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参加作家35名、
つくば市内会場全11ヶ所

主催 : つくばアートサイクルプロジェクト実行委員会

共催 : つくばまちなかデザイン
（株）/ つくばセンター地区活性化協議会

つくばセンター地区 ・ 筑 波山麓 地区を
つなぐ現代アートイベント
つくば市の中心部と筑波山麓を舞台に、国内外で活躍
している現代アーティストをはじめ、つくばにゆかりの
あるアーティスト、様々な表現に挑む若手のアーティス
ト30名以上が参加し、広域のエリアで市内外の方々に
現代アートに触れる機 会を創ります。そして、観 光のお
客様でも普段はなかなか訪れない、しかし、魅力的な
筑波山麓地域に光をあてます。つくば美 術 館を始め、
サイバーダインスタジオ等新しい風が吹くつくばの中
心部から、歴史ある筑波山神 社から続くつくば 道 沿い
の古民家等を繋ぎ、懐かしくも新しい文化を醸 成する
試みとなります。現代アーティストが展開する “アート
のあるつくばの景色” の数々をこの機 会にお楽しみくだ
さい。

TACP実行委員会

展示会場 / 出展作家
① 筑波山神社
⑦ 茨城県つくば美術館
寺村 サチコ Sachiko Teramura
牧田 愛 Ai Makita
峯野 布祐子 Fuyuko Mineno

梅沢 和木 Kazuki Umezawa

小谷 里奈 Rina Kotani

藤嶋 咲子 Sakiko Fujishima
井上 織衣

② 江戸屋
小谷 里奈 Rina Kotani
峯野 布祐子

③ BASE877
速水 一樹 Kazuki Hayamizu

佐藤 綾

Aya Sato

片山 穣

Jyo Katayama

一般1,500円（ 学生1,100円 ）

場

毎週月曜日
（桜民家園水休 ）

会期中何度でも入場可能
共通パスポートご購入でない場合は、
各会場に個別の入場料を設けております。
つくば美術館 ‒ 300円 / 川田邸、旧小林邸、石蔵Shiten:、
Tsukuba Place Lab ‒ 500円

パスポート販売スポット

イベント情報

旧小林邸、BASE877、江戸屋、
美術館ミュージアムショップ、
Tsukuba Place Lab、随時更新中

会期中に、ライブペインティングイベントやその
他関連イベントを予定しています。詳細はHPを
ご確認ください。

お問合せ：TACP実行委員会 tacp298@gmail.com

Orie Inoue

植田 爽介 Sosuke Ueta
⑧ Bivi 2F
飯泉 あやめ Ayame Iizumi
西岳 拡貴 Hiroki Nishitake
⑨ 桜民家園
安井 ちさと Chisato Yasui

阿片 陽介 Yosuke Agata

大井 真希 Maki Oi

飯泉 あやめ Ayame Iizumi

トボ

申林涛

入

※最終日15 : 00 まで

大野 修平 Shuhei Ohno

④ 旧小林邸ひととき
Sho Uebuchi

10 : 00 – 17 : 00

久保田 沙耶 Saya Kubota

Fuyuko Mineno

上渕 翔

開場時間
休 場 日

Tobo

⑩ Tsukuba Place Lab
寺村 サチコ Sachiko Teramura

Shen Lintao

⑤ 石蔵Shiten:

三浦 かおりKaori Miura
下野 友嗣 Yuji Shimono

サイバーダインスタジオ
内海 聖史 Satoshi Uchiumi

今野 健太 Kenta Konno

上根 拓馬 Takuma Kamine
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佐藤 静恵 Shizue Sato

《 dual 》2021年 - 内海 聖史 photo by Ken KATO ©UCHIUMI SATOSHI

《 kodama 》2020年 - 大井 真希

《 紅よりはかない永遠 》2020年 - 梅沢 和木

《 kakuzai - bomb 》2020年 - 速水 一樹

筑波山

土井 直也 Naoya Doi
小谷 里奈 Rina Kotani
江崎 聖桜 Seioh Ezaki
アリカワコウヘイ！
KO-HEY! ARIKAWA

⑥ 川田邸
Anais Karenin

Kalina Leonard
荒井 佑実 Yumi Arai
市川 絢菜 Ayana Ichikawa
（順不同）

研究学園駅 つくば駅

駐車場案内
筑波山エリア - 市営駐車場
（有料）/ 石蔵 Shiten:- 神郡市営駐車場
（無料）川田
邸 - 北条商店街駐車場
（無料）/ 茨城県つくば美術館、
- 南 2 北２
（有料※美術館
利用者は 1 時間無料）
そ
、の他つくばセンターエリア‒( 有料駐車場あり）
/ サイバー
ダインスタジオ - イーアスつくば駐車場
（無料）

TSUKUBA ART CYCLE PROJECT

秋葉原駅

東京駅

つくばアート
サイクルプロジェクト

山エリアまでの経路

約90分

TX

つくば駅

コロナウイルスの感染状況により、
各会場ごとの中止、
営業時間の変
更等をする場合がございます。Web サイトや SNS などで最新情報を
ご確認の上ご来場ください。

筑波山神社
入り口

市営駐車場

