Orientation as Gardening
Part 1 –Tokyo
A project by Almut Rink and Carola Platzek
In the context of the festival Trolls in the Park
3 – 23 November 2016, Zenpukuji Park and Youkobo Art Space, Tokyo

作庭としての方向性
トロールの森2016

2016年11月3日ｰ11日23日 東京都

こと
（Orientation）
を通じて、
私たちは世界を知ることができます。
「作庭としての方向性
（Orientation as Gardening）
は、
世界を、
真実としてでは
体的な創作活動
（作庭）
として、
探求するものです。
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From November 20th through
22nd, a series of talks will take
place at the site of the last board.
Together with local experts, Almut
Rink and Carola Platzek will reflect
the past experience from different
viewpoints.

そのためにいくつかのインスタレーションを制作しました。8組の違い棚と、8つの
テキストを用いて、善福寺公園と遊工房アートスペースにおいてインスタレーショ
ンを行います。植物や石などを置くための室内の小さな
「違い棚」
は、伝統的な書
院造に基づくものですが、
これらの違い棚は今回の作品では人の大きさに拡大さ
れ、
オープンな空間に再配置されています。
これらの違い棚は枠組みであると同時
に家具であり、公園の展示場所それぞれの独自の状況に合わせたものとなってい
ます。8箇所の展示場所は、
あくまでも複数の視点を選び出したものであり、無限
の可能性の一断面に過ぎません。
さらにテキストを作成しました。8冊の本からそ

11月3日から11月10日の期間は、毎日8時に制作チームは画廊から屋外の公園
へ向かいます。人間のサイズに大きく作られた書院作りの違い棚の棚板を持ち、公
園の中の決められた場所にインスタレーションとして違い棚を組み立てます。最初
の8日間はアルムート・リンクとカロラ・プラツェックがそれぞれの棚のそばで作業
を行います。
それぞれの日の終わりには、違い棚に名前がつけられます。公園が閉
園した後、名前と違い棚はギャラリーへと戻されます。2日目から8日目までは、
ひと
つのテキストが違い棚と同じくギャラリーから出て公園内を巡り、前日違い棚が作
られ翌日は何もない場所となっている地点を明示します。公園では一度に1組の
違い棚しか見ることはできません。遊工房アートスペースのギャラリーには、公園

アルムート・リンクとカロラ・プラツェックが公園で作業を行った8日間の後、両ア
ーティストは公園からは8日間いなくなり、公園の外で調査を行います。
この11月
11日から11月18日の間は、8番目の違い棚は所定の場所に残され、
その違い棚

EVENTS
11/2/2016
Installation Rehearsal
11/3/2016
Public Tour, 11:30 am – 1 pm
11/20/2016
Artist Talk, Youkobo Art Space, 4 pm
11/21/2016
Talk with Masatoshi Nishiyama,
garden designer
Talk with Eiishi Noda, director
of “Trolls in the Park” and local
historian
11/22/2016
Talk with Prof. Keiko Torigoe,
soundscape researcher
11/23/2016
Public Tour, 1:30 – 3 pm
ADDRESSES
Zenpukuji Park
Zenpukuji 3-9-10, Suginamiku,
Tokyo 167-0041 Japan
Hours: 9am – 5pm

の引出しにはそれまで実際に存在していた他の違い棚の写真が収納されていま
す。11月19日、両アーティストはこの違い棚の所に戻り、
これまでと同様、違い棚
に名前が付けられ夕方にはギャラリーへ戻されます。翌日、8番目の違い棚がなく
なった場所にはテキストが設置され、
これで公園におけるすべてのテキストが完成
し、
8番目の違い棚の写真は引出しの中に納められます。
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Tuesday 8th November 2016

2016年11月4日(金)

2016年11月8日(火)
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Youkobo Art Space
Zenpukuji 3-2-10, Suginamiku,
Tokyo 167-0041 Japan
Hours: Wed –Sun 12 – 7 pm,
and open on 11/7– 8
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Orientation as Gardening is an
arts-based research project by
Almut Rink and Carola Platzek
at the Academy of Fine Arts in
Vienna, funded by the Austrian
Science Fund (FWF/PEEK
AR 325). In this project we
engage with structural questions
of order, orientation, composition
and forms of subjectivisation.
More information and pictures at
www.orientationasgardening.net

作庭としての方向性（Orientation as
Gardening）
は、
オーストリアの学術ファン
ドFWF/PEEK AR 325によって運営されて
いるウィーン美術アカデミー（Academy of
Fine Arts Vienna）
のアルムート・リンクと
カロラ・プラツェックによる芸術的な研究プ
ロジェクトです。
このプロジェクトで我々は、
秩序、構造主義的疑問、方向性、形成、主体
化の仕組みについて取り組んでいます。
詳しい情報、写真はこちらをご覧ください
www.orientationasgardening.net
作庭としての方向性

20日から22日まで、最後の違い棚が置
かれていた場所で、一連のトークセッショ
ンが開催されます。地元の専門家ととも
に、
アルムート・リンクとカロラ・プラツェ

内に設置されていない違い棚とテキストの全てが置かれます。
これらは、同時に展
示であり、
アーカイブであり、
倉庫となります。

The eight days of Carola Platzek and Almut Rink’s presence in the park
are followed by eight days of absence, in which both artists continue their
research outside of the park. During this time, November 11th through 18th,
the eighth board will remain at its location, containing a drawer with
photographs that recollect the physical presence of the boards in the park.
November 19th, both artists will return to the park for one final day at the
board. Like its predecessors, it will be given a name and return to the gallery
in the evening. The next day, a text will be placed in the void of the eighth
board and thus complete the series of texts in the park; a photograph of the
eighth board will be placed in the drawer.
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善福寺公園、遊工房アートス

自分のおかれた状況を時間的、空間的に正しく位置づけ、周囲を的確に認知する

Youkobo Art Space
10'

Trolls in the Park

れぞれひとつの本質的な言葉を抽出し、
このモチーフに対して、
詩を創作しました。

From November 3rd through 10th at 8 am, the team will start its passage
from the gallery to the park, carrying the components for one board. At its
designated spot, the group will take a moment to prepare for the work of
that day; then the board will be set up. For eight days, Almut Rink and Carola
Platzek will be present and working at the respective board. At the end of the
day, it will be given a name. As the park closes, title and board return to the
gallery. From the second through the eighth day, one of the texts will wander
from the gallery into the park and mark the void, created by the board of the
previous day. Only one board at a time will be present in the park. All the
parts that are not in use outside, will be stored and displayed in Youkobo Art
Space. They are exhibition, archive, and storage at once.
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アルムート・リンク (Almut Rink)、
カロラ・プラツェック (Carola Platzek)

なく、行為として、移り変わるものとして、経験として、世界の中にいる存在による主

A series of arrangements have been developed: Eight Assemblage Boards
and eight pieces of text will be installed in Zenpukuji Park and in the gallery of
Youkobo Art Space. Based upon classic Shohin displays – small scale indoor
shelves for plants and stones – the boards have been enlarged to human scale
and transfered into public space. Frame and furniture in one, they have been
adapted to the specific conditions of their respective environments in the park.
These eight sites compose an array of perspectives and represent at the same
time an infinite number of possible further options. In addition, eight texts
have been developed: From eight different books, one essential word has been
filtered and subsequently a poem developed out of it.
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Part 1 – 東京

ペース

Orientation allows us a notion of the world around us. “Orientation as Gardening” investigates orientation as an activity, a transition, an experience and
not as a given. An active composing (gardening) of being-in-the-world.

Zenpukuji Park Map

ックは、
それぞれ異なった視点からこれ
までの経験を振り返ります。
イベント
2016年11月2日
インスタレーションのリハーサル
2016年11月3日
11:30-13:00 パブリックツアー
2016年11月20日
16:00

遊工房アートスペースでのアー

ティストトークセッション
2016年11月21日
ガーデンデザイナー

西山雅俊氏とのト

ークセッション
Trolls in the Park監修・郷土史家 野
田栄一氏とのトークセ ッション
2016年11月22日
サウンドスケープデザイナー

鳥越けい

子教授とのトークセッション
2016年11月23日

Orientation as Gardening
Conceived and realised by
Carola Platzek, Almut Rink
Conductor, Script:
Ursula Reisenberger
Collaboration, Realisation of the
boards, Set-up: Gerald Freimuth
Collaborative Writing with:
Kathrin Schedl
Architectural assistance and
plans: Burak Genc
Project assistance: Tatsuhiko
and Hiroko Murata, Makiko Tsuji
Translations: Yuta Negishi,
Sophie Strohmeier, Hillary Keel
Support: Youkobo Art Space,
Trolls in the Park 2016, Agency
for Cultural Affairs, Government
of Japan, Austrian Cultural
Forum Tokyo – Embassy of the
Republic of Austria in Japan,
Austrian Science Fund (FWF),
Academy of Fine Arts Vienna

着想と実現：

アルムート・リンク
（Almut Rink）、
カロラ・プラツェック
（Carola Platzek）
ディレクター、
スクリプト：ウルズラ・ライゼン
ベルガー（Ursula Reisenberger）
協力、
違い棚の実現と設置：ゲラルド・フライ
ムート
（Gerald Freimuth）
共同執筆：カトリン・シェードル
（Kathrin Schedl）
建築補助、計画：ブラーク・ゲンク
（Burak Genc）
プロジェクトアシスタント：村田達彦、
村田弘
子、辻真木子
翻訳：根岸勇太、
ソフィー・ストローマイヤー
（Sophie Strohmeier）、
ヒラリー・キール
（Hillary Keel）
支援：遊工房アートスペース、
トロールの森
2016実行委員、文化庁、
オーストリア大使
館文化部オーストリア文化フォーラム
（Austrian Cultural Forum Tokyo ‒ Embassy
of the Republic of Austria in Japan）
、

、
Austrian Science Fund（FWF）
ウィーン美術アカデミー（Academy of
Fine Arts Vienna）

13:30-15:00 パブリックツアー
住所
都立善福寺公園

遊工房アートスペース

東京都杉並区善福寺3-9-10
開園：午前9時ｰ午後5時

http://www.youkobo.co.jp/

遊工房アートスペース

http://www.trollsinthepark.com/

Trolls in the Park

東京都杉並区善福寺3-2-10

文化庁

開廊：水曜から日曜 午後12時ｰ午後7時

（11月7日(月)•8日(火)は開廊）

Saturday 5th November 2016
2016年11月5日(土)

Wednesday 9th November 2016
2016年11月9日(水)

http://www.bunka.go.jp/

https://www.bmeia.gv.at/botschaft/
tokio/die-botschaft/kulturforum.html
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Sunday 6th November 2016
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Thursday 10th November 2016

2016年11月6日(日)

2016年11月10日(木)
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