
「あれって何？」 と思いましたか？ 

この空間では、国内外で活躍するアーティストによる作品を展示・
発表します。  バッティングセンターは、子供から大人まで幅広く
楽しめるレジャー施設であると同時に、新たな挑戦や刺激を体感
できる場です。 だからこそ、私たちは今回のリノベーションに際
し、みなさまの好奇心や創造性を刺激できるような場を作りたい
と考えました。 

ふと立ち止まり、「あれって何？」と思う瞬間。
年齢や世代・時代に関係なく、 何かに興味がひかれるこの経験を
皆さまと今日、共有していければ幸いです。
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お問い合わせ・ご用命の際は、上記のQRコードよりお問い合わせください
If you have any inquiries or requests, please reach us from this QR code.

安宮 理子 _ Riko Yasumiya

セントラル・セント・マーティンズ  (イギリス・ロンドン)  Arts & Science 修士課程卒業。 
 Art for Medical Education - 人体の構造から着想を得た作品は、身体に関する
関心や知識を共有していくことを意図している。　

これまでの展示に、 The Other Art Fair (2019 / イギリス)、The graduate Art Prize - Green Rooms 
Hotel (2019 / イギリス) 、 EmbryonicA - Central Saint Marins (2018 / イギリス) など。 

Are you confused? We hope so. Curious? You better be.
If you are reading this, you must be wondering, ‘What are those?’

Before the renovation, LALALA wanted a change, to inject a new life, but a Japanese 
batting centre has enjoyed such long history, loved by children and adults, for practise 
and entertainment. How do we create anything new out of something supposedly so 
straight forward and so familiar? GROWING SPACE reimagines and challenges the 
notion of what a batting centre could be, in here, there’s more than baseball, art will 
grow with your imagination. We hoped to spark a reaction from you, be it positive or 
negative. We would like to bring out the possibilities here, where your children can 
engage with artworks that would hopefully inspire them. Don’t we all love that mo-
ment when a child stops and gazes, then asks us the question, ‘What is that?’

GROWING SPACE wishes to grow with you and your children. Every year we will 
present artwork here until the space is grown. We believe that even if you are an adult 
you would still want to be that carefree child, to be able to speak to your 13-year-old 
inner self, always stay hungry and stay curious, let’s continue to expand our horizon.

GROWING SPACE 
グローイングスペース

ドウブツは筋肉と骨によって運動でき、
筋肉は神経からの信号を受けて動きを制御される。

これは、日々の生活で無意識に行われている神経から筋肉への
情報伝達を表現した骨格筋の模型である。 この模型はシャンデリアの
ように天井から吊られ、神経が筋肉への信号を伝達するように、
近づく人に反応して光の動きを魅せる。

この作品では、一番身近な自身の体の機能美を再認識するきっかけを
作っている。

Mixed media / ミックスドメディア

neuro−muscular interaction 設営協力：　
山信建設 / Real Rock Design

GROWING SPACE  企画協力： 
Hémash co.,Ltd _ エマッシュ

GROWING SPACE キュレート / プロデュース：　
SYNONYM _ シノニム　

www.synonym.jp/gs


