
Migrate Highland

トポス高地回遊
2012 年 8月 6日～9月 30日

Migrate Highland
x4 Art rotation x4 topos summer 2012

アリコ・ルージュ

エルム

ギャラリーアンデルセン

ベッカライ麦星

欧風家庭料理

喫茶食事

ペンションアンデルセン

薪釜パンの店

薪釜パンの店 ベッカライ麦星
営業日 / 毎週水曜日・木曜日・金曜日・土曜日
営業時間 / 12 時～ 18時（12月～ 3月は 17時まで）
〒380-0888 長野市上ヶ屋 2471-930
phone & fax 026-239-3039
http://www.mugiboshi.com/

喫茶・食事 エルム
長野県長野市北郷２０５０-２０８
phone 026-239-3009
営業時間 10 時～ 20時（4月～ 9月）
定休日 4 月～ 9月は無休 冬季のみ火曜
駐車場 6 台 / 席数 16 席

ペンション&ギャラリー アンデルセン 
〒380-0888 長野県 長野市 大字 上ヶ屋 2471-2197 
TEL＆FAX 026-239-2525
ギャラリー 11時～ 17時
http://www.ne.jp/asahi/andersen/gallery/ 

欧風家庭料理 アリコ・ルージュ
長野県飯綱町川上 2755 飯綱東高原 
026-253-7551
営業時間 12時～ 20時 30分
休館・定休日 火曜
http://homepage3.nifty.com/haricot/

TOPOS MIGRATE　高地回遊

2012年夏から秋にかけて飯綱高原の４つの施設にて、4名の作家によるトポス作品展（ひとつの施設に１名）を回遊展示します。
爽やかな高原の素晴らしいロケーションの中、各施設を幾度も訪れていただき、環境を親しみながらご高覧ただければ幸いです。
今回の企画にご賛同ご協力いただいた各施設関係各位に感謝いたします。
尚、シーズン中＊TOPOS SHOP in FLAT FILE（善光寺門前）に高地回遊作家作品販売を同期展開します。
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ART SPACE FLAT FILE

アートスペース FLAT FILE
ポスターセレクトショップ / ギャラリー / 額縁のオーダーメイド
住所 : 〒380-0862 長野市桜枝町 883 長屋北 ( 長野市善光寺近く ) tel: 090-9359-6167
url : http://flatfile.jp/
email : flatfile@live.com
営業時間：木・金・土の 10:00~17:30 ＊駐車場あり＊
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0905-0929 2012  ＊9/30 （土）カプリシカ リコーダーコンサート

アクセス
長野市より七曲り - バードライン : 車で 30分
上信越自動車道 信濃町 ICより車で 15分

長野県環境保全研究所
9/22( 土 )9:00 ～ 12:00　
自然ふれあい講座
押し葉で学ぶ植物分類講座
～カエデ編～
野外で季節の植物の観察と採集を行い、
押し葉標本の作成や植物分類の実習ーが開催されます。
定員：10 名

長野市ボブスレーリュージュパーク

むれ温泉 むれ天狗の館

大座法師池 8/10( 金 ) 飯綱火まつり 20:00~21:00

逆谷地湿原
4ヘクタール、厚さ 13ｍに
及ぶ泥炭（でいたん）の
10 万年の堆積湿原です。

http://www.pref.nagano.lg.jp/xseikan/khozen/

http://www.organic-resort.co.jp/tengu/

http://www.city.nagano.nagano.jp/site/kyouiku/15156.html

http://nature.nagano-ken.jp/e4771.html



0806  setting & open ~ 0819

 

0820 *change set  & open / 2 : 0820  ~ 0902

 

＊0903 *change set  / 3 : 0903 ~ 0917

 

＊0918  *change set  / 4 : 0918 ~ 0930
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Migrate Highland Green Season 2012 Time Line

梅田明雄 Akio Umeda

1957 生まれ 愛知県出身
1970 愛知県豊田市立童子山小学校卒業
1973 愛知県豊田市立高橋中学校卒業
1976 愛知県立豊田西高等学校卒業
1982 名古屋芸術大学美術学部絵画科（洋画専
攻）卒業
在学中より各種の版画技法を学ぶかたわら、個
展、グループ展など
1982 愛知県碧南市在住の版画家鍔本達朗氏に
師事。リトグラフを学ぶ
1983 埴科郡坂城町の森工房にリトグラフの刷
り師として勤務
1995 森工房を辞め、千曲市上山田に梅田版画
工房を設立。現在に至る。

2011木版画（彫•刷）及び版画ワークショッ
プを開始
2012 9 月小布施まちとしょテラソにてワーク
ショップ開催予定

吉村正美 Masami Yoshimura

1973 長野市生まれ、現在世田谷区在住
多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻修了

個展
2000 [SLIDE Point] 展 (ギャラリービーワン・
中央区京橋 ) / [STYLE] 展 ( アートスペース羅
針盤・中央区京橋 )
2001 [sonic spider] 展 (T-BOX・銀座 )
2008 GALLERY Qio・Los Angeles / 
T-BOX・東京八重洲
2009 T-BOX・東京八重洲 / ギャラリー 6坪・
新潟
2010 [colors] 展（ギャラリー悠玄・銀座）
2011 VERANDA・西麻布

グループ展 他
1996 版画協会展
1997 版画協会展
大学版画展 ( 買上賞 )
1998 神戸版画ビエンナーレ
1999 フィレンツェ賞展
JOAA展
JACA’ 99 日本ビジュアルアート展
2002 [TEst] 展 ( アートスペース羅針盤・中
央区京橋 )
2007 12th International Bienneir of Small 
Grafic Forms and Ex-Liblis (Poland) / 
MINIPRINT FINLAND (Finland)
2008 28th MINIPRINT INTERNATIONAL 
OF CADAQUES (Spain) / 7th LESSEDRA 
WORLD ART PRINT ANNUAL MINIPRINT 
(Bulugalia) / 3rd international Mini Print 
Graphium,Timisoara (Romania)
2009 EARTHWORKS 02 (SHOJIN 
restaurant・Los Angeles) / EARTHWORKS 
03 (SHOJIN restaurant・Los Angeles)
29th MINIPRINT INTERNATIONAL OF 
CADAQUES (Spain)
2011 [black＆light] 展（カフェ春や・軽井沢）
トポス（FLAT FILE・ギャラリー花蔵 / 長野）

町田哲也 Tetsuya Machida

1958 長野市生まれ 1984 多摩美術大学絵画科
油画専攻抽象表現コース卒業 1985~ ゲーテ・
インスティトゥート / 東京 1987~ ゲーテ・イ
ンスティトゥート / ベルリン 1989~2000 ス
タジオ３美術研究所、スタジオ 3パーソナルデ
ザイン設立 / 長野市 2001 クマサパーソナル
デザイン設立 / 新宿・東京 2002~2008 新宿
情報ビジネス専門学校 : CG.Web 専任講師
2004~ ビジュアルエコー活動開始 2006 オ
フィス KPD設立 / 勝ちどき・東京 2006 
R-40 デジタル構築ユニット設立 2008 ユー
ボート制作室 参加 / 後楽園・東京 2010 クマ
サパーソナルデザイン 音響スタジオ併設 / 長
野 2011 クマサプランニング 統合設立 / 飯綱

1980~2012 個展•グループ展•企画展

2004 ビジュアルエコー” DOGS” / 玄照寺 / 
小布施 2005 ビジュアルエコー” 踊る蛹” / 玄
照寺 / 小布施 2007 ビジュアルエコー” クオー
ツ” / オブセコンテンポラリー / 小布施
2007 ビジュアルエコー” メモリーズー機能と
しての映像” / オブセコンテンポラリー / 小布
施 2008 クリストフ・シャルル、藤井浩一郎 ”
音と彫刻による環境造形・パブリックアートの
提案” / オブセコンテンポラリー / 小布施 企
画）2011 トポス企画 2012 トポスショップ
FLATFILE ブランチング ピノッキオ開始

前田聡子 Satoko Maeda

1982 札幌生まれ

2005 大学卒業後、就職先であった長野県小谷
村に移住。
今までとは全くちがう価値観に出会い、撮影を
開始。
2008 東京写真学園に通い、撮影の基礎を学ぶ

2011 境内アート出展
2012 境内アート出展
2012 秋 小布施図書館まちとしょテラソにて
個展開催予定

〒399-9601
長野県北安曇郡小谷村大字北小谷大綱 9352
sakko0615@gmail.com
http://sakko-do.jugem.jp/

masa@masamiyoshimura.com
http://masamiyoshimura.com

クマサプランニング•バエイカッケイ  
389-1226 長野県上水内郡飯綱町川上
2755-950 
phonr & fax 026-217-6310
hp 080-5514-6063
iam@machidatetsuya.com
http://tokisae.com/map

梅田版画工房
代表：梅田明雄
長野県千曲市上山田 671-2
Tel:026-276-1316 Fax:026-276-1319
litho@u55.jp
http://u55.jp/

2012 0806 -0930

トポスとは
作品が実現される場所そのものを制作者の「動機」とし、その場所への固有な「アプローチ」を考えられないか。
場所を訪れ出会う人々の、その「アプローチ」への検証・参加が加わることで、「考えられている場所」「考え
続ける場所」という社会的場所性（時空環境）が生まれ、つくられたもの自体（作品化＝アプローチ）の行方も、
これまでと違った変異、位相が起こるのではないか。こうした問いによってトポスは発想されました。

＊ベッカライ麦星　0905 setting & open  / 3 : 0905 ~ 0915 : 0919  *change set  / 4 : 0919 ~ 0929
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