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『佐久島の雛まつり展』開催期間／2013年2月19日～3月31日　会場／弁天サロン　撮影／香村聖文

三河・佐久島アートプラン21

佐久島体験2012
祭りとアートに出会う島
春のアート＆イベント 案内

POINT（長岡勉＋田中正洋）『佐久島の秘密基地』 他
三河・佐久島アートプラン21は、島の持つ自然や伝統とアートとの出会いによって、佐久島の活性化を目指します。
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※詳細は見開きページをご参照ください。

佐久島の秘密基地

まだ知らない場所からのながめ

【関連行事】 現地説明会　日時／３月10日（日） 13：00～14：30　集合場所／東渡船場　参加自由・無料

構造設計／横尾真 〈 OUVI 〉
撮影／香村聖文

会場 愛知県西尾市佐久島  筒島手前（東渡船場から徒歩15分）

２０１３年２月23日（土）～３月31日（日）※展覧会終了後は常設展示となります会期

長岡勉　 田中正洋P O I N T ／



アート＆イベント案内

渡船料金・お問い合せ

公共交通機関をご利用の場合佐久島行 船のりばへのアクセス

■ 運賃（片道）
　 大人（中学生以上）800円／小児400円／団体割引（15名以上）／障害者割引有

【通常ダイヤ】

※電車・バス・渡船ともに本数が少ないので、時間の余裕を持ってお越し下さい。
※平成25年3月31日まで。
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■ 車をご利用の場合／東名高速道路・岡崎インター約50分、
　 　　　　　　　　   知多半島道路・阿久比インター約40分、無料駐車場完備。
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●「名鉄西尾駅」から「一色さかな広場・佐久島行船のりば」へ

●「一色さかな広場・佐久島行船のりば」から「名鉄西尾駅」へ
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※平日、土・日同じ　
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荒天候による欠航や出航時刻の変更をご了承下さい。
■ 渡船時刻表

■ 渡船に関するお問い合せ先
　 ● 船のりば／TEL.0563-72-8284
　 ● 西尾市役所 佐久島振興課／TEL.0563-72-9607

※ダイヤ・運賃は改定する場合がありますので、ご了承下さい。

船のりばから佐久島西港へは約20分の船旅。西港～東港は約5分です。

※日程が変更されることがあります。お出かけの際は、改めて日時をご確認ください。春のアート、イベント予告＆花ごよみ

会期／2013年２月19日（火）～３月31日（日） 
月曜休館　会場／弁天サロン創作の間

会期／2013年２月23日（土）～３月31日（日） 
会場／東地区筒島手前

【関連行事】◎女の子集まれ！（男子も可） 雛まつり会
開催日時／３月３日（日） 10:00から（お菓子がなくなり次第終了）　
会場／弁天サロン　参加無料
愛知県の東側・佐久島のある三河地方で昔から雛まつりのお菓子として親しまれてきた「伊賀
まんじゅう」を、先着100名にふるまいます。ささやかな雛の祝いをいっしょに楽しみましょう。

【関連行事】◎佐久島の秘密基地 現地見学会
開催日時／３月10日（日） 13: 00～14：30
集合場所／東渡船場（13：00までに集合）　参加無料・申込不要
POINT(長岡勉＋田中正洋)による現地での作品解説。雨天決行。解説の後は、現地でささや
かな交流会（お菓子・飲み物付き。雨天の場合は別の場所に移動）を開催します。お気軽にご参
加ください。

かつて雛祭りに佐久島で飾られていたのは手作りの素朴な土雛。陶磁器産業が盛んだった
愛知県では、戦前まで庶民の雛人形として土雛が広く飾られてきました。佐久島では女の子が
産まれると、土雛を贈る風習があったそうです。土雛は対岸の知多半島にある常滑から行商が
来ました。雛まつり展で展示される土雛は、島民が実際に雛祭りに飾っていたものを展示して
います。中には犬、猫などの動物や、当時の世相を伺わせる軍人、長寿を願う翁と媼、さらに芝
居の一場面までさまざまな人形があり、それらも雛人形としていっしょに飾られました。
そんな素朴であたたかみのある土雛を弁天サロンに展示します。土雛をとりまくように飾られ
る吊し飾りは、島の女性たちと観光客の皆さんが制作しました。期間限定の素敵な記念撮影
スポットをどうぞお楽しみください。

三河・佐久島アートプラン21では、これまで「おひるねハウス」「イーストハウス」（いずれも南
川祐輝設計）という建築作品を通して、新たな佐久島の風景に出会う環境を作り出して来まし
た。その第三弾となる今回は、これまで作品を設置したことのないエリア（佐久島東地区南端）
を舞台に、建築ユニットPOINTによる小さな建築が、新たな佐久島体験を提供します。
長岡勉設計の弘法の祠「サンカク」の手前から森の中の小道へ入り、そこを抜けるとおだやか
な三河湾の対岸に渥美半島の火力・風力発電所を眺めることができます。かつて佐久島の象
徴でもあった三河黒松のかたわらに佇む作品は「秘密基地」にふさわしく、ここを訪れる人た
ちが、それぞれの過ごし方を見い出していく場所になるでしょう。

旅の思い出に記念撮影はいかが？

郷土伝統の雛菓子・伊賀まんじゅうを召し上がれ

作品設置場所／
東渡船場から徒歩15分

長岡勉による祠の解説風景

『佐久島の雛まつり展』

POINT(長岡勉＋田中正洋)
『佐久島の秘密基地』

建築を通して見つける佐久島の新しい風景

　　　　　　　　　建築家、長岡勉が設立したデザインチーム。現在、長岡勉と田中正洋の２人が中心となって活動。外部コラボレーターととも
に、建築、インテリア、家具、プロダクト、グラフィック等を分け隔てのない一つの連続した環境と捉え、人とモノと空間の新しいまとまり、「新しい風
景」を作りだしている。日本商環境設計家協会JCD AWARD金賞（2008・09・10・12）、東京建築士会住宅建築賞入賞（2011）、茶室「夢尋蔵」
で hope & home AWARD 2012 特別賞（2012）を受賞した。

1970年生まれ。 慶応大学SFC政策メディア研究科修了。 山下設計で活動後、 POINT を設立。建築・インテリア・家具までを連続
した環境として捉えデザイン活動を行っている。現在慶応義塾大学環境情報学部非常勤講師、桑沢デザイン研究所非常勤講師。

1975年生まれ。東京工業大学大学院修士課程修了。アトリエ・ワンを経て、2005年7月からPOINT所属。

長岡勉

田中正洋

東港渡船場

筒島

サンカク

西港渡船場

佐久島への交通ガイド

島内に点在する19点の常設展示作品と2つの期間限定展示巡り。所要時間３時間程度。

佐久島弘法八十八ヶ所巡りを歩きながら、建築家と学生たちによる新たな祠とお寺を含む全19ヶ所のスタンプ
ポイントを巡ります。山道中心なので歩きやすい服装で。所要時間３時間程度。

ふたつのスタンプラリーでアートと歴史の佐久島体験年間事業

アートピクニックの地図

●潮干狩り
　３月中旬頃～５月上旬（予定）　場所／大浦海水浴場

ハマダイコン
３月下旬～5月上旬／島内各所

潮干狩りの問合せ先／西三河漁協佐久島支所　TEL.0563-79-1231

●『佐久島・端午の節句』
　４月20日（土）～５月６日（月・祝）　会場／弁天サロン
島民から寄せられた端午の節句飾りで季節の演出。

●『鯉のぼりぬり絵会』
　４月20日（土）～５月６日（月・祝）　会場／弁天サロン
大人も子どももオリジナル鯉のぼりをぬり絵でつくってください。
誰でも参加でき、制作したぬり絵はお持ち返りいただけます。

●佐久島弘法祭り
　4月30日（火）　島内各所
島中の弘法さんの祠が花で飾られお菓子などでお接待が行われます。

●『弘法道ウォーキング大会』
　4月30日（火）　集合場所／西渡船場
八十八ヶ所を完全踏破するウォーキングイベント。佐久島遍路に挑戦。
参加無料。申込不要。参加希望者は10:00に西渡船場に集合。雨天決行。

おひるねハウスのリニューアル工事
４月上～中旬　会場／石垣（しがけ）海岸

2004年の登場以来、佐久島アートの代名詞ともいえる「おひるねハウス」が
新たに作り直されることになりました。４月半ば頃の一時期のみ新旧二棟の
おひるねハウスが並列する不思議な光景が出現します。お楽しみに！

ＧＷ頃まで、島中で咲き誇る。特におひるね
ハウス周辺やフラワーロードがみどころ。

山桜＆ソメイヨシノ　4月上旬／島内各所
森の中を歩けば、楚々とした山桜。ソメイヨシノの秘密のおすすめスポットは
白山神社南側の空き地周辺、青木野枝作品のすぐ近く。

◆黒壁運動
　２月３日（日）　会場／島内各所
集落景観を守るための島民企画の壁塗りボランティア活動（要申込）。

●佐久島の雛まつり展
　２月19日（火）～３月31日（日）　会場／弁天サロン
佐久島で使われた戦前の土雛・土人形を吊し飾りと華やかに展示。

●雛まつり会　３月３日（日）　会場／弁天サロン
三河の雛まつりにかかせない伊賀まんじゅうをふるまいます。

●佐久島の秘密基地　現地見学会
　３月10日（日）　会場／筒島手前
新たに登場した作品を建築ユニットPOINTの解説で見学します。

●POINT(長岡勉＋田中洋一)『佐久島の秘密基地』
　２月23日（土）～３月31日（日）　会場／筒島手前
絶景の海岸に建築ユニットPOINTに東屋が登場します。

◆歩け歩け海原三里３／[お花いっぱい自然満喫コース]
　２月24日（日）　会場／島内各所
大好評のウォーキングイベント。 第三弾は季節の花を巡ります。 お楽しみ盛り
だくさん（要申込）。申込先／佐久島振興課 TEL. 0563-72-9607

東港の改修工事
２月12日（火）～3月初旬　場所／東渡船場含む東港

この期間、東渡船場は閉鎖されます。西渡船場をご利用ください。

News

News

梅　２月下旬～３月中旬／大島
松岡徹「佐久島のお庭」に島民とボランティアが
作り上げた梅園のコラボレーション。梅の香りに
包まれて一足早い島の春を満喫してください。

ヤブ椿　３月～４月頃／椿ロード
島の東西の森をつらぬくハイキングコースには2000本のヤブ椿が
植えられています。ご堪能ください。

佐久島アート・ピクニック2012

佐久島弘法巡り

佐久島の秘密基地

【POINT】

佐久島に春を告げる土雛の展示が今年も　

※平成25年4月1日からダイヤ改正予定。
　詳しくはホームページでご確認ください。

名鉄バス
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