資料に記載。）のもと、多様なメンバーで「コミュニケーション」について研究しなが

らバリアを取り除くことを目指します。（募集内容等詳細は、5月 27 日（土）に発表。） 

第１部 ー創作 5 月 27 日（土）〜9 月 30 日（土） 

会場：横浜市内各所  
キックオフイベント、パフォーマンス出演者オーディション、公開制作などを通して、第一線で活躍するアーティストたちが多様な市民とと

もに作品を創作します。 

 
第 2 部 ー発表 10 月 7 日（土）〜10 月 9 日（月・祝） ★10/7（土）公開リハーサル（ディレクターツアー）  

会場：象の鼻テラス及び象の鼻パーク 
『不思議の森の大夜会』として、象の鼻パークを舞台に、第 1 部で市民とともに創作してきた空間インスタレーション、ツアー型パフォー

マンス、アートパフォーマンス、食のプロジェクトを発表します。参加者ひとりひとりの個性がとけあう、不思議の世界を創り出します。 

 

第 3 部 ー展示 11 月〜12 月下旬  

会場：象の鼻テラス、横浜ラポール、横浜市内各所  
第 2 部で展開したインスタレーション作品の一部や記録映像・写真などを横浜ラポールほか、横浜市内の施設で巡回展示します。2020

年につなげるムーブメントを横浜から発信していきます。 

 

 
社会にあふれる障壁を取り除くワークショップ 

 

 
過去のオープンワークショップの様子 



3 

 

■ 第 2部 ー発表（コア期間） 

10月 7日（土）〜9日（月・祝）の 3日間、象の鼻テラスとパークを舞台に、第 1部でアーティストと市民が協働で準備してきた空

間インスタレーション、ツアー型パフォーマンス、アートパフォーマンス、食のプロジェクトが一体化。参加者ひとりひとりの個性

がとけあう、『不思議の森の大夜会』を繰り広げます。 

 

▶︎コンセプト＆ドキュメント展示 

前回展の「first contact はじめてに出会う場所」から今回展の「sense of 

oneness とけあうところ」に至る成長の過程を展示します。また、前回「世界

に溶ける」というタイトルで自閉症をリサーチし、今回の第２部の舞台となる

『不思議の森の大夜会』におけるコンセプトづくりの中核を担った現代芸術活

動チーム目【め】によるコンセプトビジュアルとテキストを展示します。 

 

 
 

▶︎1万人とつくる会場構成 

『不思議の森の大夜会』会場全体をひとつの「謎の生命体」に見立て、その細胞や

血管のように全体に広がる巨大インスタレーション。第 1 部の創作期間では国内外でワークショップを開催し、多様な市民が、

つながりながら制作していきます。 

 

アーティスト： 井上唯、密林東京、番場俊宏（会場設計） 

 

井上唯 《whitescaper》 
 

2014 年に象の鼻テラス内に展示した作品 《whitescaper》が、今回はさらに象の鼻パークへ広がっていきます。形状記憶の

特殊な糸を手で編んでいくことで出来上がる本作品は、子供から大人まで、多様な人々が制作に参加することができます。

横浜市内からアジア諸国まで、制作人数 1 万人を目指しワールドワイドにワークショップを展開していきます。 

 

 

 密林東京 「植物インスタレーション」 
  

 植物を使ったデコレーションや空間デザインを手掛ける密林 

 東京の有機的なインスタレーション作品が、会場内を彩ります。 

 第 1 部の創作期間では、本インスタレーションを構成する枝や 

 植物をカラフルに塗っていくワークショップも開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
目 作品イメージ 

 

     
井上唯あみあみワークショップ                               《whitescaper》 展示 2014年 

密林東京の過去作品 
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▶︎パフォーマンス・ステージ 

「ウサギ」に扮した市民パフォーマーが、訪れる来場者を「不思議の森」に誘います。10

月 8日（日）、9日（月・祝）は、ツアー型パフォーマンスが楽しめる船も出航（有料）。 1日

2 回、象の鼻パークにつくられた特設ステージで繰り広げられる「大夜会」は、多様な出

演者による個性の違いを活かしたダイナミックな現代サーカス。ラストは、会場中が一

体となった「sense of oneness」の瞬間を出現させます。 

 

『不思議の森の大夜会』 

演   出：金井ケイスケ、熊谷拓明 

特別出演：鹿子澤拳、かんばらけんた、南雲麻衣、森田かずよ 他 

出   演：オーディションで選ばれた市民パフォーマー 

テクニカルディレクション：ルフトツーク+海老原良行 

 

 

 

▶︎アート・ステージ （詳細は後日発表） 

障害のある方と多様な分野のプロフェッショナルによる現代アート作品を、象の鼻テラスやパーク内に展開します。 

 

▶︎フード・ステージ （詳細は後日発表） 

障害者施設とフードデザイナーによる、食のプロジェクトが「大夜会」のテーブルを彩ります。 

 

■ 第 3部 ー展示 （詳細は後日発表） 

ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017 の取り組みの様子を横浜市内各所で展示、発表します。第 1 部で実施したアクセシビリティ

研究講座をはじめとした各種プログラムの成果と課題を振り返るシンポジウム等も開催予定。第1部、第2部で参加できなかっ

た人たちにヨコハマ・パラトリエンナーレのビジョンを広く発信することでムーブメントを広げ、2020 年へ向けたさらなる展開へと

つなげます。 

                                                                         
 

【報道関係の皆様からのお問い合わせ先】 

株式会社サニーサイドアップ 担当：堀越、大和、細野 

TEL: 03-6894-3200  FAX：03-5413-3050 Email：paratri@ssu.co.jp 

 

【一般の方からのお問い合わせ先】 

ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017 事務局 担当：塚田 

TEL: 045-661-0602  FAX：045-661-0603  Email：info@paratriennale.net 

障害のある方の創作活動を支える「アクセスコーディネーター」と「アカンパニスト」 
障害のある方がその場へ行くまでのアクセス、参加するためのコミュニケーションなどを支援するため、「アクセスコーディネーター（障害

のある方が参加するための環境を整える人）」と「アカンパニスト（一緒に創作活動をする人）」の発掘と育成に力を注いでいます。ヨコハ

マ・パラトリエンナーレ 2017 では、これまで蓄積したノウハウを活かし、より質の高い作品作りを目指します。 

これまでのアクセシビリティの取り組みはウェブサイトでご覧頂けます。http://www.slowlabel.info/project/access/ 

 

   
「SLOW MOVEMENT -Next Stage Showcase」 2017 年  Photo: Kazue Kawase 

左：演出・振付 金井ケイスケ 「Wonder of View」  右：演出・振付 熊谷拓明 「聞こえなくても、聞こえても『ダンス劇』」 

 
Photo: Mito Ikeda 

mailto:info@paratriennale.net
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【添付 1】 

総合ディレクター 

 

参加アーティストプロフィール ※平成 29 年 5 月 17日時点 

 

▶︎コンセプト＆ドキュメント展示 

 

▶︎会場構成 

 

 

▶︎パフォーマンス・ステージ 

演出： 

 

 
Photo: Takahiro Tsushima 

現代芸術活動チーム 目 【め】 
個々のクリエイティビティを特性化し、連携を重視するチーム型芸術活動。中心メンバーは、アーティス

トの荒神明香、ディレクターの南川憲二、制作統括の増井宏文の 3 名。 果てしなく不確かな現実世界

が実感に引き寄せられる体験を作品として展開。代表的な作品に、「たよりない現実この世界の在り

か」／資生堂ギャラリー、「世界に溶けるドキュメント」／ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2014、「おじさんの

顔が空に浮かぶ日」／宇都宮美術館館外プロジェクト、「憶測の成立」／越後妻有トリエンナーレ、

「Elemental Detection」／さいたまトリエンナーレ 2016、などがある。 

 

 

 
Photo: 幸田森 

 

 

金井ケイスケ かない・けいすけ （サーカスアーティスト） 
中学で大道芸を始める。97 年文化庁国内研修員として能を学んだ後、99 年文化庁海外派遣研修員として、日本

人で初めてフランス国立サーカス大（CNAC）へ留学。卒業後フィリップ・デュクフレ演出のサーカス『CYRK13』で 2

年間のヨーロッパツアー。その後、フランス現代サーカスカンパニー「OKIHAIKUDAN」をセバスチャン・ドルトと立ち

上げ、ヨーロッパ、中東、アフリカなど 35 カ国で公演。2009 年帰国。2015 年より SLOW MOVEMENTパフォーミン

グディレクター。パリ市とアンスティチュ・フランセが主催する LesRecollets2016 を受賞。 

 

 

 

 
 

 

栗栖良依 くりす・よしえ 
「日常における非日常」をテーマに、アートやデザインの領域に収まらない自由な発想で、異分野・異文化の人や地

域を繋げ新しい価値を創造するプロジェクトを多方面で展開。2010 年、骨肉腫による右下肢機能全廃で障害福祉

の世界と出会う。翌年、横浜ランデヴープロジェクトのディレクターに就任し、市民参加型ものづくり「SLOW LABEL」

を立ち上げる。ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2014（総合ディレクター）で、「日本のコ・クリエイションアワード 2014」（電

通・インフォバーン）受賞。タイムアウト東京 LOVE TOKYO AWARDS 2016 で「face of tokyo」、第 65 回横浜文化賞

「文化・芸術奨励賞」受賞。 

 

 

 

 

 
 

 

井上 唯 いのうえ・ゆい （アーティスト） 
1983 年生まれ。金沢美術工芸大学大学院染織専攻修了。滋賀在住。人が自然と関わるなかで生み出してきた知

恵や手仕事に惹かれ、織り・編み・染め・縫い といった手法を主に用いながら、そこに別の視点を引き入れること

で、特定の場所に対して新しい何かを存在させるような制作を行う。各地で、滞在制作や、市民参加型の作品制

作、ワークショップも行っている。主な展覧会：「瀬戸内国際芸術祭 2016／SOKO LABO」（香川）、「PORT 

JOURNEY San Diego⇄Yokohama」2015（アメリカ、横浜）、「六甲・ミーツ・アート 2013 芸術散歩」（兵庫）、「神山ア

ーティスト・イン・レジデンス 2011 」 （徳島）、 「粟島アーティスト・イン・レジデンス 2010 / Autumn」（香川）  

 

密林東京／ACCO SUZUKI みつりんとうきょう （フラワーアーティスト） 
武蔵野美術大学卒業後、某大手老舗花屋で働きながら、お花の仕事の基礎を学ぶ。学べば学ぶほど「型にはま

らずに植物で遊びたい」という思いが強くなり独立。まるで絵の具で絵を描くように自由な発想を旨とした、完全オ

ーダーメードによる植物アートの制作を開始。2013年秋に「密林東京」を発足。商業施設などの空間づくりから、ウ

ェディング、ライブデコレーション、アレンジメントやアクセサリー製作まで幅広く手掛けている。 

 

 

 
 

 

番場俊宏 ばんば・としひろ （建築家） 
abanba主宰。横浜を拠点に、建築を中心に様々な「もの・こと」のデザインをしている。神奈川県生まれ。東海大学

工学研究科修了。2002-2004 C+A。2005-2009 KOIZUMI atelier。2010-abanba（株式会社エイバンバ）設立。主な

建築作品：横浜市電保存館しでんほーる。成瀬のオフグリッドハウス。六本木の庫裡。主な受賞歴：神奈川建築コ

ンクール優秀賞「小高町の家（横浜のオフグリッドハウス）」。グッドデザイン賞「小石川の集合住宅」。豊田市都心

地区空間デザイン検討業務プロポーザル最優秀賞。 
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【添付 2】 

 

特別出演： 

 

 

パラトリ・アンバサダー 

 

 

 

 

 

 

 
Photo:平林亜沙美 

 

ライラ・カセム （グラフィックデザイナー） 
東京大学先端科学技術研究センター特任助教。東京都足立区の知的障害のある成人の通所型福祉施設「綾瀬ひ

まわり園」を中心に、アート指導をしながら、デザインの専門性を活かして、施設の支援スタッフとともに、利用者の

アート作品をもとに社会参加と経済自立につながる持続可能なデザイン商品の制作・開発や企画に取り組んでい

る。東京大学先端科学技術研究センターでは特化した興味や才能ある不登校傾向にある子どもをサポートする「異

才発掘プロジェクト ROCKET」にも関わっている。 

 

 

 

鹿子澤 拳 かのこざわ・けん (ダンサー) 
1995 年生まれ。先天性の聴覚障害がある。幼い頃よりダンスを好む。筑波技術大学ダンスサークル「Soul 

Impression」に所属し、本格的にストリートダンスを学ぶ。2015 年、近畿大学舞台芸術学科との合同公演 BiG-i 

ART FESTIVAL 2015「HALO ~踊りだす色~」でコンテンポラリーダンスに初挑戦。2016 年夏、単身渡米し、NY・

Broadway Dance Center(BDC)にて様々なジャンルのダンスを学ぶ。 

 

 

 
Photo:藤本ツトム 

 

南雲麻衣 なぐも・まい (ダンサー) 
1989年生まれ。聾者。5歳からモダンダンスを始め、和光大学で創作ダンスを学ぶ。風の市プロデュースと齋藤徹

で遠野物語を題材にした台詞なしのコンテンポラリー舞踊「牡丹と馬」に挑む。以後、ピナ・バウシュ舞踊団の元ダ

ンサー、ジャン・サスポータスと「聴くこと・待つこと・信じること」で共演、2013 年小野寺修二(カンパニーデラシネラ)

の「鑑賞者」に参加。 

 

 

 

森田かずよ もりた・かずよ (義足の女優・ダンサー) 
「二分脊椎症・側湾症」を持って生まれ、18 歳より芝居を始める。表現の可能性を日々楽しく考えながら、義足の

女優・ダンサーとして活動。NPO法人ピースポット・ワンフォー理事長。最近は人形作家とのコラボレーションなど、

様々なジャンルの方と共に、障害を超えた身体のあり方を模索している。第 11 回北九州&アジア全国洋舞コンク

ールバリアフリー部門 チャレンジャー賞受賞。 

 

かんばら けんた (車椅子パフォーマー)  
「二分脊椎症」という障害を持って生まれ、システムエンジニアとして働く。2015 年に SLOW MOVEMENTに出演した

ことをきっかけに表現活動を始め、現在は「Integrated Dance Company 響 Kyo」にも所属。2016 年には 

AyaBambi との共演や武道館でのソロ出演など、活動の幅を広げている。 

 

 

 
Photo: Kana Murayama 

 

熊谷拓明 くまがい・ひろあき （ダンス劇作家、ダンサー） 
ジャズダンス、バレエ、タップ、コンテンポラリーなどを学び、スタジオインストラクターとして数々の舞台、イベント

に出演。その後、アーティストのサポートダンサーやバレエダンサーへの振付、演出など活動の場を広げる。

2008 年、シルクドソレイユの新作クリエイションに参加するためモントリオールへ渡った後、ラスベガスにて２年

間で 800ステージに出演。2010年帰国、自ら演出、振付する作品をダンス劇と呼び、独特なゆるいセリフと、しな

やかな動きで物語を繰り広げる作品を数多く発表。 
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【添付 3】  

制作物クレジット 
 

【ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017 メインビジュアル】   

アートディレクション・デザイン：SAFARI.inc 

撮影：池田美都 

 

【ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017 トレーラー】 

監督・撮影・編集：池田美都 

ジオラマ・アニメーション制作：信耕ミミ 

衣装：武田久美子 

ヘッドプロップス：藤原一毅 

ヘアメイク：石原桃子 

音楽監修：坂口修一、坂東美佳 
 

 

 

 

 

 
 

武田久美子 たけだ・くみこ （コスチュームデザイナー） 
多摩美術大学テキスタイルデザイン学科卒業。テキスタイルの技術を生かしながらの舞台衣装デザインに興味を

持ち、卒業後にロンドンへ渡英。London College of Fashion の衣装デザイン学科、引き続き同校の大学院にて専

門的、技術的に、ステージ上での衣装の役割や効果を模索するようになる。大学院卒業後から本格的にキャリア

をスタートし、グローブシアター、バービカンシアター、ノッティングヒルカーニバルなど、様々なパフォーマンスの衣

装デザイン、制作をしている。2012 年からは拠点を日本に移し、広告や CM、舞台の衣装など活動の場所を広げ

ている。http://kumikot7.com 

 

藤原一毅 ふじわら・かずき （ヘアスタイリスト／ヘッドピースアーティスト） 
京都生まれ。大阪ベルエベル美容専門学校を卒業。2010 年、渡英。ヘアサロンで働きつつ平行して徐々に撮影

やファッションショーなどのヘアスタイリングの道に。様々なヘアスタイリストの撮影やショーのアシスタントを経て、

自身の活動を始める。2013 年帰国後、大阪に移ると同時に元々興味のあったヘッドピースの製作を始める。現在

は東京にベースに、雑誌や広告、カタログ、アーティスト、タレントのヘアを担当し、ヘッドプロップ、頭部分の衣装

協力なども行っている。 

 

 

 

 
 

 
 

 

SAFARI inc.  
古川智基と荻田純が主宰するデザインスタジオ。共にデザイン事務所勤務後、SAFARI inc.を設立し、企業や商品

のブランディング、パッケージ、エディトリアル、プロダクトなどの幅広いフィールドでアートディレクションとデザイン

を手がける。東京 ADC、N.Y ADC、東京 TDCなど多数入選。 

 

 

 

 

池田美都 いけだ・みと （映像作家） 
1977 年生まれ。映像作家、撮影監督。多摩美術大学卒業後、コマーシャルフィルムの監督に師事。以後、展示映

像、ドキュメンタリー、広告の現場などで活動。主な作品（撮影・監督）：Lapse day ～Nature Creationにて展示上

映（2016 年）、劇団ままごと”わが星”小豆島公演映像(2016 年)、雲になった森のできるまで ～木村崇人制作風

景フィルム（2014 年）、ひとひろはん ～SLOW LABEL ドキュメンタリー（2013 年）。 

 

 
 

 

信耕ミミ しんこう・みみ （アニメーション作家） 
武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業。ポストプロダクションに入社後、自分で映像を撮り始める。その後、

web デザイン会社で働きながらイメージフォーラム映像付属映像研究所で 1 年間アニメーションを学び、本格的に

作品制作を始める。粘土で作った人形のコマ撮り手法を主に、国を超えて子供が面白がる作品作りを目指してい

る。主な上映歴/ひめじ国際短編映画祭、ASK？映像祭 2012（久里洋二セレクション新人賞）、International Short 

Film Festival Berlin、GOLDEN KUKEA-SOFIA、他。 
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【添付 4】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂口修一郎 さかぐち・しゅういちろう （プロデューサー/ミュージシャン） 
1971 年 鹿児島生まれ。1993 年無国籍音楽のエスペラント楽団・Double Famous を結成。音楽活動の一方、アパ

レルブランドを経て代官山 UNITを設立。2010 年より故郷鹿児島でクロスカルチャーな野外イベント『GOOD 

NEIGHBORS JAMBOREE』を主宰。東日本大震災後には緊急支援で来日したジェーン・バーキンのサポートバンド

をオーガナイズしワールドツアーに参加した。現在はランドスケーププロダクツ内にディレクションカンパニー・

BAGN Inc.を設立。ジャンルを越境したイベントのプロデュースに携わっている。 

 

 
 

 

坂東美佳 ばんどう・みか （音楽家） 
愛知県にて、音楽家の両親のもとに生まれる。東京芸術大学音楽学部ピアノ科を卒業後、Berklee 音楽院にてサ

ウンドデザイン、ボーカルを学ぶ。2010 年、帰国後からは映像とのコラボレーションや、web、ゲーム等への楽曲

提供を行う。ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2014でのスローカンパニー、また SLOW MOVEMENTにおいても自身の

演奏や声を用いての音楽制作を担当している。クラシックと電子音楽を背景に持ち、鍵盤楽器と倍音豊かな声を

用いてのパフォーマンスや楽曲制作を通して、人と人を繋ぐ音楽活動を行っている。 

 

石原桃子 いしはら・ももこ (ヘアメイクアップアーティスト) 
神奈川県生まれ。湘南で 7 年間サロンワークをしながらメイクアップスクールに通い活動拠点を東京に移す。

2013 年より数々のヘアメイクアップアーティストのアシスタントを経験後、本格的にフリーランスヘアメイクとして

活動を始める。ファッション広告、舞台、映像等で活動中。独自の企画で空間製作を自ら行い、ヘッドピースの作

製なども含むトータルプロデュースでキッズ専門撮影などを展開し仕事の幅を広げている。 

 


