【AFAF2019 ウェルカムトーク ご挨拶】
アートフェアアジア福岡 2019（AFAF）開催まで、あと 1 ヶ月を切りました。
たくさんの方々からご期待、ご協力を頂き、感謝申し上げます。
来場される皆様一人ひとりにとって、
展示される作品一つひとつにとって、
お互いが出会い、縦横に繋がり合う
「ART FOR ALL」
の時間となりますよう、事務局一同、鋭意準備を進めております。
いよいよ本番が近づく中、
皆様に AFAF2019 を、さらにアートそのものをより深く楽しんで頂くために、
事務局では
「AFAF2019 ウェルカムトーク」
と題しまして
AFAF 実行委員長であります森田俊一郎氏（ギャラリー・モリタ オーナー）に
AFAF 開催までの物語やアートの本当の面白さ、
アートフェアにかける思いについて伺ってみました。
数回にわたりご紹介していきます。
ぜひご覧ください。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting]
There is a month until Art Fair Asia Fukuoka 2019 (AFAF) is held. We are grateful for
the expectations and cooperation of so many people. The secretariat is working hard
to create an event where each and every visitor can encounter each work on display
and have an “ART FOR ALL” time. The Art Fair is coming soon, In order for you to
enjoy AFAF2019 and the art itself more deeply, We asked Mr. Shunichiro Morita
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(Gallery Morita owner), the AFAF Executive Committee Chairman, to do the
“AFAF2019 Welcome Talk” about the real story of the AFAF event, the real fun of art,
and the thoughts about the art fair. We will introduce it to you over a period of time.
Please take a look.

【喜迎 AFAF2019 暢談】
距離亞洲福岡藝術博覽會 2019 (AFAF)開幕只有⼀個⽉了。
感謝⼤家的期望和⽀持。
對于每⼀位到場的⼈來說，
對每⼀個展⽰的作品來說，
可謂有倖相遇，縱橫神交。
"ART FOR ALL"
為了讓這次展會體現“藝術為⼈⼈”的主題，
籌備辦公室全體同仁正在精⼼做準備。
値正式開場越來越近的時⽇，為了讓⼤家更深切地享受藝術，籌備辦公室特以
“喜迎 AFAF2019 暢談”
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為題，採訪了 AFAF 運營委員會委員⻑森⽥俊⼀郎先⽣(畫廊 MORITA 經營⼈)，請森⽥先⽣
講述有關 AFAF 的幕後故事，藝術真諦的體驗，以及對藝術展會的熱情，並分次作出介紹。
敬請分享。

企画/Planning : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CN), Sara Melo(ENG)

【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #1】
第一回アートフェアアジア福岡（AFAF）は 2015 年。
地元のホテルグループが企画を探していると故・西牟田一広が嗅ぎつけ、
ホテルアートフェアを一緒に提案しに行ったのが 2015 年 1 月。
ぜひやってくださいとホテル側からお返事頂いたのが 1 月末。
開催時期まで指定されていました。その年の 9 月です。
ギャラリーさんからの期待も予想以上に高い。
こちらも乗りかかった舟ですから、
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まっしぐらに突き進むしかありません。
最初から限界ギリギリのトップギアでした。笑
今年で 5 回目を迎えられたのも、
多くの方の力添えと、アートを愛する内外のお客様がいてこそ。
本当に感謝しかありません。
今後さらに 10 回目、20 回目と続けていき、
さらに海外の都市ともコラボを重ねていければ、
アートは福岡の隅々に沈殿し、
やがて文化を育む豊かな土壌となっていくでしょう。
それはきっと、心躍る風景なのです。
（西牟田一広君は 2017 年 6 月、34 才の若さで他界しました。僕は彼の分まで頑張ら
なければならないんです。）
（企画・CICEI KOU / 文・楊睿之）

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #1]
The first Art Fair Asia Fukuoka (AFAF) was in 2015. Kazuhiro Nishimuta, who
passed away in 2017, learned that a hotel group was looking for an interesting
project. So Mr. Nishimuta and I went to give them a presentation about the Hotel
Art Fair in January 2015.
There was a reply from the hotel group at the end of January about the fair.
Moreover, they had already decided to hold the fair in September 2015. I learned
that a lot of galleries were looking forward to this fair more than I expected. As
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this was also the boat I got on, I had no choice but to go forward. I started this
project with the limit of top gear.
AFAF will be held for the fifth time this year. It was with the help of many people
from home and abroad who love art that the AFAF was continued. Iʼm really
thankful to you. I will continue AFAF for the 10th and 20th time in the future, and
I would like to cooperate with overseas cities. By doing so, I think that art will be
transmitted to every corner of Fukuoka city and eventually become the foundation
of culture. It will surely be an exciting landscape for me.
(Kazuhiro Nishimuta passed away at the age of 34 in June 2017. I have to do my
best in his behalf.)

【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #1】
⾸届亞洲福岡藝術博覽會(AFAF)是 2015 年舉⾏的。
当時福岡本地的酒店集團正在尋找新的策劃，被已故的⻄牟⽥⼀廣先⽣得知。
於是我們向酒店提出藝術博覽會的策劃，那是在 2015 年 1 ⽉。
酒店集團⽅在 1 ⽉末就迅速答复了我們︓“這就是我們想要的策劃”。
并當場决定舉辦時期為当年的 9 ⽉份。
對此策劃其他多數画廊也予以极⼤期待。
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我們由此登船，然后只能⼀往直前，别⽆旁鶩。
从⼀開始就是全⼒以赴，不遺餘⼒。（笑）
今年博覽會迎来第五届，
對来⾃各⽅⾯的帮助，對熱愛藝術的国内外客⼈的⽀持，
我只有从⼼底表⽰深深的感謝。
未来 10 届、20 届，展会会持續辦下去，
並在与海外城市的⻑期合作之中，
藝術养分会積澱在福岡的每⼀个⾓落，
⽽成為孕育⽂化的肥沃⼟壤。
到那時，⼀定会成為⼀道会讓⼈賞⼼悦⽬的⾵景線吧。
(⻄牟⽥⼀廣先⽣於 2017 年 6 ⽉去世，年僅 34 歲。⽣者的我必須為他⽽更加努⼒加油
⼲。)

企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #2】
私はもともと食品商社に勤める商社マンでした。
商社のビジネスは数字も大きく動くし、一見してダイナミックですが、
100 万個ある大量生産された商品を捌くより、
世界に 1 点しかない作品を語る方が私には圧倒的に面白く、
情熱を注げるように感じられました。
会社に不満はありませんでしたが、
きっぱり辞めてアートの世界に飛び込んだのです。
あれからはや 30 年になんなんとしています。
人生は一度しかやって来ない。
その貴重さを考えた時に、
私にとってそれはアートと繋がるものでした。
あの時、逸る気持ちを抑えずに
アートの世界に飛び込んで本当によかったと思います。
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[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #2]
I originally worked for a large food trading company. The work of a trading
company is a seemingly dynamic business where huge numbers are handled. But
for me, talking about a single art piece in the world is overwhelmingly more
interesting than introducing 1 million products. I felt like I could focus on my
passion.
I haven't complained about the company so far, I left the company and jumped
into the art world. It has been 30 years since then.
Life comes only once. When thinking about its preciousness, for me it was
connected with art. At that time, without restraining feelings I'm really happy to
jump into the art world.
feelings I'm really happy to jump into the art world.

【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #2】
我原本在⾷品商貿公司⼯作。
公司⽣意的規模，⾦額数字不菲，乍⼀看活⼒滿滿的。
但對我来說，⽐起成百上万單位的商品交易，
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對介紹世界上唯⼀存在的作品，
更令我感到有興趣，報以更⼤的熱情。
我對公司没有什么不滿意的地⽅，
但我還是離開了公司，傾⾝投⼊藝術的世界。
屈指⼀算已經整整 30 年。
⼈⽣只有⼀次。
在考慮⼈⽣價值為何時，
對我来說，就是藝術。
想起當時我毫無猶豫跳⼊了藝術界，
是我做出的最佳選擇。

企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #3】
アートフェアアジア福岡（AFAF）で
たくさんの新しい作品に出会えると思うでしょう？
でも違います。
新しい作品に心動かされる新しい自分に出会うのです。
美術の知識はひとまず不要。
新しい自分を迎え入れる器量だけお持ちください。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #3]
Do you think you can meet a lot of new artworks at Art Fair Asia Fukuoka
(AFAF)?
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That is incorrect.
You will meet your new self who is moved by new art works.
No knowledge of art is required.
You only need the ability to accept your new self.

【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #3】
来福岡亞洲藝術博覽會看展，能够遇到很多新作品吧?
但，不是。
真正遇到的是被新作品所打動的全新的⾃已。
暫時我們不需要美術知識。
只要準備好迎接嶄新的⾃⼰的氣量就⾏。

企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #4】
壁を国境に建てようとする政治指導者もおりますが、
私はむしろアートフェアで壁をぶち壊していきたい。
美術館とはまた違う刺激を、アートフェアで発見できます。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #4]
Some political leaders try to build walls on their borders,
I would rather break the borders with an art fair.
You can find an excitement at the Art Fair different from a museum.
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【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #4】
⼀些政治領袖試圖在邊境建牆壁，
但我寧愿⽤藝術博覽會推倒牆壁。
你可以在此找到與美術館不同的激動。
.
企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)

【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #5】
アートを描く、アートを観る。
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アートを売る、アートを買う。
アートが好き、アートと関わってみたい。
福岡にも、九州にも、実はそんな人は多く、
アートフェアアジア福岡（AFAF）は、
そのような心意気を持った人たちが創るアートのお祭りです。
アートとゼロ距離な非日常がきっと楽しい。
ご飯を食べる暇もないかもしれません。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #5]
Draw art, watch art. Sell art, buy art.
I like art and want to get involved with it. There are actually many people like this
in Fukuoka and Kyushu.
Art Fair Asia Fukuoka (AFAF) is an art festival created by people with such a
spirit.
Art at zero distance is so much fun that you may not even have time to eat.

【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #5】
画藝術，看藝術。
賣藝術，買藝術。
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喜歡藝術，想參與藝術。
福岡也好，九州也好，事實上這樣的⼈群很多。
亞洲藝術博覽會正是由擁有這种氣質的⼈打造的藝術慶典。
與藝術零距離接觸的⾮⽇常空間定是快樂的。
可能會愉快到連吃飯的時間都覺得可惜。
.
企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #6】
日本人は世界で一番美術館に行くと言う。
その意味で日本人のアートの教養は高いのかもしれません。
けれどもアートを「買って所有する」日本人は
とてもとても少ない。
なぜでしょう。
日本人とアートとの間に、
もどかしいくらいの距離感がまだまだある。
アートとの関係は観るだけではもったいない。
もっと深くあっていい。
「この作者のこの絵が欲しい！」
身銭を切って世界に一つだけの作品を所有した時、
単なる鑑賞を超えたところにアートとの新しい関係が生まれます。
アートの本当の面白さは
そこから始まります。
アートフェアアジア福岡（AFAF2019）は、
そのようなアート体験のきっかけとなるでしょう。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #6]
Japanese people are said to visit museums the most in the world. In that sense,
Japanese art education may be high. But Japanese people who “buy and own” art are
very very few. I wonder why. Between Japanese people and art there are still big
gaps. It's a waste to just have a watch relationship with art. You can deepen your
relationship with art. "I want the work of this artist!" If you pay and own only one
piece of artwork in the world, a new relationship with art is created beyond mere

16

appreciation. The real fun of art starts there. Art Fair Asia Fukuoka (AFAF2019)
creates an opportunity for such art experience.

【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #6】
据說⽇本⼈是世界上去美術館次数最多的⼈群。
在這个意義上,⽇本⼈的藝術教養也許挺⾼的。
但是“買”藝術作品⽽擁有它的⽇本⼈很少。
為什么呢?
⽇本⼈與藝術之間，
還存在令⼈隔靴搔癢的距離。
只看不買，與藝術這樣的關係是很可惜的。
應越深⼊其間越好。
“好想要這个畫家的這幅画︕”
当你捨去錢財，擁有世界上唯⼀的作品時，
就超越了單純的鑑賞境界，產⽣與藝術的新關係。
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藝術的真正樂趣由此開始。
然⽽亞洲藝術博覽會(AFAF2019)將成為
這種深度藝術体驗的契機。
.
企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #7】
パリが好きと言って、
パリの旅行本をたとえ 100 冊読んだとしても、
パリに実際に足を運んだ人間には敵わない。
実際に作品を創っている作家、
作品と人との関係を演出するギャラリスト、
身銭を切ってアートを収蔵するコレクター。
アートの現場のど真ん中で生きている人たちとの交流は実に刺激的です。
刺激が心地よくてついこの歳になっても
アートと遊ぶのを止められないワタクシです・・・。
作品を観るだけ、先生の授業を聞くだけでは味わえない
「アートの本当の面白さ」を、ぜひ。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #7]
Even If you like Paris and read 100 travel books about Paris, it doesn't compare to
people who actually went to Paris. The artist who actually creates the artwork, The
gallerist who creates a relationship between the work and people, the collector who
spends money collecting art. Interacting with people within the heart of the art scene
is really exciting. I am so excited and I can't stop playing with art even when I'm old...
Please enjoy “the real fun of art” that you would not be able to by just watching the
work and listening to the teacher's class.
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【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #7】
.
都說喜歡巴黎，但即使讀了 100 本有關巴黎旅游的書，
也不敵實際去過巴黎的⼈。
從事作品創作的藝術家，
構思作品與觀賞者之間關係的畫廊經營者，
捨去錢財收藏藝術品的收藏家。
與活在藝術正中的⼈群交流是⾮常令⼈興奮的。
正是在這种愉悦的興奮中⾛到今天，
儘管到了這個年份，我也⽆法停⽌和藝術玩耍…
光是觀賞作品,光是在課堂上聽講
是體會不到藝術的真正樂趣的。
請⼀定前來試試。
.
企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #8】
日本人は本当にアートが好きです。
しかし売買と収蔵が伴うアートマーケットは悲しいほどに小さい・・・。
多くの日本人にとってアートは美術館で眺めるモノか、
部屋を飾るインテリアです。
アートは、文化です。
文化とはその中で生きてみることで
初めて意味と価値がわかるものです。
アートは買って所有することでしか見せてくれないパワーがあります。
自分の買ったアートの値段にドキドキし、
自分の買ったアーティストの新作にワクワクする。
心を揺さぶるようなアートのディープな楽しみ方を
もっと色んな方に知って頂きたいですね。
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[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #8]
Japanese really like art. But the art market of buying and selling is sadly small ... For
many Japanese, art is something you see in museums, or interior decoration of a
room. Art is culture. You understand for the first time the meaning and value of
culture once you get involved with it. Art has a power shown only by buying and
owning it. Being thrilled by the price of the art you bought and excited about the new
work of the artist you bought. I want more people to know how to enjoy art and be
touched.

⽇本⼈很喜歡藝術。
但與之伴隨的交易和收藏的藝術市場⼩得令⼈傷感，，，。
對許多⽇本⼈来說,
藝術不是在美術館看的東⻄，
就是裝飾在房間的裝飾。
藝術是⽂化。
試試與⽂化同在的⽣活,
⽅知藝術的意義和價值。
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藝術品具有只能在買下成並為⾃⼰⼿中之寶後才能感知到的⼒量。
或對⾃⼰買下的藝術品的價值總是⼼動不已,
或對⾃⼰買的藝術家的新作⽽歡欣雀躍。
希望更多⼈體驗到這種讓⼈激動的藝術樂趣。
.
企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #9】
日本では身銭を切ってアートを買う文化は薄い。
商業主義から遠いのは結構なことですが、
アートマーケットが海外よりも遥かに貧弱なため
アーティストが生きるには厳しい環境です。
だから価値ある作品も、
可能性のあるアーティストもどんどん海外に行ってしまう。
アートという文化にお金をかけないばかりに、
文化がやせるばかりで肥えていかない。
海外のアートフェアに行くと
絵を買う人と買わない人との待遇が
全く違う現場に遭遇することが多々あります。
VIP の人と、そうじゃない一般人。
厳に区別されます。
いやらしいかもしれませんが、
そのヒエラルキーは現実として存在します。
健全なヒエラルキーの緊張感が
アートを創る人、アートを観る人を育て
文化を発酵させるものと、私は思います。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #9]
There is not much of a culture of buying art in Japan. It's not bad to be far from
commercialism. But because the art market is far weaker than overseas it is a tough
environment for artists to live. So, valuable artworks and artists with potential are
going overseas. Not spending money on art culture, the culture becomes poor and
does not grow. If you go to an art fair overseas, you will come across a scene where
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people who buy art and those who don't buy it have different treatment. There are
places where Art VIP people and ordinary people are strictly differentiated. It may be
unpleasant, but hierarchy exists as a reality. The existence of the correct hierarchy
nurtures the person who creates and sees art. And I think it will grow the culture.

【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #9】
.
在⽇本捨去錢財購買藝術品的⽂化氛圍稀薄。
遠离商業主義是件好事情，
但藝術市場遠⽐海外蕭條，
此環境無疑是對藝術家的⽣存來說⾮常嚴峻。
因此有價值的作品,
有潜⼒的藝術家都不断地流向海外。
不在藝術⽂化上花⼀分錢,
⽂化⼟壤只能變得貧瘠,不會豐饒。
在海外的藝術展上，
買画的⼈與不買⼈的待遇完全不同。
這种現象極為普通。
25

是不是ⅤlP 有嚴格的区分。
其⾝份之分或許有点令⼈反感，
但其等級概念是現實存在的。
健全的等級概念所形成的緊張感
將培养創造藝術的⼈，同時也培養觀賞藝術的⼈，
成為使⽂化發酵的要素。
我是這么認為的。
.
企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #10】
アートとの付き合い方はそれぞれあっていい。
カーテンのような日用品を物色する感覚で
「安いか高いか」
「役に立つか立たないか」
で見たり買ったりするのも別にいい。
でも私がオーガナイズしたいアートと人のあり方はちょっと違います。
作品を買うことは
作家の人生とその人が創る世界を買っているのと同じなんです。
アートと人とのより深い精神の交わりが
素晴らしいアーティストを育て、
文化を育んでいくのではないでしょうか。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #10]
There are different ways of interacting with art. It is fine to buy art with the feeling of
looking at it as daily necessity like curtains "Cheap or expensive" "Useful or not useful"
But the relationship between art and people that I want to organize is a little different.
Buying artworks is the same as buying an artist's life and the world they create. A
deeper relationship between art and people will nurture wonderful artists and cultures.

【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #10】
.
有各種各樣與藝術交往的⽅式。
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和買窗帘等⽇⽤品⼀樣，
只在乎
“貴︖還是便宜?”
“有⽤︖還是無⽤?”
這也是⼀種對藝術的態度。
但不是我想創造的藝術體驗，藝術與⼈的理想狀態。
買下⼀個⼈的作品，
等於與買下了創作⼈的⼈⽣和他創造的世界。
正是藝術與⼈之間更深層次的交往
才能培養出出⾊的藝術家，
並孕育⽂化。
(圖⽚來⾃ INFINITY JAPAN CONTEMPORARY ART SHOW 2018)
.
企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #11】
アートが売れる人と売れない人との間に差をつけないのが日本であれば、
アートを買う人と買わない人との間に差をつけないのも日本。
みんな平等。みんな同じ。
それだと果たして
アートを創造するエネルギーが生まれるのでしょうか。
エネルギーとは変化と動きです。
アートを発信する側の人間として
「もっと何かできることはないのか？」と、
いつも思ってしまう。
その答えの一つがこのアートフェアアジア福岡（AFAF）です。
アートにもっと欲を。
アーティストにもっとえこひいきを。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #11]
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In Japan, there is no difference between those who sell art and those who do not. In
addition, there is no difference between those who buy art and those who do not.
Everyone is equal. Everyone is the same. Will it really generate energy to create art?
Energy is change and movement. As a person who introduces art, I always wonder,
"Is there anything else I can do?" One of the answers is Art Fair Asia Fukuoka (AFAF).
You should be more involved with art. In addition, you should not see the artists
uniformly.

【喜迎 AFAF2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #11】
.藝術品賣得好的⼈與賣得不好的⼈之間不設差距的，是⽇本,
買藝術品的⼈與不買的⼈之間不設差距的，也是⽇本。
⼈⼈平等，⼤家都⼀樣，
這樣能產⽣藝術創作的能量嗎?
所謂能量就是變化和動⼒。
作為啟動藝術發信⽅的⼈⼠，
我經常在思考
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“還有什麼事可以做?”
答案之⼀就是全⾝⼼投⼊福岡亞洲藝術博覽會(AFAF)。
給藝術更多執著。
給藝術家更多偏愛。.
.
企画/Planning/策劃 : CICEI KOU
⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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【AFAF2019 ウェルカムトーク by 森田俊一郎 #12】
価値観、文化、人生。
哲学、解釈、物語。
全ての人に出会えて、あらゆるものに繋がる。
今年のアートフェアアジア福岡（AFAF）のコンセプトは
「ART FOR ALL」
です。
AFAF で、会いましょう。

[AFAF2019 Welcome Talk Greeting by Shunichiro Morita #12]
Values, culture, life. Philosophy, interpretation, story.
Meet everyone and connect to everything.
The concept of this year's Art Fair Asia Fukuoka (AFAF) is "ART FOR ALL"
See you at AFAF.

【喜迎 2019 暢談 森⽥俊⼀郎 #12】
價值觀，⽂化，⼈⽣。
哲學，解釋，故事。
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讓所有的⼈相遇相交,
讓所有作品與⼈聯接貫通。
今年福岡亞洲藝術博覽會(AFAF)的理念是︓
“ART FOR ALL"（藝術為⼈⼈）。
讓我們相會於 AFAF。.
.
企画/Planning/策劃 : CICEI KOU

⽂/Text : RUIZHI YANG(JP&CHN), Sara Melo(ENG)
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