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ネットTAM（ネットタム）は、トヨタが企業メセナ協議会と連携して運営する、
アートマネジメントに関する総合情報サイトです。

ネットTAMについて トヨタ・アートマネジメントについて  

情報掲⽰板
全国各地のアート活動をご紹介いただく情報交流の場です。⾃由にご投稿ください。

この投稿記事を修正・削除

注意事項（閲覧者の皆様へ）
ご投稿にあたって

以下の項⽬に該当するとみなされる書き込みはご遠慮ください。また、投稿内容が社会的ルールや当
サイトの内容にふさわしくないと判断した場合や、悪質な書き込みに関しては投稿者への予告なく、
管理⼈が内容を削除いたします。

なお、掲⽰板に掲載された情報によって⽣じたトラブルや損害等については、ネットTAMは⼀切の責
任を負いません。

特定の対象に対する誹謗中傷に値すると思われるもの。
プライバシーの侵害となる他者の個⼈情報や虚偽の内容。
社会通念上の差別に相当すると思われるもの。
公序良俗に反する記述やURL、リンク情報。
商品・サービスの販売⽬的と⾒なされるもの。
その他、本掲⽰板に不適切と判断されるもの。
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トーキョーアーツアンドスペース（TOKAS）では、2001年の開館以来、海外のアーティ
スト、キュレーター、アートセンターや⽂化機関などと協働して展覧会や関連プログラム
を実施してきました。2018年より開始したTOKAS Projectは、国際的な交流を促進し、
多⽂化的な視点を通じ、アートや社会など、様々なテーマについて思考するプログラムで
す。
第2 回となるTOKAS Projectでは、⾹港アーツセンターと協働し、⾹港を拠点に活動す
るキュレーター、イップ・ユック＝ユーとともに、⽇本と⾹港のメディア・アートを介し
て、地理的、物理的のみならず仮想の中にあらわれる空間について問う展覧会「FALSE S
PACES 虚現空間」を開催します。東京と⾹港は、その都市の規模に対する⼈⼝の多さ
に順応するために、建物は上へ上へとせり上がり、公共空間でのパーソナルスペースは狭
⼩化されるなど、空間に対して共通の課題を抱いています。また、空間とは、地理や場所
といった物理的状態に加え、私的、⼼理的、そしてサイバースペースに⾄るまで観念的な
空間も含め様々な解釈が可能な概念です。アーティストは⾃⾝が追い求める世界観を表現
するために、現実世界とは異なる空間を構築し作品として展開させていきます。 本展で
は、⽇本と⾹港で活躍するメディア・アーティスト6組の作品をとおして、さまざまな空
間認識を探求していきます。

※⼤型で⾮常に強い台⾵19号の接近に伴い、TOKAS本郷は、10/12（⼟）、10/13
（⽇）を臨時休館とさせていただきます。
それに伴い10/12（⼟）に予定しておりましたオープニング・セレモニー＆アーティス
ト・トークは中⽌とさせていただきます。
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、TOKAS Project Vol. 2 「FALSE SPACES 虚現空間」は、10/14（⽉・祝）11:0
0より開催致します。
10/15（⽕）は、休館⽇です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2019年10⽉12⽇(⼟) - 2019年11⽉10⽇(⽇)
※台⾵の接近に伴い、10⽉12⽇（⼟）、10⽉13⽇（⽇）は臨時休館とさせていただきま
す。

休館⽇：10/15・21・28、11/5
時 間：11:00 - 19:00（最終⼊場は30分前まで）
⼊場料：無料
会 場：トーキョーアーツアンドスペース本郷
主 催：公益財団法⼈東京都歴史⽂化財団 東京都現代美術館 トーキョーアーツアンド
スペース / ⾹港アーツセンター

URL：https://www.tokyoartsandspace.jp/archive/exhibition/2019/20191012-688
0.html

アーティスト
伊藤隆介（⽇本）
津⽥道⼦（⽇本）
永⽥康祐（⽇本）
ン・ツー＝クワン（⾹港）
ステラ・ソー（⾹港）
WARE（⾹港）

共同キュレーション
イップ・ユック＝ユー、⾹港アーツセンター・キュラトリアルチーム（Connie LAM、G
ordon LO、Tobias TANG）

協 ⼒：
⾹港特別⾏政区政府 駐東京経済貿易代表部 / ⾹港特別⾏政区政府 ⺠政事務局芸術発展基
⾦ / DESIGN TRUST / TARO NASU
制作協⼒：
株式会社ストラタシス・ジャパン

【関連イベント】

■オープニング・セレモニー＆アーティスト・トーク
※台⾵の接近に伴い、オープニング・セレモニー＆アーティスト・トークは中⽌させてい
ただきます。
⽇時：2019年10⽉12⽇（⼟）16:00 - 18:00
出演：イップ・ユック＝ユー
コニー・ラム（⾹港アーツセンター） 他 
会場：トーキョーアーツアンドスペース本郷

■オープン・ディスカッション
参加アーティストとキュレーターによるオープン・ディスカッションを会期後半（１１
⽉）に予定しています。詳細は決定次第TOKASウェブサイトにて発表します。

※⽇英逐次通訳あり
※参加アーティストは変更となる場合がございます。予めご了承ください。

〒113-0033 東京都⽂京区本郷2-4-16
TEL: 03-5689-5331 / FAX: 03-5689-7501

担当者の情報が必要な場合
トーキョーアーツアンドスペース 広報担当
※ネットタムでは個⼈名が公開されてしまいますので、“広報担当”として登録してくださ
い。ほか、公開されず個⼈名が必要な場合は「中村菜美」で登録してください。
press@tokyoartsandspace.jp
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