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基本理念

沿革

平成 24 年度実施事業一覧

●＝ワークショップ
●＝たのしい実技講座
●＝やさしい美術鑑賞講座

●＝企画展
◯＝企画展関連イベント
●＝地域連携・学校連携

アトリアがめざすこと

施設とその成り立ち

2012

川口市立アートギャラリー・アトリアは、平成 18（ 2006 ）

大正 14 年の創業以来、約 80 年にわたり市民に親しまれてき

5月

年 4 月にオープンした小さなアート施設です。現代アートの

たサッポロビール埼玉工場が平成 15 年に閉鎖されました。

展覧会や地域に根ざした事業を展開し、市民が新しい表現に

この工場跡地にリボンシティが生まれ、
「まち歩きが楽しい

出会い多様な価値観を共有する場を目指しています。

新しい都市空間の実現」を開発方針として、大型ショッピン

アトリアの活動には 5 つの大きな柱があります。
「企画展と

グセンターや住宅街区のほか、近隣公園（現在、並木元町公

関連事業」
「ワークショップなどの創作体験」
「講座（たのし

園

い実技講座・やさしい美術鑑賞講座）
」
「連携事業（地域連携・

緑の木々や芝生、水施設を有するこの公園内にサッポロビー

学校連携）
」
「貸館事業」
。これら 5 つの柱をゆるやかに結び

ル株式会社から建物の寄贈を受け、川口市立アートギャラ

ながら “ ものづくりのまち川口 ” におけるアート活動の拠点

リー・アトリアが誕生しました。広く張り出したウッドデッ

として、様々な垣根を超えてアートの根を広げます。

キを持つ、集成材を利用した木構造の平屋づくり（一部 2 階）

4月

サッポロビール工場の土台を支えた松杭がギャラリーの床材

ます。アートが内包する多様な価値観を提示しながら、地域の歴史や

◯ワークショップ 空に飛ばす空▶ 5 月12日
◯ワークショップ 布に描かれた想い▶ 5 月13日・26日
◯やさしい美術鑑賞講座 バロックのレンブラントから現代アートまで !? ▶ 5 月19日・20日
●第７回 川口市美術家協会選抜展▶ 6 月27日〜7 月8日

7月

●川口市小・中・高校硬筆展覧会▶ 7 月11日〜16日

●アトリアデビュー☆ みんなで天井画を描こう！▶ 6 月9日
●小枝で茶室をつくろう！ ▶ 6 月17日
●旅先スケッチの楽しみ方～Part1 カフェ編～▶ 6 月23日
●旅先スケッチの楽しみ方～Part2 商店編～▶ 6 月24日

●Ｂ室▶ 6 月12日〜17日
●Ａ・Ｂ室▶ 6 月19日〜24日
●スタジオ▶ 6 月19日

通称：アートパーク）などが建設されました。

計されました。

現代アートやデザインをはじめ、地域に根ざした企画展を開催してい

●春の企画展 きらり、ふわり —想いをのせて—▶ 4 月22日〜5 月27日
◯ワークショップ &アーティストトーク 想い浮かべる空▶ 4 月22日・28日

6月

●夏の企画展 海のライン▶ 7 月24日〜8 月31日
◯ワークショップ 水面をつくる～光のきらめきを表現してみよう～▶ 7 月21日
◯鑑賞ツアー＆プチワークショップ 泡くらげ▶ 7 月24日・31日
◯ワークショップ 海の生きものたちのショート・ストーリー▶ 7 月28日
◯ワークショップ 深い海の音にただよう～コントラバス編～▶ 7 月29日

です。人とアートが自然のひろがりのなかでふれあうよう設
企画展と関連事業

●＝貸館

● KUMAアートスタンプラリー▶ 7 月24日〜8 月31日

8月

として再利用されています。

◯ワークショップ 深い海の音にただよう～ボイス編～▶ 8 月4日
（2 回開催）
●夏休み！アーティストになろう 絵の中にとびこもう！▶ 8 月22日
◯ワークショップ 深い海の音にただよう～波紋音編～▶ 8 月5日
●夏休み！アーティストになろう わたしの風景▶ 8 月23日
◯ワークショップ 海をあるく～あるく事からダンスをはじめよう～▶ 8 月25日・26日 ●夏休み！アーティストになろう 身につけるオブジェをつくろう▶ 8 月29日・30日
◯鑑賞ツアー＆プチワークショップ 泡くらげ▶ 8 月7日・21日・28日

伝統をアートの視点から見直していきます。また新鋭作家のための公
募展や参加型の企画も行っています。

9月

●第 21 回 水道ポスターコンクール入賞作品展示会▶ 9 月5日〜9日
◯キッズパスポート限定ワークショップ 海からの贈りもの～想い出を持ち帰ろう～▶ 9 月１日
●第 7 回 アーティスト・イン・スクール HOMO LUDENS: PLAYING MAN 授業期間▶ 9 月〜11 月

ワークショップ
子どもから大人まで楽しめる様々なワークショップを年間を通して企
画しています。造形だけでなく身体表現や鑑賞なども組み合わせたオ

10 月

リジナルのプログラム。講師はそれぞれの分野で活躍するアーティス
トや専門家が行います。

たのしい実技講座

やさしい美術鑑賞講座

たのしい実技講座では、初心者の方から次のステップを目指す方まで
気軽にものづくりを学んだりアート作品を制作することができます。

名前の由来
「アトリア」とは、アート、アトリエ、リリア※ に由来する

やさしい美術鑑賞講座は、研究者や専門家などを講師に招きアートや

造語であり、施設がアート活動を通した市民の憩いの場とな

作品について「観る・知る」ための講座です。

るようにとの願いが込められたものです。
平成 17 年 8 月に名称を募集。全国 46 都道府県から寄せられ

連携事業（地域連携・学校連携）

た 1649 通（市内からは 799 通）の応募のなかから厳正なる

地域のアートスポットや市民のアート活動の情報発信に協力するほか、

抽選の結果「アトリア」が愛称として採用されました。

共催展などを実施しています。また、学校との連携を図りながらアー

※川口総合文化センターの名称「リリア」を指します。

ティスト・イン・スクール事業及び展覧会を実施するほか、学校向け

●秋の企画展 川口の匠 vol.2 —美しきフォルム—▶ 10 月7日〜11 月15日
◯ワークショップ ドローイング散歩▶ 10 月7日
◯ワークショップ ミニ盆栽をつくろう▶ 10 月13日
◯やさしい美術鑑賞講座 アート作品にみる盆栽の魅力▶ 10 月21日
● Saitama Art Platform 形成準備事業 まち×匠×アート
●川口暮らふと▶ 10 月 27日

11 月

●Ａ・Ｂ室▶ 9 月4日〜9日
●Ａ・Ｂ室・スタジオ
▶ 9 月11日〜23日
●Ａ室▶ 9 月25日〜30日
●Ｂ室▶ 9 月25日〜30日
●スタジオ▶ 9 月25日〜26日

▶ 10 月7日〜11 月15日

▶ 11 月3日・17日
◯銭湯のある街歩き
（全 2 回）
◯やさしい美術鑑賞講座 美しい自転車のデザイン▶ 11 月4日
◯やさしい美術鑑賞講座 欧文書体とデザイン▶ 11 月11日
●第 7 回 アーティスト・イン・スクール HOMO LUDENS: PLAYING MAN 発表展▶ 11 月22日〜12 月2日

12 月

●冬のワークショップ 光と影のハリガネ劇場▶ 12 月8日
●冬のワークショップ 裂き布で楽しむリースづくり▶ 12 月9日
●冬のワークショップ 古代文字であそぼう！▶ 12 月16日
●キッズパスポート限定ワークショップ 獅子舞をつくろう▶ 12 月15日
●初めての銅版画 ドライポイント・メゾチント▶ 12 月19日・20日
●初めての銅版画 エッチング▶ 12 月22日・23日

●Ａ・Ｂ室▶ 11 月20日〜25日
●Ａ室▶ 11 月27日〜12 月2日

●Ｂ室▶ 12 月4日〜9日
●Ａ・Ｂ室▶ 12 月11日〜16日
●スタジオ▶ 12 月11日
●Ａ・Ｂ室▶ 12 月18日〜24日

のギャラリートークも行っています。
2013

貸館事業

1月

市民をはじめとした一般の方々に、アート活動や作品発表の場として

●第７回 川口市立小・中・高校合同中央作品展▶ 1 月30日〜2 月3日

ご利用いただくために、館内の展示室およびスタジオを貸出ししてい
ます。
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●アートな年賀状展２０１３▶ 1 月8日〜27日
◯アートなお正月あそび アートな福笑い▶ 1 月12日
◯アートなお正月あそび アートなコマをつくろう▶ 1 月19日
◯アートなお正月あそび アートなかるたをつくろう▶ 1 月26日

2月

●川口市小・中・高校書きぞめ展覧会▶ 2 月6日〜11日
●中学生のART CLUB 展▶ 2 月16日〜24日

3月

●新鋭作家展 第 2 回優秀者 青木聖吾・遠藤研二
第 3 回 二次審査（作品公開）▶ 3 月2日〜17日
◯アーティストトーク▶ 3 月10日

●春のワークショップ 石を彫る！▶ 3 月23日・24日
●仏像めぐりバスツアー▶ 3 月20日
如意輪観音堂〈阿弥陀如来坐像 付 胎内仏十字架〉
地蔵院〈木造不動明王立像〉
●仏像めぐりバスツアー▶ 3 月31日
江戸袋氷川神社〈十一面観音立像〉ほか
安楽寺〈木造大日如来坐像〉

●Ａ・Ｂ室▶ 3 月19日〜24日
●Ａ室▶ 3 月26日〜31日
●Ｂ室▶ 3 月26日〜31日
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グラフィックデザイン／加藤直子（KAT Design ）
写真／田中由起子・中野幸英
冊子印刷・製本／株式会社ユー・エイド

春の企画展

きらり、ふわり

—想いをのせて—

関連ワークショップ・講座・イベント

ワークショップ & アーティストトーク
想い浮かべる空

Special thanks
雨海武・有泉仁見・久松清則
ハンカチつなぎ隊
川口市立幸町小学校

1 日目に作家作品に投影する映像の基になる「空」を描くワー
クショップ、2 日目に完成した作品の鑑賞会と作家のトーク
を行いました。1 日目にはワークシートを用いながら想い出
に残る「空」を思い浮かべつつ画用紙に描き出しました。ど
のようなときに見た空か、その印象など、互いに作品を鑑賞
しあう時間もあり、2 日目に大きな期待を持てる内容になり
ました。1 週間後の 2 日目は作家が参加者の作品群を映像化
し、自身のインスタレーション作品《 SKY Blimp 》で公開さ
れた飛行船の内部に映し出し、夜の空に浮かび上がらせまし
た。当館前芝生広場での光景に多くの方が足を止めていきま
した。参加者たちが作家と想い出について語り合いながら、
それぞれの「想いを浮かべる」特別な時間となりました。

2012年4月22日
（日）
〜5月27日
（日）

現

代アートにおける多様な表現のあり
方を探る春の企画展。24 年度は鑑賞
者が参加者として直接的に影響を及

ぼす作品をつくるアーティストとともに、当館
を「やさしい想いが集まるところ」に変貌させ

開催日／1 日目

空を描くワークショップ
4 月 22 日
（日） 13 : 00～15 : 00
2 日目 鑑賞会＆アーティストトーク
4 月 28 日
（土） 18 : 00～20 : 00
参加者／空を描くワークショップ
キッズパスポート保有者 25 人
（事前申込制）
鑑賞会＆アーティストトーク
319 人（当日参加、野外公開）
参加費／無料（キッズパスポート限定ワークショップ）
講師／林 剛人丸（出品作家）

るプロジェクトやワークショップを経て巨大な
インスタレーションを展開。1 月より始動した
藤原洋次郎の［ハンカチアートプロジェクト］
においては、近隣の利用者を中心に 7000 枚も
のハンカチを集め、アートボランティアとして
集まった「ハンカチつなぎ隊」のメンバーによ

※キッズパスポートの詳細は P.17 をご参照ください。
右上・左上／ Y.T.

りすべてをつなぎ合わせ外壁に設置することで
ギャラリーの無機質な印象を一変させました。

やさしい美術鑑賞講座
バロックのレンブラントから現代アートまで !?

一方で林剛人丸の《 SKY Blimp 》に関連した
ワークショップ [ 想い浮かべる空 ] では参加者

画家、医療福祉系大学教授、バロック美術研究者、そして［ハンカチアートプロジェ
クト］の提唱者という様々な側面を持つ出品作家を招き、その活動とバックグラウン
ドについて知ることで実際の作品の面白さや現代のアーティストの在り方について触
れ楽しむことを目的に開催。レンブラントやルーベンスの作品に考察を加え［ハンカ
チアートプロジェクト］作品にも「美しい光の表現」を見ていること、それを始める
までに画家として社会とつながっていくことに苦悩したことなど、独自の視点で講演
を行いました。様々な事柄につながりを見出し発展させていく作家の姿勢が福祉的観
点にまでつながり、温かな作品を生み出していることがうかがえました。

が自身の想いを映した空を作家作品の中に浮か
び上がらせることで、多くの鑑賞者が「想い」
を共有する場をつくり出す試みを行いました。
わかりづらいと思われがちな現代アートにおい
て「参加する」というキーワードで親しみやす
さを打ち出した本企画により、温かな「心」の
つながりを共有する空間になるという、地域にお
けるアート施設の新しい可能性を見出しました。

左下／ Y.N.

藤原洋次郎《ハンカチアート》2012 年

会期終了後には様々な方に参加いただいた作

開催日／第 1 回 5 月 19 日（土） 18 : 00～20 : 00
第 2 回 5 月 20 日（日） 13 : 30～15 : 30
参加者／21 人（第 1 回） 23 人（第 2 回）
参加費／300 円
講師／藤原洋次郎（出品作家）

品・会場を記録し、
「記録集」として冊子を発

布に描かれた想い

行しました。

［ハンカチアートプロジェクト］が福祉的観点を取り入れていることに関
連し、当館におけるプロジェクト協力者でもあるアートセラピストを講師
に招き、それぞれのかたち・心に寄り添う「布」をつかったワークショッ
プを行いました。5 月 13 日は母の日が近かったこともあり、母へ日頃の
感謝の「想い」を表す作品を制作。26 日には親子でつなげて 1 枚のよう
にもできる 2 枚組の作品を制作しました。ハンカチに薄く溶いた染料を落
としていくことでじわじわと広がっていく色には、自らの温かな気持ちが
ひろがっていくような表現を投影できる仕掛けが。制作後には身につけて
記念撮影し、またラッピングなども行い世界でたったひとつのプレゼント
ができました。

▼出品作家
ふじ

わら

よう

じ

ろう

藤原洋次郎
画家
1948 年～

画家の活動から発展したアートプロジェクトを手掛け、現在は
医療・福祉デザインにも携わる異色のアーティスト。視野の広
さを活かした大規模なプロジェクト [ ハンカチアートプロジェ
クト ] を主宰。
「光」を意識した作品群は明るくありながらも
ドラマティックな叙情性を感じさせる。川崎医療福祉大学教授。
はやし

ごう

じん

空に飛ばす空

飛行をテーマにする作家とともに「空を飛ばす」ヒコーキづくりに挑戦。発泡スチ
ロールをごく薄くスライスした白い素材を対称の形に切り取り、調整を繰り返しなが
ら滑空機をつくりました。参加者は重心や形状の微調整に四苦八苦するも、テストフ
ライトを繰り返し徐々にコツをつかんで完成度を高める面白さを発見した様子が見ら
れました。できあがったヒコーキを飛ばす空間には空の映像を全方向に投影。部屋全
体に広がる空の中で参加者がいっせいに自身のヒコーキを飛ばし、たくさんの白い滑
空機がまるでスクリーンのように空を映し出しながら飛び回ることでたくさんの
「空」
を生み出しました。全員で「空を飛ばす」
、特別な体験を共有できました。

まる

林 剛人丸
造形作家
1968 年～

「飛ぶこと」
「飛んでいること」に興味を持ち、様々な作品やワー
クショップを展開。彫刻を学んだ背景を活かした立体物をつ
かってのインスタレーションを発表している。近年は、
「ちょっ
とした驚き」「子どもの頃に持っていた憧れ」を意識した制作
を行う。筑波大学芸術工房担当技術職員。
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Y.T.

林 剛人丸《 SKY Blimp》2012 年

開催日／5 月 12 日（土） 13 : 00～15 : 30
参加者／小学生 31 人
参加費／500 円
講師／林 剛人丸（出品作家）

開催日／5 月 13 日（日）
13 : 00～15 : 30
5 月 26 日（土）
13 : 00～15 : 30
参加者／小学 3～6 年生
18 人（5 月 13 日）
年長～小学 2 年生＋親
10 組（22 名）
（5 月 26 日）
参加費／500 円（1 人）
講師／有泉仁見
（アートセラピスト）
造形教室主宰。出張教室
も開催するなど、アート
セラピーの観点を活かし
ながら心を解放する造形
活動を幅広く展開してい
る。本展では［ハンカチ
アートプロジェクト］に
も協力いただいた。
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グラフィックデザイン／伊藤ヒロコ（ Lallasoo Poopo Lab. ）
映像・写真／山田泰士
映像素材協力／namaewallpaper.com
資材提供／ハマナカ株式会社

夏の企画展

海のライン

関連ワークショップ・講座・イベント
み な も

水面をつくる
～光のきらめきを表現してみよう～
出品作家、宮元三恵作品《海の森》を一緒につくりあ
げるワークショップ。空間を生かした作品づくりの面
白さを体験することを目的としました。会場にあらか
じめ張り巡らせた白い糸へ、新たに毛糸玉を投げ上げ
糸を絡ませながら作品制作に参加しました。海中から
見上げた水面のきらめきや泡などを感じさせる空間を
全員でつくり上げながら、出品作家が作品に込める想
いなどを聞きました。アーティストを身近に感じ、作
品に対する理解を深めることができました。

2012年7月24日
（火）
〜8月31日
（金）

鑑

賞者が「体感」できるアートを紹介
する夏の展覧会。24 年度は「海」に

開催日／7 月 21 日（土 ) 10 : 00～12 : 00
参加者／小学 3～6 年生 19 人
参加費／500 円
講師／宮元三恵（出品作家）

ま つ わ る 水・ 光・ 風・ 熱・ 音 な ど、

「現象」をテーマにインスタレーションやワー
クショップを展開し、その中で身体的感覚を研
ぎ澄ませ、普段はあまりつかわない感覚でアー

深い海の音にただよう
～コントラバス編〜

トを感じられるよう新しいアプローチで展示空
間をつくりました。
行う宮元三恵が会期前開催のワークショップな
どを経てつくりあげた《海の森》は、無数に張
り巡らせた白い毛糸とそれに反射する青・銀・
白などの光によって、まるで水に漂っているよ
うな不思議な浮遊感を味わえる作品に。一方で
医学的見地から身体感覚にアプローチしたたむ
らひろしの《海の中をあるく》では、鑑賞者が
ことによってまるで魚になったかのような感覚
を味わえる空間となりました。また、同じくた

は も ん

むらひろしがプロデュースした《耳にあてる》

Y.Y.

は、筒を耳にあて、聴覚を研ぎ澄ますことに
よって普段は意識しない自身の「音」が聞き取
れる装置として、館全体で楽しめように設定。

深い海の音にただよう
～ボイス編〜

宮元三恵《海の森》2012 年

鑑賞者は様々な場所で漂い、飛び込み、聞き取
ることによって、新たな発見が得られたことで
しょう。

Y.Y.

開催日／8 月 4 日（土 ) 18 : 00～19 : 30
参加者／小学生～一般 12 人
参加費／500 円
講師／たむらひろし（出品作家）
ゲスト／アイコ（エアリアル・ティシュー・ダンサー）

▼出品作家
みや

もと

み

2 つの展示空間《海の森》と《海の中をあるく》を舞台に見立て、
身体表現を行いました。ゲスト 3 名によるダンスや音と絵のデモ
ンストレーションをきっかけに展示作品の世界をそれぞれに体感
した後、海の生きものになりきって動きまわり、身体表現を楽し
みました。またプログラムの合間に感じたことを描き出す行為を
加えることで、参加者同士がそれぞれに感じたことを共有しまし
た。

深い海の音にただよう
～波 紋音編〜

開催日／7 月 29 日（日 ) 13 : 30～15 : 00
参加者／小学生～一般 15 人
参加費／500 円
講師／たむらひろし（出品作家）
ゲスト／河崎 純（コントラバス奏者）

海の映像の中に飛び込み、影となって写りこむ

Y.Y.

開催日／7 月 28 日（土 ) 17 : 30～19 : 30
参加者／小学生以上の親子 8 組
（16 人）
参加費／500 円（1 人）
講師／たむらひろし（出品作家）
ゲスト／アイコ（エアリアル・ティシュー・ダンサー）
まつかわゆきこ（アートヨガインストラクター）
幕内純平（口琴奏者）

2 つの展示空間《海の森》と《海の中をある
く》で、ゲストの演奏家とともに空間に合っ
た音をさがすワークショップ。
コントラバスの音の出る仕組みについてのデ
モンストレーションを受けて、参加者は弓を
つかった小さな楽器を手に取り海の中の音を
表現しました。また、海の中で聞こえてきそ
うな声を想像して自由に発声して遊びまし
た。最後にはコントラバスのライブ演奏も実
施。音に注目することで作品世界の新たな感
じ方を提案することができました。

建築を専門とし「空間」を幅広く捉える活動を

海の生きものたちのショート・ストーリー

2 つの展示空間《海の森》と《海の中をあ
るく》での深海の音をイメージした声遊び
を通して、身体感覚を研ぎ澄ませていくこ
とを目的としました。まず海の中の音を連
想するために《耳にあてる》という作品を
使って海の中のイメージを膨らませた後、
超音波を反響させて獲物の位置を知るイル
カの捕食方法を真似たゲームを行ったり、
仲間同士のコミュニケーションでクジラが
発する声を真似たりして遊びました。最後
に展示空間の白地図のうえに五感で感じた
ことを絵や言葉でかき込んでいき、参加者
同士の想いを共有しました。

波紋音という鉄製の楽器を通
じて、海の様々な姿を感じる
ワークショップ。
波紋音は鍛造という方法で鉄
の板をたたいてつくられた楽
器で、表面のスリットの長さ
によって音階が変わり、演奏
者によっても音が変わるとい
う不思議な楽器。その音色に
合わせて海の生きものになり
きって展示空間を動いたり、
その動きに合わせてゲストが
演奏を重ねていくなどして、
海の中の世界が広がっていき
ました。波紋音が会場だけで
なく参加者の心にも深く響き
渡ったワークショップとなり
ました。

Y.Y.

開催日／8 月 5 日
（日 ) 13 : 30～15 : 30
参加者／小学生～一般 13 人
参加費／500 円
講師／たむらひろし
（出品作家）
ゲスト／永田砂知子
（打楽器奏者）

え

宮元三恵
美術家
1972 年～

鑑賞ツアー＆プチワークショップ
泡くらげ

主に知覚および体験に基づく空間づくりをテーマとした作品制
作のほか、子どもが参加する地域参加型空間づくりの活動を
行っている。本展では海の中をイメージしたインスタレーショ
ン作品《海の森》
を制作。会期に先だって行われたワークショッ
プ［水面をつくる］で参加者とともにつくり上げた空間を再構
成した。東京工科大学デザイン学部准教授。

宮本三恵作品の一部として海の泡に見立てた
《泡くらげ》
をつくる１時間のプチワークショップ。まずは作品空間
を体感するため、白く大きな布を使って表現した「海の
うねり」で遊んだり、
《耳にあてる》を使って聞こえて
くる音に海底を感じるプログラムを実施。その後、アル
ミホイルを手のひらで握ったり丸めたり木っ端などを包
んだりしてつくったオブジェをつなげて、天井からつり
下げてインスタレーション作品として展示しました。

たむらひろし

ワークショップクリエイター
1963 年～

2000 年より独学でワークショップを習得。2002 年暗闇のワー
クショップ「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」の企業向けサポー
トなどを行ったことを機に 2009 年独立。暗闇プロデューサー
として感覚遮断に特化したワークショップの開発や個人向け体
験イベントや企業向けの人材育成プログラムを行っている。本
展では水中を漂うような体感空間作品を提案した。
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開催日／7 月 24 日・31 日・8 月 7 日・21 日・28 日全て（火）
15 : 00～16 : 00
参加者／4 才～一般 計 50 人
参加費／無料
指導／アトリアスタッフ
たむらひろし《海の中をあるく》2012 年

海をあるく

Y.Y.

～あるく事からダンスをはじめよう～

Y.Y.

もし海の中を歩くことができたらどんな感じだろうか、どんな景
色に出会うだろうかという想像を膨らませるワークショップ。ま
ずは海水の流れや動きをイメージしながら歩き、徐々に海中に暮
らす生きものなどへイメージを移していきながら、その動きを全
身で表現してみました。この体験をもとに海に生きる小さな生物
を創作。最後にダンサーによるデモストレーションも行いまし
た。海の中の神秘の世界に身体全体で触れた時間となりました。
開催日／8 月 25 日（土）18 : 00～19 : 30
8 月 26 日（日）13 : 30～15 : 00
参加者／小学生～一般 8 人
（8 月 25 日）
・12 人
（8 月 26 日）
参加費／500 円
講師／たむらひろし（出品作家）
ゲスト／あらた真生（ダンサー・振付家）
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会場構成／木方 高（アイ・エム・オー・プロジェクト）
グラフィックデザイン／大崎善治（SakiSaki ）
写真／金田幸三
映像制作／阿部洋地
翻訳／工藤亜由美
冊子印刷・製本／株式会社ユーホウ

秋の企画展

川口の匠 vol.2
—美しきフォルム—

2012年10月7日
（日）
〜11月15日
（木）
協力／SUNTORY
出品協力／上野修一・玉川勝則・菊地 学・白鳥 肇（TOEIオーナー）

関連ワークショップ・講座・イベント

ドローイング散歩
植木の街として知られる安行
にある興禅院へ出向き、
「あ
なた（私）だけの森をつくろ
う」というテーマでフロッ
タージュ（擦り出し）を行い
ました。住職の早船元峰氏か
ら自然の循環や生態系の話を
聞いた後、森で気に入った木
を探し、樹皮に紙をあて墨や
木炭などで上から丁寧に擦っ
ていきます。完成したら木の
どのようなところに惹かれた
開催日／10 月 7 日（日）13 : 00～16 : 00
のかなどを発表しお互いの作
参加者／小学 4 年生～一般 13 人
参加費／500 円※
品を鑑賞。自然が生み出す造
講師／東田理佐（画家）
形の神秘をいつもとは違った
女子美術短期大学研究生修了。国内外において個展やグループ展
角度から見つめることができ
など作品発表多数。命の形をテーマに、木の樹皮をフロッタージュ
ました。
（擦り出し）しそれに加筆するなどして作品を制作している。

銭湯のある街歩き

（全 2 回）

街の歴史や文化を身近に感じてもら
うことを目的に開催。1 日目の川口
駅周辺編では木造の鋳物工場と昭和
40 年頃建てられた喜楽湯を見学後、
金山町に移動し趣ある民家などを見
学し幸町にあるさいわい湯へ行きま
した。2 日目の蕨駅西口編では、唐
破風屋根が特徴の亀の湯を見学した
後、蕨城址公園や中山道を通って明
治の織物商の旧家（蕨市立歴史民俗
資料館・分館）を見学。そして昭和
5 年創業の朝日湯、富士山と桜のペ
ンキ絵がある藤乃湯へ。両日とも最
終地点の銭湯に入浴して街歩きは終
了しました。昭和の趣にあふれた街
並みを存分に味わう事ができた 2 日
間でした。

ミニ盆栽をつくろう
盆栽の基本について学び育てる楽しさを感じることを目的に、飯村靖
史氏が園主を務める喜楽園で開催。何十年もの時間をかけてつくって
いく盆栽をイメージしてもらうため、園内の盆栽も観賞しながら剪定
のポイントを説明。参加者は枝に針金を巻きつけて形をつくる慣れな
い作業に苦戦しながらも、
「自然を感じそこに身を寄せていくことが
大事」という飯村氏のアドバイスを支えにつくり上げました。
開催日／10 月 13 日（土）13 : 00～16 : 00
参加者／一般 15 人
参加費／2000 円※
講師／飯村靖史・飯村誠史（盆栽師）
飯村誠史：盆栽歴約 30 年の盆栽師。高校卒業後、父・靖史氏が園主を務め
る喜楽園で修業し、ミニ盆栽から大物盆栽まで幅広く手掛けている。

開催日／11 月 3 日（土・祝）13 : 00～16 : 00
11 月 17 日（土）13:00～16:00
参加者／一般 45 人
参加費／無料※
講師／町田 忍（庶民文化研究家）
30 年以上に渡って全国の銭湯をめぐり
「銭湯学」を提唱
した第一人者。また銭湯に限らず、昭和の懐かしき庶民
の文化を中心に調査・研究している。著書に『ザ・東京
銭湯』『東京ディープ散歩』などがある。

やさしい美術鑑賞講座

立野竜一
《サントリー ウィスキー 響》欧文ロゴタイプ

も

2008 年

山田 博
《 Grand Tourisme》2004 年

のづくりの街川口において制作・活動して
いる匠たちを紹介する「川口の匠」。 第 2 回
目となる今回は、美しいフォルムをつくり

出す匠たちに着目した展覧会を開催しました。
欧文ロゴタイプや書体をつくるグラフィックデザイ
ナーの立野竜一、オーダーメイド自転車を製作する山
田 博（東叡社）
、躍動感あふれる大きな盆栽をつくる
盆栽師の飯村靖史。全く異なるそれぞれの分野で活躍
する匠は、ともに洗練されたフォルムを求め 1 本の線
や形に心血を注ぎながら完成へと導きます。
本展ではその制作の過程にこそ美しさの源流があるの
ではないかと考え、普段はなかなか見ることができな
い制作工程や舞台裏を資料や映像を交えて紹介しまし
た。類まれな努力によって生み出されていく完成品は
鑑賞者に多くの感動を与え、手仕事やものづくりに対
して関心を深めていただく機会となりました。
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オーナー／上野修一

飯村靖史
《真柏》推定樹齢 320 年

欧文書体とデザイン

欧文書体やロゴタイプなどを中心に、出品作家立野竜一の仕事を紹介
するための講座。自身が手掛けた欧文ロゴタイプや書体などをスライ
ドとともに解説し、製作過程やエピソードなどを紹介しました。また
「ローマン体」の変遷について説明しながらの実演も行いました。
カリグラフィーを学んだ立野氏の文字は美しく、筆運びには圧倒され
るものがありました。

高さ100cm

開催日／11 月 11 日（日）13 : 30～15 : 30
参加者／一般 23 人
参加費／300 円
講師／立野竜一（出品作家）
▼出品作家
たて

の

やさしい美術鑑賞講座

りゆう いち

立野竜一

グラフィックデザイナー
1964 年～

デザイン会社に勤務後 30 歳で独立。フリーランスのデザイナーとして、商品の欧文ロゴタイプや欧
文書体などを手掛ける。2003 年に制作した書体 “Pirouette” は国際書体コンテストでディスプレイタ
イプ部門 1st prize を受賞し、ライノタイプ社（ドイツ）からリリースされた。
やま

だ

ひろし

山田 博

自転車製作（東叡社）
1962 年～

東叡社 4 代目社長。オーダーメイド自転車を手掛けるフレームビルダー。18 歳で東叡社に入り、こ
れまで数千台の自転車製作に携わる。創業当時から一貫してクラシックでシンプルな自転車をつくり
続け、多くの支持を集める。自転車をこよなく愛すサイクリストでもある。
いい

むら

やす

ぶみ

飯村靖史
盆栽師
1941年～

喜楽園 4 代目園主。19 歳で植木屋に入り 29 歳で盆栽師へ転向。幹に枝を接合させる接ぎ木を得意と
し、花梨・楓・五葉松・赤松など約 300 もの盆栽を一代でつくり上げる。特に樹木の特性を活かした
大物は、流麗で躍動感にあふれる。日本盆栽協同組合員。

やさしい美術鑑賞講座

美しい自転車のデザイン

自転車の用の美についてデザイン的観点から解き明かす講座。講師はプロダクトデザイン
の専門家である蓮見孝氏。前半は自転車の基本的な形について設計図や写真を元に、日本
において自転車がどのように普及・発展していったかなどを紹介しました。後半は出品
作家の山田 博氏をゲストに迎え、自転車の構造や実用性、全体のデザインバランスなど
についてのディスカッションを行いました。講師の実体験も交えつつ多角的な視点から
TOEI 自転車の魅力について掘り下げていきました。
開催日／11 月 4 日（日）13 : 30～15 : 30
参加者／一般 32 人
参加費／300 円
講師／蓮見 孝（札幌市立大学学長）
車のデザイナーとして第一線で活躍後、大学で教鞭をとる。自転車愛好家でもあり、オーダーメイ
ド自転車を所有。日本サイクリング協会評議員。

アート作品にみる盆栽の魅力

江戸から明治時代の浮世絵をもとに盆
栽の成り立ちや当時のたのしみ方、ま
た大宮に盆栽師が集まった由来や川口
の植木の発展について紹介しました。
後半は盆栽を撮影した作品を手掛けて
いる大和田良氏に、表現する際に大切
にしたことや盆栽の魅力についてアー
ティストならではの視点から語り、長
い歴史において人々と密接に関わり楽
しまれてきた盆栽を、アートの視点か
らより深く考察しました。
開催日／10 月 21 日（日）13 : 30〜15 : 30
参加者／一般 14 人
参加費／無料※
講師／田口文哉（さいたま市大宮盆栽美術館学芸員）
・大和田良
（写真家）
田口文哉：さいたま市大宮盆栽美術館の学芸員として、盆栽に関する展覧会
やワークショップなどを企画。
大和田良：国内外で活躍する写真家。さいたま市大宮盆栽美術館で開催した
〈FORM: SCENERY SEEN THROUGH BONSAI〉では盆栽の新たな魅力を写
真という媒体で写し出した。

※印は、平成 24 年度 文化庁 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業（ミュージアム活性化支援事業）
「 Saitama Art Platform 形成準備事業 まち×匠×アート」の一環として開催しました。詳細は P.18 をご参照ください。
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グラフィックデザイン／中 新（Lallasoo Poopo Lab. ）
写真／根岸尚実

第7回

活動内容・経過

アーティスト・イン・スクール

HOMO LUDENS: PLAYING MAN
タイダ・ヤシャレヴィチ（版画家）
×川口市立芝園中学校全校生徒64人
授業期間／2012年9月〜11月
発表展／2012年11月22日
（木）
〜12月2日
（日）

オリエンテーション

個人制作①

▶ 9 月 22 日
（月 )

対象生徒全員が入る教室で、今回の授業主旨 “HOMO
LUDENS” の概念と講師の紹介をしました。講師が出身
国やヨーロッパの版画技法のこと、自身の作品などを紹
介し、授業の主旨を説明しました。「全校生徒で取り組
む特別なものを」との開催校の希望により、初の全校規
模での実施となった今回は、より多くの時間を全員で共
有できるよう考慮。また、ボスニア語の挨拶なども教わ
り、楽しく交流できました。

個人制作②

今回はモノタイプと呼ばれるヨーロッパ発祥の技法を用い
ました。日本の学校教育ではあまり取り上げられない技法
ですが、絵画表現に近く「たった 1 枚の版画」が出来上が
るため、生徒の個性を活かす手段として採用。生徒にとっ
ては初めての技法でしたので、講師がそれぞれのクラスに
制作方法を丁寧に指導しました。宿題になっていた「遊
び」「夢」「宇宙」をテーマに描いた下絵を元に、2 コマで
1 枚の作品を制作。
講師と制作に親しむ時間となりました。

▶10月第 2 週目

ボスニア語での挨拶も慣れてきた制作 2 回目。2
枚目は更にテーマに踏み込み、内容を考えながら
の制作を目指しました。時間の最初には前回の作
品から制作手順を振り返りコツを教わります。実
際の制作では講師にアドバイスを求める生徒も多
く見られるようになり、積極性が強まる様子が見
られました。また、制作後半では新しい表現とし
て版画作品に透明のフィルムを重ねてレイヤーの
表現を行うデモンストレーションを実施。版画独
特の版を組み合わせるという表現に触れる機会と
なりました。
▼講師

タイダ・ヤシャレヴィチ
Taida Jasarevic
版画家
1979 年～

ボスニア・ヘルツェゴビナ出身。サライェボ
大学卒業後、女子美術大学大学院へ留学、以
後日本で過ごす。銅版画を中心に写真製版に
も挑戦するなど、技法にとらわれずに幅広く
版画表現を研究している若手作家。ボスニア
と日本の言語や宗教の違いに注目した作品な
ど、自身のバックグラウンドとなっているも
のを表現の中に取り入れながら制作を行う。
埼玉県立大宮光陵高等学校美術科非常勤講師
（24 年度現在）
。
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川

口市内の小・中学校でアーティスト

ヴィチを講師に招き、芝園中学校全校生徒が

やデザイナーが特別な図工・美術の

モノタイプと呼ばれるヨーロッパ発祥の版画

授業を行う［アーティスト・イン・

技法に挑戦。
国際色豊かな芝園地区において、

スクール］は、平成 18 年度当館が開館して以

異文化交流を視野に入れた授業を展開しまし

来継続してコーディネイトしているプログラム

た。
「遊び」の中に人間本来の文化的営みを

です。授業として行うことで学校教育に新たな

見出す哲学理論をテーマとし、
「夢」「宇宙」

ひろがりを見出すだけでなく、2～3 か月でプ

といった無限のひろがりを表現。小規模校な

ログラムを組み講師の考え方により深く触れ、

らではの温かみある校風の中で生徒一人ひと

児童・生徒の創造力・想像力・コミュニケーショ

りと講師が親密な交流をすることができまし

ン力を伸ばすことを目的として、例年 1 校ずつ

た。年度末に閉校された芝園中学校で最後の

開催しています。制作物は当館に展示し、成果

1 年間を過ごした生徒たちにとって、心の中

をまとめた報告書を作成します。

に残る特別な体験となったのではないでしょ

第 7 回となる今回は版画家のタイダ・ヤシャレ

うか。

▶10月第1週目

制作最終日

▶11月2日
（金）

個人制作から全校での制作へ。前回行っ
たレイヤーの表現に挑戦します。2 枚で
きた作品のうち 1 枚を選びとり、上に重
ねて油性ペンでモチーフや線を描き足し
ていきました。フィルムを 1 枚通すこと
で、自分の表したいものをより強く伝え
るにはどうしたらよいかを、考え直す
きっかけとなりました。時間の最後には
全員の作品を体育館の床にぴったりと並
べて鑑賞、記念撮影を行うなど、全員で
大きな 1 枚の大きな作品を完成させたよ
うな一体感が生まれました。

発表展会場でまとめの授業
▶ 11 月 22 日
（木）

最終的な制作物はアトリアの発表展会場に展示し、講師がその空間をプロデュースしました。各自
2 枚ずつの版画作品のほか、版となった樹脂板、フィルムだけのものなど複数種の作品が並ぶ会場
で、レイヤーのように重なりあった全体で「芝園中全校生徒が表す ”HOMO LUDENS” になった」
と講師が話をしました。無限のひろがりを持つテーマでそれぞれが取り組んだ作品が一体となり、
自身の表現についての視野が広がるだけでなく、
相互理解が深まる温かい時間・空間となりました。
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グラフィックデザイン／大崎善治（SakiSaki ）
写真／末正真礼生

新鋭作家展

アーティストトーク
アーティストの活動や作品への理解を深めるために開催。展示
室 A では、遠藤研二氏から展示作品の構想や完成までの経緯、
宇宙への憧れについてお話いただきました。作品が放つ青い光
に包まれ未来を身近に感じながら、遠藤氏のまっすぐで熱意あ
ふれる言葉が印象的でした。そして展示室 B では、青木聖吾氏
から絵画作品を「〇△□」で描き始めたきっかけや日常的に
行っている制作などについてお話いただきました。参加者から
は作品の印象や見方がより広がったという意見もあり、充実し
たトークとなりました。

第２回優秀者 青木聖吾・遠藤研二

2013年3月2日
（土）
〜17日
（日）

文

関連ワークショップ・講座・イベント

化芸術の振興と新鋭作家の発
掘・育成を目的とした公募展

開催日／3 月 10 日（日）14 : 00～15 : 30
参加者／一般 50 人
参加費／無料

と し て 2011 年 か ら 始 ま っ た

〈新鋭作家展〉。現代のアートシーンに精
通した 3 名の審査員が将来性を重視した
一次審査・二次審査を行い優秀者を決定
します。
第 2 回の優秀者は青木聖吾と遠藤研二。
2 人はともに自身の活動を見つめ直しな
がら制作環境を整え、確固たる決意を

同時開催

もって日々制作に励んでいます。

第3回 新鋭作家展 二次審査

本展では優秀者が自ら提出した展示プラ
ンを元に 1 年間の準備期間を経て制作さ

（作品公開）

れた作品を発表しました。それぞれの
アーティストにとって転換点ともなる熱
意あふれる作品となりました。更なる活

文

躍が期待されます。

化芸術の振興と新鋭作家の発掘・育
成を目的とした新進作家のための公
募展。

スタジオでは、一次審査（応募総数 73 組）を
通過した入選者（9 組）が二次審査に提出した
青木聖吾《逃げ水》2013 年

作品プレゼンテーションを公開しました。限ら

油彩

れたスペース内に作品や展示計画、ポートフォ
リオ（活動をまとめたファイル資料）が展開し、
個性豊かなプレゼンテーションとなりました。
第 3 回優秀者は白木麻子・大和由佳の 2 名に決
定しました。
この優秀者には翌年の〈新鋭作家展〉において
活動発表の機会とそのための制作補助費が贈ら

▼出品作家
あお

き

せい

れ、2014 年 6 月当館において個展を開催しま

ご

青木聖吾

す。今回のプレゼンテーションをステップとし

美術家
1964 年～

た、作家の更なる成長をご覧いただける機会と
なります。

1994 年愛知県立芸術大学大学院研究科修了。主な発
表として、1998 年〈青木聖吾個展〉西瓜糖（東京）
、
2001 年〈目の裏の皮膚〉川口現代美術館スタジオ（埼
玉）、2002 年〈目の裏の皮膚から心の皮膚へ〉exhibit
LIVE（東京）
、2010-11 年〈異系の森〉藍画廊（東京）、
2011 年〈箱と人 静岡編〉Gallery PSYS・静岡県立美
術館（静岡）
、2012 年〈いま、日本のアートをつむぐ
―てわざ・こまやか〉
（ポルトガル）。

▼審査員
まえ

えん

どう

けん

じ

遠藤研二
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ゆう

じ

遠藤研二《 Century of the future 2013》2013 年

ミクストメディア

入選者（ 50 音順）
伊藤泰雅／江川純太／白木麻子／進藤詩子
菅井香織／中川祥吾／細川貴司／茂木美里
大和由佳

と

や

しげ

お

みなみ しま

ひろし

戸谷成雄

南嶌 宏

埼玉県立近代美術館にて2009年〈ロ
シアの夢 1917-1937〉
、2012年〈日
本の 70 年代 1968-1982〉などの企
画展を担当。現代美術に関する企画
展で若手作家の発掘も行いながら、
ガイド・ボランティアの立ち上げな
ど美術館の教育普及にも力を注ぐ。

2000 年光州ビエンナーレアジア賞、
2009 年紫綬褒章を受章するなど、
日本を代表する彫刻家として国内外
で高い評価を得ている。現代アー
ティストや評論家の育成にも力を入
れており〈所沢ビエンナーレ 引込
線〉では実行委員を務める。

第 53 回ヴェネチア・ビエンナーレ
日本館コミッショナー、プラハ・ト
リエンナーレ 2008 キュレーターを
歴任するほか、旧共産党圏の現代美
術の研究を中心に美術史の見直しを
行う。2009 年「西洋美術振興財団
学術賞」受賞。著書に評論集『豚と
福音』など。

埼玉県立近代美術館主席学芸主幹

造形作家
1967 年～

1995 年愛知県立芸術大学大学院研究科修了。2006 年
Queens street studioにて滞在制作（イギリス）
。2010
年文化庁新進芸術家海外研修制度研修員（スペイン滞
在）
、
〈KENJI ENDO EXHIBITION〉VERMONT STUDIO
CENTER（アメリカ）
、2011年〈Puerta al future〉プラ
ザギャラリー（東京）
、2011年アートレボリューション
台北（中国）
、2012年〈未来への扉〉E&Cギャラリー
（福井）
。

やま

前山裕司

彫刻家・武蔵野美術大学教授

美術評論家・女子美術大学教授
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アートな年賀状展２０１３

グラフィックデザイン／芝崎曜子

たのしい実技講座
初心者の方から次のステップを目指す方までを対象とした、気軽にものづくりを学んだりアート作品を

2013年1月8日
（火）
〜27日
（日）

応

制作するための講座です。講師は各分野で活躍する専門家を招いています。

募いただいたすべての年賀状
作品を一堂に展示する〈アー
トな年賀状展〉
。誰もが気軽に

自身の作品を発表できるようにとスター
トした本展は今回で６回目をむかえ、全
国から寄せられた手づくりの年賀状 450
点を展示しました。市民はもとより、ア
トリアのワークショップ講師や企画展の
出品作家なども参加しました。
ハガキ大の小さなサイズではありますが、
温かい気持ちを込めてつくられた作品は
それぞれに見応えがあり、今年も多くの
鑑賞者でにぎわいました。年末のワーク
ショップ［古代文字であそぼう！］や、
キッズパスポート限定ワークショップ
［獅子舞をつくろう！］で制作された作
品も併せて展示し、週末には様々なお正
月あそびを行い新年の幕開けを祝うこと

旅先スケッチの楽しみ方
～ Part1 カフェ編～

旅先スケッチの楽しみ方
～ Part2 商店編～

旅という特別な時間をスケッチを通じてよ
り深く味わうことを提案した講座。Part1
ではスタジオ内に設定したスペースを旅先
のカフェと想定して実施しました。旅の醍
醐味は人や場所との新しい出会いやちょっ
としたハプニングとのこと。今回のワーク
ショップでは単に描くのではなく、参加者
同士のコミュニケーションも楽しめるよう、
講師から「旅先の思い出や出会い」につい
て話題にすることが提案され、グループご
とにおしゃべりを楽しみながら実施しまし
た。自分の心に残ったことや出会いをス
ケッチすることで、旅の思い出の新しいか
たちを知っていただくことができました。

Part2 では旅先を想定し近隣の商店街を散
策しました。海外でのスケッチ経験が豊富
な講師から、旅先のスケッチに適した服装
や画材などの説明があった後、参加者は自
由に制作へ。四季が描かれた鋳物製マン
ホールや昔ながらのポスト、お店の看板な
ど様々なものをスケッチしていきました。
そして商店の方との出会いやそこで話をし
て知ったことや感じたことも、スケッチに
描いていきました。参加者それぞれの視点
や出会いが描き込まれた素敵な作品が仕上
がりました。

開催日／6 月 23 日
（土 ) 13 : 30～16 : 00
参加者／一般 17 人
参加費／1700 円
（ケーキ・お茶代含む）
講師／中内 渚
（画家・イラストレーター）
幼少期に南米で育つ。東京外国語大学スペイン
語学科卒。海外での旅スケッチを通し、古書に
描くスタイルを確立。近年はスペイン大使館な
どで個展を開催。独自の感性で、旅先の人・街
並み・食・祭りなどを描く。

ができました。

開催日／6 月 24 日
（日 ) 10 : 30～16 : 00
参加者／一般 13 人
参加費／1000 円
講師／中内 渚
（画家・イラストレーター）

関連ワークショップ・講座・イベント

初めての銅版画
ドライポイント・メゾチント
2 日間で 2 種類の銅版画技法を学ぶ初心者
向け講座。力の強弱で自由な線が描ける「ド
ライポイント」と、美しい艶のある黒の中
に陰影が浮かび上がる「メゾチント」の技
法を学びました。版画家として活躍する講
師を迎え、本格的な版画芸術に触れること
を目指しました。講師からは基本的な技法
だけでなく、作品として魅せるための講師
独自のテクニックも伝授され、作品づくり
は初めてという参加者にとって非常に貴重
な時間となりました。9 人という少人数で
の実施でしたが、プレス機を使用する回数
や講師に直接指導を仰ぐ時間などを十分に
確保できたことで、参加者全員が銅版画を
心ゆくまで楽しめました。
開催日／12 月 19 日
（水）
・20 日
（木）
10 : 00～16 : 00
参加者／一般
（高校生以上） 9 人
参加費／3000 円
（材料代含む・学生半額）
講師／馬場知子
（版画家）
1992 年女子美術大学芸術学部絵画科版画専攻
研究生修了。2000 年文化庁芸術インターンシッ
プ研修生。2004 年文化庁優秀美術作品買上。
2007年川口市芸術奨励賞受賞。色彩豊かな作品
を生み出し、
刷り上げる和紙も自身で手掛ける。

初めての銅版画
エッチング
2 日間かけてじっくりと作品づくりに取り
組む初心者向け講座。銅版を腐食させるこ
とで版に線を刻む「エッチング」という技
法ならではの味わいある表現を学びまし
た。まず下絵をもとに、銅板についた防腐
膜をひっかき腐食させたい部分を出してい
きます。それを特殊な溶液で腐食させると
版に凹部分ができ、そこにインクをのせて
プレス機で圧力をかけて紙に刷り取らせる
ことで作品ができあがります。インクの色
によっても全く違った印象に仕上がり、下
絵で描いたイメージが版を通して作品と
なっていく過程で多くの参加者が感動を味
わいました。初めての版画制作とは思えな
いほどに作者の心情が伝わってくる作品が
完成し、充実した内容となりました。
開催日／12 月 22 日
（土）
・23 日
（日）
10 : 00～16 : 00
参加者／一般
（高校生以上） 11 人
参加費／3000 円
（材料代含む・学生半額）
講師／馬場知子
（版画家）

やさしい美術鑑賞講座
研究者や専門家などを講師に招きアートや作品について「観る・知る」ための講座です。スライドや実
物を観ながらお話を聞くことで、アートの楽しみ方の一端を探ります。
仏像めぐりバスツアー

仏像めぐりバスツアー

川口市内の寺院や神社で古くから大切にされ
てきた仏像をわかりやすい解説とともに鑑賞
していくツアー。川口市芝西にある如意輪観
音堂では、隠れキリシタンの信仰対象とされ
る《阿弥陀如来坐像 付 胎内仏十字架》のレ
プリカを鑑賞。普段は仏像の胎内に入ってい
る《マリア像》や《十字架》も特別に見せて
いただきました。そして桜町にある地蔵院で
は《木造不動明王立像》を鑑賞。地域の人々
の手によって今日まで大切に守られ受け継が
れてきた仏像たちを拝観し、この地でおこっ
た歴史に想いを馳せながら地域の文化を見直
しました。

川口市内の寺院や神社で古くから大切にされて
きた仏像をわかりやすい解説とともに鑑賞して
いくツアー。江戸袋氷川神社では、神社になぜ
仏像があるのかを解説した後、仏像 1 体 1 体を
鑑賞。上青木にある安楽寺では、平安後期の作
とされる端正な目鼻立ちでおだやかな表情をし
た《木造大日如来》を鑑賞しました。時代ごと
の特徴や仏像の見方などを講師から説明いただ
き、より深く鑑賞することができました。どち
らの仏像も存在感と優美な雰囲気が漂ってお
り、地域の人々に大切にされている様子を伺う
ことができました。川口の歴史と文化を再発見
することができたツアーでした。

如意輪観音堂〈阿弥陀如来坐像 付 胎内
仏十字架〉地蔵院〈木造不動明王立像〉
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アートなお正月あそび
アートな福笑い

アートなお正月あそび
アートなコマをつくろう

アートなお正月あそび
アートなかるたをつくろう

初笑いをしようと企画したイベント。参加者は伝統
的なおかめの顔型や人気アニメのキャラクターなど
に模した巨大な顔型に、目・まゆ毛・鼻・口などの
パーツを目隠しをして置いていきました。意図せず
に生まれた何とも愉快な表情に、毎回大きな笑い声
が飛び交いました。また、小さなサイズの福笑い
コーナーも用意し、参加者は小さな顔の輪郭が描か
れた台紙に様々なパーツを箱から選び出して接着
し、オリジナルのおもしろい顔をつくりました。最
後はおもしろい顔投票を行って大いににぎわい、新
春にふさわしい初笑いとなりました。

伝統的なコマ遊びの楽しさを知ると同時に、身近に
あるいろいろな素材を用いて工夫しながら「アート
なコマ」をつくるイベントを実施しました。画用
紙・段ボール・ドングリ・CD・ビー玉・細い紙を
何重にも巻いて厚みを出したものなど、様々な材料
を用いて制作した４種類のコマを見本に用意しまし
た。参加者はその中からつくりたいものを選び、ス
タッフと一緒に工夫しながら、よく回るコマを目指
して集中して取り組みました。参加者はできあがっ
たコマの回り具合を比べたり確かめたりしながら、
楽しいひとときを過ごしました。

家ではできない大きなかるたをつくり、思いっきり
遊んで楽しく新年をスタートする目的で企画しまし
た。まず参加者が読み札の頭文字を選び、それで始
まる詩や句などの楽しい言葉を考えます。そして
40 × 60cm という大きな絵札に考えた言葉の内容
や関連する絵を画面いっぱいに描きました。できあ
がった絵札を床に並べていよいよかるた遊びスター
ト！参加者はかるたを囲みながら読み手の最初のひ
とことに全神経を集中させ、読み上げられた瞬間に
飛びつきました。何枚も取った参加者もおり、白熱
した勝負となりました。

開催日／1 月 12 日（土）14 : 00～16 : 00
参加者／どなたでも 30 人
参加費／無料
指導／アトリアスタッフおよびサポートスタッフ

開催日／1 月 19 日
（土）14 : 00～16 : 00
参加者／どなたでも 26 人
参加費／無料
指導／アトリアスタッフおよびサポートスタッフ

開催日／1 月 26 日
（土）14 : 00～16 : 00
参加者／どなたでも 26 人
参加費／無料
指導／アトリアスタッフおよびサポートスタッフ

江戸袋氷川神社〈十一面観音立像〉ほか
安楽寺〈木造大日如来坐像〉

開催日／3 月 20 日
（水・祝）13 : 00～16 : 30
参加者／一般 25 人
参加費／500 円
講師／宮澤やすみ
（仏像コラムニスト）
気さくな仏像トークで講演やテレビ、ラジオな
どに出演。親しみやすいタッチのイラストと文
章で仏像の魅力を伝える著書も多数。
『仏像に
インタビュー』
（実業之日本社）
、
『東京仏像さ
んぽ』
（明治書院）ほか。

開催日／3 月 31 日
（日）13 : 00～16 : 30
参加者／一般 15 人
参加費／500 円
講師／宮澤やすみ
（仏像コラムニスト）

■下記の講座については各企画展ページをご参照ください。
春の企画展関連

バロックのレンブラントから現代アートまで !?

P.5

秋の企画展関連

アート作品に見る盆栽の魅力・美しい自転車のデザイン・欧文書体とデザイン

P.9
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ワークショップ
年間を通して子どもから大人まで楽しめる様々なワークショップを企画しています。本年度は造形だけ
でなく身体表現や鑑賞なども組み合わせたオリジナルのプログラムを多数実施しました。

アトリアデビュー☆
みんなで天井画を描こう！
和紙をつかって作品をつくる作家を講師に招き、大
きな絵画制作に取り組むことを通して表現の楽し
さに触れることを目的としました。まず参加者へ
30cm 四方の和紙を 1 枚ずつ配り、それを手でもみ
ほぐして和紙独特の素材感を確かめました。その後、
7m × 7m の巨大な和紙が登場。その上に全員で寝
転び和紙の感触を全身で味わった後、そのシルエッ
トを協力しながら墨で写し取りました。自分のシル
エットを絵具で着彩し作品を完成させました。最後
に作品を反転させて天井に吊るし、全員で天井を見
上げて鑑賞しました。
開催日／6 月 9 日（土 ) 13 : 30～15 : 00
参加者／年中・年長 28 人
参加費／500 円
講師／早川聡子
（美術家）
1984 年東京芸術大学美術学部日本画専攻卒業。1985 年
から国内外で展覧会やパフォーマンス、ワークショップ
を実施。1996 年アトリエ遊動天都を開設。絵画の指導に
あたる。

夏休み！アーティストになろう
わたしの風景

小枝で茶室をつくろう！
大きな「茶室」づくりを通して、空間をつくり上げ
るという建築プロセスを体感し共有することを目的
としました。アートパークの芝生の上で初夏の気持
ち良い空気を感じながら、たくさんの柳の枝のしな
りを活かして一つの空間をつくり上げました。天井
がうまく組み合わない場面もありましたが、講師の
専門知識と参加者の頑張りで難関を突破。完成後は、
参加者全員で設えた特別な空間を味わいながらお茶
会を楽しみました。お茶会の後は一気に解体し、元
の 1 本 1 本の枝の姿に戻しました。大きな空間をつ
くり上げる難しさと、参加者全員で考え協力しなが
ら完成させるわくわく感、そして実際にお茶会をす
ることで空間の楽しみ方を味わえました。
開催日／6 月 17 日
（日 ) 13 : 00～16 : 00
参加者／年長～一般 38 人
参加費／500 円
講師／204 建築
（建築家グループ）
IID「世田谷ものづくり学校」の 2 階オフィスをシェアす
る建築家のグループ。都市や建築デザインに関わる課題
を共有し、建築がどのようなプロセスでつくられるのか
を広く知ってもらう活動に取り組んでいる。

夏休み！アーティストになろう
身につけるオブジェをつくろう

50 年以上のキャリアを持つ市内在住洋画家を講師に
迎え、ものを見て描くことを学びながら、自分の好
きなもの・描きたいものを表現することを目的にし
ました。講師から自分が生まれ育った場所や子ども
の頃の思い出を元に描いた作品や自分の好きな猫を
テーマにした作品の紹介を通じて、絵を描く気持ち
や心構えを教わりました。自分の描きたいものを持っ
てきた参加者、印象に残った風景を描く参加者など
それぞれ自分が描きたいものを見つけ、6号サイズ
（410 ×318cm）の板、または画用紙に向かいまし
た。ゆったりとした時間が流れる中、参加者は心の
世界で遊びながら観て描くことを楽しみました。

川口市内に工房を構える作家を迎え、「身につける」
ということをテーマに考えながら、それぞれオリジ
ナルの装飾品をつくりました。講師の作品を見なが
ら制作のきっかけやそこに込めた想いなどを聞いた
後に制作へ。画用紙や段ボール、布や紐など、素材
同士の接着の仕方を学びながら、身につけられるオ
ブジェをつくりました。完成後はそれぞれ作品を発
表し、優雅な日よけ帽子、未来が見えるメガネ、犬
を入れるためのバックなど独創性豊かな作品が誕生
しました。おしゃれのためだけでなく、装飾品には
いろいろな知恵や想いが詰まっていることに気付
き、身につける楽しさを感じることができました。

開催日／8 月 23 日（木）10 : 00～16 : 00
参加者／小学 3〜中学生 19 人
参加費／500 円
講師／亀井政子（洋画家）
1993 年より川口市美術展審査員、実行委員、川口市美術
家協会の運営員として洋画の充実と発展に寄与。女流画
家美術協会展や独立展にも出品を続け、県展でも依嘱作
家として活躍している。

開催日／8 月 29 日
（水）13 : 00～16 : 00
8 月 30 日
（木）13 : 00～16 : 00
参加者／小学 1～2 年生 22 人
［ 8 月 29 日］
小学 3～6 年生 21 人
［ 8 月 30 日］
参加費／各 500 円
講師／今出央介
（アクセサリー作家）
神津雄介
（造形作家）
今出央介：おたまじゃくし工房代表。指輪やネックレス
をはじめとするジュエリーのデザイン・製作を行う。精密
な技術とおしゃれなデザインは
幅広い層から人気を得ている。
神津雄介：Model Bord 代表。お
もちゃやフィギュアなど、人気ア
ニメから作家ものまで幅広く原
型製作を手掛ける。図面から立
体に起こす作業は、精巧な技術
をもとに展開され定評がある。

夏休み！アーティストになろう
絵の中にとびこもう！
市内で幅広く活躍している画家を講師に招き、大き
な画面の中で全身を動かしながら描くことを楽し
み、自分の絵を仕上げることを目的にしました。ま
ず、絵の具を混色して自分の色をつくり、手づくり
の筆やローラーを使って 3m 四方の大きな紙に、参
加者全員で一気に色をのせていきました。その後、
6 号サイズ（ 410 × 318cm ）に気に入った部分を
切り取り、そこに描き足して自身の作品を完成させ、
額に入れて全員で鑑賞しました。絵の具の感触の面
白さや混色してできた色の楽しさが自然と画面に表
れ、また、細かく切り取ってコラージュしたり、切
り取った形から船に見立ててクレヨンで描き足した
りと、
一人ひとりの個性溢れる作品が生まれました。
開催日／8 月 22 日
（水）午前の部 10 : 00～12 : 30
午後の部 14 : 00～16 : 30
参加者／小学 1～2 年生 23 人
［午前の部］
小学 1～2 年生 21 人
［午後の部］
参加費／各 500 円
講師／伊藤泰雅
（画家）沼野伸子
（画家）
伊藤泰雅：東京藝術大学大学院油画技法・材料研究室修
了。自己の内面に刻まれた造形感覚の表出の記録として
描き、個展を中心に発
表活動を行っている。
沼野伸子：武蔵野美
術大学油絵学科卒
業。卒業制作で優秀
作品賞受賞。身のま
わりにある美しいも
のや景色に内在する
危うさや亀裂といっ
たものをテーマに制
作を続けている。

冬のワークショップ
光と影のハリガネ劇場
布・針金ハンガー・カラーセロハンなどをつかって
劇場をつくり、参加者全員が即興の物語の中で遊び
ました。身体の動きや感覚を大切に考える講師とと
もに、大きな布を広げて揺らしたりくるまったりし
て遊びました。また針金ハンガーにカラーセロファ
ンを貼ってオブジェづくりも行います。一見関係が
なさそうな 2 つの要素ですが、布をスクリーンに見
立て縦に広げ、そこにハリガネオブジェを取り付け
て光を当てると、影絵ができる舞台に変化。会場に
ある鉢植えやテーブル、椅子なども活用し劇場をつ
くりました。その後、参加者全員で物語をつくりグ
ループごとに発表しました。ワークショップの会場
に足を踏み入れてから家に帰った後も続く余韻まで
を作品と考える講師のもと、参加者全員が自由に物
語を見つけて発表し、それぞれに大きな拍手が送ら
れました。
開催日／12 月 8 日
（土）13 : 30～15 : 30
参加者／年中・年長の親子 9 組
（ 18 人）
参加費／500 円
（ 1 人）
講師／新生呉羽
（美術家・舞踊家）
積み重なる瞬間の
選択が自由と勇気
を喚起することを
目指し、様々な国や
場所で即興ダンス
を行う。子どもたち
とのワークショッ
プも
「時間芸術」と
してとらえ、活動を
展開している。

冬のワークショップ
裂き布で楽しむリースづくり

冬のワークショップ
古代文字であそぼう！

春のワークショップ
石を彫る！

親子でものづくりを楽しむためのワークショップ。
今回は造形作家を講師に迎え、季節感溢れるリース
をつくりました。針金を好みの大きさの輪に整え、
色とりどりの裂き布を結んでいき、リースを形づく
ります。中心には鳥・ハート・子どもの手などをか
たどり、フェルトやビーズでつくった飾りをあし
らって完成。世界に１つだけのリースを仕上げまし
た。
帰宅後も親子で一緒に楽しむ時間を持てるよう、
講師手づくりのキットもプレゼントし、ものづくり
を通じた親子の時間を提案することができました。

漢字のルーツを探り古代に想いを馳せながら、象形
文字をダイナミックに書くことを目指しました。講
師は、古代の人のエネルギーを自分の中に感じなが
ら身体全体を使って作品制作をしているとのこと。
参加者もまずは身体全体を使った筆運びを練習。動
きを体で覚えたら、気に入った古代文字を 2 種、二
尺四方（約 60 × 60cm ）の和紙に書きました。ほ
かの参加者の動きも観察しながら書きやすいよう紙
に手や足を添えて、書き手のエネルギーを一緒に感
じることも学びました。最後に、来年の干支「巳」
を全員で書きました。作品は〈アートな年賀状展〉
で展示しました。

石そのもののかたちや特性を感じながら表現するこ
とを目的とし、2 日間じっくり時間をかけて石を彫
りました。彫刻家を講師に迎え、
抗火石
（こうかせき）
をハンマーとノミを使って彫りました。講師の作品
を鑑賞した後、道具と使い方を教わり、素材の石
から何の形が連想できるかを考えながら制作スター
ト。比較的やわらかな石でしたが、思うように彫り
出せなかったり、途中で違った形に見えてきたりと、
参加者それぞれが壁に突き当たりながらも、目指す
形を見つけていきました。終了後には晴れやかな笑
顔。石という特別な素材を彫りそれぞれの形を見つ
けられたことは参加者の大きな自信となりました。

開催日／12 月 16 日（日）13 : 30～16 : 00
参加者／小学 3 年～6 年生 17 人
参加費／500 円
講師／福島絃峰（書家）
書を通じて、体全体で内なるエネルギーを発散させる力
やコミュニケーションの大切さを伝える。個展や海外出
品多数。全日本書芸文化院総務、現日会同人、無心会同人。
豊島区目白、川口市幸町で書の教室を開講。

開催日／3 月 23 日
（土）
・24 日
（日）13 : 00〜17 : 00
参加者／小学生～一般 18 人
参加費／1000 円
（材料代含む）
講師／渡辺尋志
（彫刻家）
福島県いわき市出身。東京造形大学彫刻科研究生修了。
御影石や大理石の素材を生かし動物や人物をモチーフに
具象彫刻を制作し、新制作協会展を中心に発表している。
1984 年に高村光太郎大賞展で美ヶ原高原美術館賞受賞。

開催日／12 月 9 日（日）13 : 30～15 : 00
参加者／年中～小学 2 年生 20 人
（未就学児は保護者同伴）
参加費／500 円（１組）
講師／丸林佐和子（造形作家）
東京都児童会館造形専門員や小学校図工講師を経て、児
童向け雑誌の付録などのアイデアプランナーとして活動。
現在は NHKEテレ
「つくってあそぼ」番組スタッフを務め
る。東京・埼玉を中心に工作ワークショップも多数展開。

■下記の講座については各企画展ページをご参照ください。
春の企画展関連

空に飛ばす空・布に描かれた想い

P.4, 5

夏の企画展関連

水面をつくる～光のきらめきを表現してみよう～・海の生きものたちのショート・ストーリー・深い海の音にただよう〜コントラバス編〜
深い海の音にただよう〜ボイス編〜・深い海の音にただよう〜波紋音編〜・海をあるく～あるく事からダンスをはじめよう～

P.6, 7

秋の企画展関連

ドローイング散歩・ミニ盆栽をつくろう・銭湯のある街歩き

P.8, 9

アートな年賀状展関連

アートなお正月あそび

アートなコマをつくろう・アートなお正月あそび

アートなかるたをつくろう

P.14

キッズパスポート
ワークショップに 5 回以上参加した子どもに発行するパスポート。パスポートを持っている子どもたち
へは、アトリアのワークショップにたくさん参加してくれたことへの感謝の気持ちを込めて、年に 1～
2 回の限定ワークショップに招待しました。
キッズパスポート限定ワークショップ
海からの贈りもの～想い出を持ち帰ろう～
夏の企画展〈海のライン〉に関連し、最終日
に展示作品を使って作家と一緒に作品の素材
が新たに生まれかわる過程を体験しました。
作品空間で使われている素材を用いて、参加
者が自分なりの創作を楽しむことを目的とし
たワークショップ。参加者は、クレヨン・マ
ジック・はさみ・カッター・ボンド・グルー
ガン・パンチなど、様々な道具を用い、床の
白いマットを巨大なキャンバスとして自由に
描いたり、この夏に出会った海中の生き物や
帽子やドレスなど身にまとうものを大胆につ
くるなど、素材が新たな作品に生まれ変わる
ことを楽しみました。
開催日／9 月１日
（土）10 : 00～12 : 00
参加者／小学 4 年生以上の
キッズパスポート保有者 15 人
参加費／無料
講師／宮元三恵
（出品作家）

キッズパスポート限定ワークショップ
獅子舞をつくろう！
幸せを招くとともに厄病退治や悪
魔払いとしてお正月やハレの日に
舞う伝統芸能「獅子舞」。獅子舞
がどのように日本に渡ってきたの
かそのルーツなどの話を聞いたう
えで、自分なりの獅子のイメージ
を膨らませて獅子頭づくりに挑戦
しました。段ボール箱をベースに
口が開くように細工し、そのうえ
で絵の具やペンなどで彩色したり
毛糸やハギレやガラクタで装飾し
ました。胴体になる風呂敷を付け
て完成させた後は、ゲストの舞い
を手本にお囃子に合わせて踊り、
参加者全員で今年の無病息災を祈
願しました。作品は新春の企画展
〈アートな年賀状展〉にも展示し
ました。

開催日／12 月 15 日
（土）10 : 00～12 : 00
参加者／未就学児～小学 3 年生までの
キッズパスポート保有者 15 人
参加費／無料
講師／アトリアスタッフ
ゲスト／中村 元
（日光街道中村座）

■下記の講座については各企画展ページをご参照ください。
春の企画展関連
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アートな福笑い・アートなお正月あそび

ワークショップ & アーティストトーク［想い浮かべる空］ 1 日目

空を描くワークショップ

P.5
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川口暮らふと

地域・学校連携事業
また学校との連携を図りながらアーティスト・イン・スクール事業を実施するほか、学校向けのギャラ
リートークも行っています。

主催／川口市教育委員会

〈郷土を描く児童生徒美術展〉

ものづくりの街・川口において、現代のつくり手が一同に集まるク
ラフトマーケット。ものづくりへの関心を高めつくり手の想いを伝
えていくことを目的に開催。陶器・ガラス・木工・染色・革・金属
などの約120組が出店しました。

第７回 川口市美術家協会選抜展

KUMAアートスタンプラリー

主催／川口市美術家協会

参加施設／川越市立美術館／埼玉県立近代美術館／うらわ美術館
川口市立アートギャラリー・アトリア

川口市美術家協会の各部門から選抜された会員の秀作展です。今年
度は、日本画14点・洋画34点・彫刻11点・工芸17点・書36点・
写真25点、計137点を展示しました。

2013年1月30日
（水）
〜2月3日
（日）

主催／川口暮らふと実行委員会
協力／メディアセブン・アリオ川口
会場／アートパーク
（並木元町公園）

地域のアートスポットや市民のアート活動の情報発信に協力するほか、共催展などを実施しています。

2012年6月27日
（水）
〜7月8日
（日）

川口市立小・中・高校合同中央作品展

2012年 10月27日
（土） 10：00〜16：00

2012年7月21日
（土）
〜８月31日
（金）

および〈身体障害者福祉のた
めの児童生徒美術展〉での特
選作品や、市内絵画コンクー
ルなどの優秀作品、授業で実
践した作品などを一同に展示
しました。

埼玉県内の4つの美術施設が連携し、夏休み期間中多くの方に美術
施設を利用していただくことを目的に毎夏実施しています。各館の
スタンプを全部集めた方に記念グッズをプレゼントしました。

第21回
水道ポスターコンクール入賞作品展示会

N.N.

2012年9月5日
（水）
〜9日
（日）
主催／川口市水道局

小学4年生を対象に、水道について理解を深めていただこうと毎年
開催。水道週間（毎年6月1日～7日）のスローガン「さあ今日も
水と元気が 蛇口から」をもとに、今年度は23校から1992点の
力作が集まり、その中から入賞作品を展示しました。

川口市小・中・高校硬筆展覧会

2012年7月11日
（水）
〜16日
（月・祝）

N.N.

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

2013年2月6日
（水）
〜11日
（月・祝）
主催／川口市教育委員会

中学生のART CLUB展

川口市内小･中･高校の児童・生徒の書写、書道教育の振興を図る
ために毎年開催。各校の優秀作品並びに県展覧会出展・入選作品を
一堂に展示し、多くの鑑賞者でにぎわいました。

2013年2月16日
（土）
〜24日
（日）
主催／川口市教育委員会

市内中学校17校の美術部をはじめとした文化部の日頃の活動の成果を紹
介・発表しました。グループ制作やアニメーション作品など工夫を凝らし
た作品を数多く展示。吹奏楽部の生徒が美術作品のイメージに合わせて演
奏を行うイベントもあり、多くの鑑賞者で賑わいました。
関連イベント／作品鑑賞と音楽のコラボレーション

2 月 16 日（土）

平成 24 年度 文化庁文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業
（ミュージアム活性化支援事業）
Saitama Art Platform 形成準備事業

まち×匠×アート

2012年10月7日
（日)〜11月15日
（木)

主催／Saitama Art Platform 形成準備事業 実行委員会

埼玉県内の公立美術館5館と、地域のアート関係者が連携して実行
委員会を結成し、各館を拠点に、様々な人との協働による地域資源
の活用をめざして企画・運営。当館では「まち×匠×アート」をテー
マに事業を展開しました。
内容／ワークショップ ドローイング散歩・ワークショップ ミニ盆栽をつくろう
やさしい美術鑑賞講座 アート作品からみる盆栽の魅力
銭湯のある街歩き ～川口駅周辺編～・～蕨駅西口編～

※内容の詳細は P.9 の秋の企画展「関連ワークショップ・講座・イベント」ページをご参照ください。
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貸館事業

アトリア・サポートスタッフ

（アートボランティア登録制度）

市民をはじめとした一般の方々にアート活動や作品発表の場としてご利用いただくため、館内の展示室
およびスタジオを貸出ししています。今年度は展覧会などで 17 件ご利用頂きました。
※一覧は P.22 をご参照ください。

年間を通して多くの事業が行われる当館では、それを支えてくださるボラン
ティアの方々が活動しています。ワークショップや講座などで参加者の方に寄
り添いともに創作活動に参加したり、また企画提案からスタッフとともにミー
ティングを行い実施までつなげるなど、手伝いにはとどまらない主体的な活動
を目指しています。登録は 4～5 月に行っていただき、活動期間を 1 年として
います（更新可）
。中学生以上から登録可能。幅広い年齢層・職業の方が集ま
り、アートを通して様々な交流を行いかけがえのない時間や経験を共有してい
ます。
ワークショップの運営サポート
主に子どもや若年層を対象としているワークショップにおいては、参加者に寄り添い
ながらそれぞれの楽しみを見つけるサポートを行います。技術や知識は重要ではあり
ません。自身も楽しみながら参加をすることで発見を促し、また満足感につながる時
間・空間の共有を目指します。現在は主体的に企画を提案し運営に関わることもあり
ます。
講座（たのしい実技講座、やさしい美術鑑賞講座）のサポート
主に一般を対象としている講座では、技術なども身につけながら講師のサポートを行
います。参加者に積極的に声をかけて実現したい表現を引き出すなど、参加者との交
流も大切にしながら手を動かします。
展覧会、ライブラリーなど展示物に関するサポート
企画展の搬入・設営・撤去のお手伝い、またミニライブラリーに置く本の整理・展示
など、館内で展示・設置する一部の作品や書籍に関することにもサポートいただいて
います。
月例会
月に１回程度のペースで今後の活動方針や内容に関してミーティングを行っていま
す。これまでの活動で気づいたこと・これからやってみたいこと・スタッフとのやり
とりなどを共有し、よりよい活動へとつなげます。自身の興味にあわせて活動を行っ
ているサポートスタッフが多く集まり、意見を交換する機会です。

Y.T.

〈全日本写真連盟川口支部写真展〉2012 年12 月11日〜16日

〈稲垣明子染彩画 Spring Silk 〉2013 年 3 月19日〜24日

フロアマップ

展示室A／77.5㎡・壁面の長さ 計29.1m
展示室B／77.5㎡・壁面の長さ 計29.1m
スタジオ／195㎡・壁面の長さ 計21.2m
ピクチャーレールの高さ／展示室3.5m・その他4.8m
■展示室 Exhibition Space
だれもが気軽に立ち寄れる企画展示や、市民の方の美術作品発表の
場です。天井高5mある空間で、作品発表や鑑賞を楽しむことがで
きます。可動壁により2室に分けられ、小品から大型作品まで、様々
な展示が可能です。
■スタジオ Studio
ワークショップや講座など様々な美術活動を行う場所です。屋外と
の一体感をもつこの空間は、創作活動の幅を大きく広げます。
■ホワイエ／ウッドデッキ Foyer/ Wood Deck
アートパークの景色と喫茶を楽しみながら、休憩できる場所です。
また、
ウッドデッキはワークショップなどの活動の場にもなります。

各種研修・実習などへの協力
川口市が推進している市内中学生の社会体験事業「きらり川口夢わ
～く」を中心に、中・高・大学生の職場体験及びインターン事業、
各種教員研修などの受け入れを行っています。
実績／きらり川口夢わ～く
（東中学校・南中学校・元郷中学校）
教員研修（初任者研修・20 年経験者研修・社会体験研修）
高等学校現場実習事業（県立新座技術総合高等学校）
大学生インターン事業（跡見女子大学・埼玉学園大学・早稲田大学）
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利用料

表記はすべて 1 日あたりの金額です。展示室利用は 1 週間単位、
スタジオ利用は 1 日単位から貸出ししています。

市内在住・在勤・在学

左記以外

展示室 A

10,000 円

15,000 円

展示室 B

10,000 円

15,000 円

スタジオ

20,000 円

30,000 円
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平成 24 年度

実施事業件数・利用者数一覧

企画展
春の企画展

きらり、ふわり

夏の企画展

海のライン

秋の企画展

川口の匠 vol.2

件数
—想いをのせて—

—美しきフォルム—

第 7 回 アーティスト・イン・スクール（芝園中学校）

発行物

開催日数（日） 鑑賞者数（人）

1

31

5,089

ワークショップ

1

34

5,433

たのしい実技講座

1

34

3,204

やさしい美術鑑賞講座

1

10

1,874

小計

アートな年賀状展 2013

1

18

2,559

第 2 回 新鋭作家展

1

14

1,996

小計

6

141

20,155

地域・学校連携

ワークショップ・講座

件数

件数

開催日数（日） 参加者数（人）

33

36

726

4

6

70

7

7

153

44

49

949

平成 24 年度

平成 24 年度

仕様／A4 変形サイズ・カラー・3 つ折り
デザイン／ゴロゥ

アトリアニュース

隔月毎に当館の企画展やワークショップなどの情報をまとめて紹介しています。
仕様／B5 サイズ・カラー・3 つ折り
デザイン／ゴロゥ

開催日数（日） 鑑賞者数（人）

第 7 回 川口市美術家協会選抜展

1

11

1,470

川口市小・中・高校硬筆展覧会

1

6

6,517

第 21回 水道ポスターコンクール入賞作品展示会

1

6

641

川口市立小・中・高校合同中央作品展

1

5

1,875

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

1

6

4,844

中学生のART CLUB 展

1

8

1,038

小計

6

42

16,385

合計

12

183

36,540

貸館利用

展示室区分

第 8 回 青木東公民館・絵画クラブ 2012 年作品展
第 23 回 川口市工芸会
堀田祐司（Nem）
［撮影利用］
第 3 回 川鳩 2012（旧・亀井政子と仲間たち展）
中村隆遺作展

春の企画展 記録集
『きらり、ふわり — 想いをのせて—』

利用日数（日） 鑑賞者数（人）

展示室 B

6

360

展示室 A・B

6

661

スタジオ

1

—

展示室 A・B

6

500

展示室 A・B・スタジオ

12

808

第 2 回 川口彫・鍛金教室作品展

展示室 A

6

228

木村俊介展

展示室 B

6

330

スクラップブッキング展

スタジオ

2

221

展示室 A・B

6

2,820

展示室 A

6

654

小学生身近な生き物絵画コンクール展示会
川口市小学生図画コンクール入賞作品展
第 4 回 銀の虹展
全日本写真連盟川口支部写真展

展示室 B

6

124

展示室 A・B

6

562

大羽賀秀夫［制作利用］

スタジオ

1

—

古川良枝傘寿記念洋画展

展示室 A・B

7

334

稲垣明子染彩画 Spring Silk

展示室 A・B

6

428

Temari Art Club 展

展示室 A

6

281

山口昌子写真展 うぶすな in 川口神社

展示室 B

6

272

95

8,583

計

年間開館日数

利用者（鑑賞者＋参加者）

月平均

308日

46,072 人

3,839人

秋の企画展 冊子
『川口の匠 vol.2 — 美しきフォルム—』

多くの方々の参加によって実現した本展。
日 々 異 な る 表 情 を 見 せ た 会 場 と、 ワ ー ク
ショップ・講座などの実施事業を記録し、ま
た出品作家の藤原洋次郎・林剛人丸のコメン
トなどを掲載しました。

卓越した技と精神で究極のフォルムをつくり
出す、立野竜一（グラフィックデザイナー）
・
山田 博
（自転車製作・東叡社）
・飯村靖史
（盆
栽師）の 3 名の匠を紹介。各分野の専門家に
よる論文も掲載しました。

発行／2012 年 7 月
仕様／B5 サイズ・カラー・40 ページ

発行／2012 年 10 月
仕様／B5 サイズ・カラー・40 ページ（英訳あり）
定価／500 円（税込 )

第 7 回アーティスト・イン・スクール

報告書

新鋭作家展 第2 回優秀者
選評リーフレット

青木聖吾・遠藤研二

3 か月に及んだ当事業の内容と経過をまとめ、広く一般に周知するために作
成。講師となったアーティスト・学校の担当教諭・生徒・当館担当者によるコ
メントを併せて掲載しました。

優秀者に選ばれた 2 名の作家について紹介するとともに、3 名の審査員による
選評文を掲載し会場にて配布しました。

発行／2013 年 1 月
仕様／A4 サイズ・カラー・2 つ折り

発行／2013 年 1 月
仕様／B3 サイズ・カラー・3 つ折り

川口市立アートギャラリー・アトリア
職員

非常勤職員
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年間スケジュール

24 年度の企画展やワークショップなどの情報をコン
パクトにまとめて紹介しています。

スタッフ

山下浩文（館長）
戸田武樹
山口淳子
秋田美緖（学芸員）
水田美世（学芸員）
小野寺優元（美術専門員）
浅見純子（美術専門員）
今村香織（美術専門員／学芸員）
川﨑久美（美術専門補助員）

※ 2012 年 4 月 1 日現在

平成 24 年度川口市立アートギャラリー運営審議会委員
会長

原田敬美

NPO 法人

アート・コア・川口顧問

明治大学公共政策大学院講師

副会長

岩崎 敬

委員
委員
委員
委員
委員

山際 進
齋藤讓一
山田たみ子
伊豆井秀一
石澤智恵子

環境デザイナー
東京大学先端科学技術研究センター客員研究員
NPO 法人

環境デザイン・アソシエイツ理事

舞台演出家／千葉商科大学非常勤講師
NPO 法人

志民アシストネットワーク代表

埼玉県立近代美術館専門員兼学芸員
川口市立川口総合高等学校教諭

アートギャラリーの円滑な運営を図るため上記の審議会を置いています。知識経験者、
美術関係者、美術教育機関者より教育長が委嘱した 7 名の委員によって構成し、任期は
2 年としています。教育委員会の諮問に応じて、運営に関する重要事項について調査審
議しています。
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利用案内

開館時間
10 : 00 〜18 : 00（入館は閉館の 30 分前まで）
※企画展開催中の土曜日は 20 : 00 まで開館する場合があります。
観覧料
企画展によって異なります。
休館日
月曜日 ※月曜日が祝日の場合はその翌平日
年末年始
（12 月 29 日〜1 月 3 日）
施設整備期間
アクセス
JR 川口駅
（京浜東北線）東口から徒歩約８分
アクセスマップ

カフェ
月〜金曜日／12 : 00〜17 : 00
土・日・祝日／10 : 00〜18 : 00
※定休日は休館日に準じます。
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編集
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水田美世

デザイン
大崎善治
（SakiSaki）
アトリアスタッフ
山下浩文・山口淳子・秋田美緖・水田美世・小野寺優元・今村香織・小野寺茜・増田愛美
写真
田中由起子
（P.4, 5, 20）
・中野幸英（ P.5 ）・山田泰士（ P.6, 7）・金田幸三（ P.8 ）・
根岸尚実
（P.10, 11, 19）
・末正真礼生（ P.12 ）・アトリアスタッフ（その他表示のない写真はすべて）
※下線のあるページでは該当写真をイニシャルで表示しています。
印刷・製本
松陰堂印刷所
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