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基本理念

沿革

平成 25 年度実施事業一覧

アトリアがめざすこと

施設とその成り立ち

■＝企画展 □＝企画展関連イベント ■＝地域・学校連携事業
●＝ワークショップ ●＝たのしい実技講座 ●＝やさしい鑑賞講座

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

月

事業内容

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

2013

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」

グセンターや住宅街区のほか、近隣公園
（現在、並木元町公

■春の企画展 反芻 篠原有司男▶ 4 月13日～5 月26日
□ギャラリートーク▶ 4 月13日・27日・5 月4日
●篠原有司男を反芻する
第 1 回 芸術×反芸術 ―対談：篠原有司男×山下裕二▶ 4 月14日
●エクササイズ！超・獣・擬・我▶ 4 月21日

5月

●篠原有司男を反芻する
第 2 回 日本の前衛 マンガ、ウキヨエ、チョウジューギガ▶ 5 月19日

「ワークショップ・アートさんぽ」
「講座
（たのしい実技講座、

園

通称：アートパーク）などが建設されました。

やさしい鑑賞講座）」「連携事業
（地域連携、学校連携）
」
「貸

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

しギャラリー事業」。これら 5 つの柱をゆるやかに結びなが

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

ら、ものづくりのまち川口におけるアート活動の拠点として、

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

様々な垣根を超えてアートの根をひろげます。

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）
の施設は、人とアートが自然のひろがりのなかでふれあうよ
う設計されました。

企画展

4月

6月

●アトリアデビュー せんたくばさみ 30,000 個の空間▶ 6 月8日・9日
● TOYクリエイターに学ぶおもちゃづくり▶ 6 月15日・16日
●鋳物の街で工場見学▶ 6 月22日
■第 8 回川口市美術家協会選抜展▶ 6 月26日～7 月7日

7月

■川口市小・中・高校硬筆展▶ 7 月10日～15日
□ KUMA（埼玉県 4 館連携事業）スタンプラリー開催
■夏の企画展 ダイアローグ 青野正×高田洋一 公開制作による造形の対話
▶ 7 月21日～9 月1日
□公開制作にドラマーがやってくる！▶ 7 月27日

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

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
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

として再利用されています。

8月

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。

ワークショップ

アートさんぽ

●＝アートさんぽ

●アートで話そう―カタチのパス＆シュート！▶ 8 月3日・4日
□アーティストトーク▶ 8 月24日
□ダンスパフォーマンヌ ～鉄の箸と紙の斧▶ 8 月24日
■第 22 回水道ポスターコンクール入賞作品展示会▶ 9 月4日～8日
●建築をみるために 第 1 回 江戸東京×建築 ―前川國男を中心に▶ 9 月8日
第 2 回 アート×建築 ―空間をつくるということ▶ 9 月21日
■世田谷美術館 萬 KENBUN 録「逍遙・川口」▶ 9 月28日

10 月

■秋の企画展 川口の匠 vol.3 音をつくる▶ 10 月5日～11 月15日
□匠の楽器で奏でるミニコンサート▶ 10 月5日
□ギャラリートーク▶ 10 月12日・19日・26日・11 月2日
●並木元町探検隊！▶ 10 月6日
●打楽器のマレットづくりとリズム体験▶ 10 月26日
■川口暮らふと▶ 10 月19日

11 月

●楽器にみる美学 ～バイオリンを中心に～▶ 11 月9日
■第 8 回アーティスト・イン・スクール▶ 11 月21日～12 月1日

〔展示室 A・B〕小学生身近な生き物絵画コンクール展示会▶ 11 月19日～24日
〔展示室 A〕川口市小学生図画コンクール入賞作品展▶ 11 月26日～12 月1日

12 月

●ハートフル・プレゼント ―輝く心をあなたに▶ 12 月7日
●あなたにおくる形のないプレゼント 即興：心ダンス▶ 12 月8日
●オリジナルの筆をつくって書を描こう▶ 12 月14日・15日
●身近にたのしむ伝統工芸 はじめての箔絵▶ 12 月22日・1 月12日・19日

〔展示室 A〕三姉妹展▶ 12 月4日～8日
〔展示室 B〕第 5 回 銀の虹展▶ 12 月3日～8日
〔展示室 A・B〕佐藤裕一郎・小島睦生二人展▶ 12 月11日～22日

2014

■アートな年賀状展 2014 ▶ 1 月8日～26日
□アートなお正月あそび「新春アトリア杯」▶ 1 月11日
●アトリアに獅子舞がやってくる！声と体でお囃子をつくろう
（Saitama Museum Forum 共催事業）▶ 1 月18日
●凧にのせる願いごと▶ 1 月25日
●布表紙の上製本ノートづくり▶ 1 月26日

2月

■中学生のART CLUB 展▶ 2 月2日～9日
■川口市小・中・高校書きぞめ展覧会▶ 2 月13日～16日
■川口市立小・中・高校合同中央作品展▶ 2 月21日～3 月2日
●秘蔵の仏像めぐり▶ 2 月15日・23日 ※ 2 月15日は大雪のため中止

3月

■平成 26 年 春の企画展 フィールド・リフレクション▶ 3 月9日（～5 月11日）
□ギャラリートーク▶ 3 月9日・23日
□アーティストトーク( 本橋成一）▶ 3 月15日
□関連映画《アレクセイと泉》上映▶ 3 月15日
□アートウォッチング▶ 3 月22日
●水墨画にチャレンジ！ ▶ 3 月29日
●墨と水で描く▶ 3 月30日
■サンキューアート参加

す。造形だけでなく身体表現や鑑賞、まち歩きなども組み合わせたオ
ストや専門家が務めます。

たのしい実技講座

やさしい鑑賞講座

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びアート作品を制作することができます。やさし

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

い鑑賞講座は研究者や専門家を講師に招きアートや作品について「観

る造語であり、施設がアート活動を通した市民の憩いの場と

る・知る・深める」ための講座です。

な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抽

地域のアートスポットの情報発信に協力するほか、連携してイベント

選の結果「アトリア」が愛称として採用されました。

や展覧会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・スクール事業を実施するほか、学校向けのギャラリー・

1月

トークも行っています。

貸しギャラリー事業
市民をはじめとする一般の方々にアート活動や作品発表の場としてご

〔スタジオ〕フィンランド一日大学 inかわぐち▶ 6 月2日
〔展示室 A〕masa 稲葉 平和と夢 写真展▶ 6 月4日～9日
〔展示室 A〕白田知恵子キルト作品展▶ 6 月12日～16日
〔展示室 B〕第 9 回青木東公民館絵画クラブ 2013 年作品展▶ 6 月11日～16日
〔展示室 A・B〕第 24 回 川口市工芸展▶ 6 月19日～23日

9月

子どもから大人まで楽しめる様々な企画を年間を通して実施していま
リジナルのプログラムです。講師はそれぞれの分野で活躍するアーティ

貸しギャラリー

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。

〔展示室 A・B・スタジオ〕ムサ美埼玉 2013 ▶ 9 月11日～15日
〔展示室 A・B〕大石忠美 鋳金クラフト45 年の軌跡（川口鋳金教室講師 40 年記念）
▶ 9 月18日～23日
▶ 9 月25日～29日
〔展示室 A〕毛筆同好会 20 周年記念展（鳩ヶ谷公民館サークル）
〔展示室 B〕打越ひろみ＆仲間たちのパッチワーク作品展▶ 9 月26日～29日
〔スタジオ〕籐を編む 松丸敬子と教え子たち▶ 9 月25日～29日

※企画展〈フィールド・リフレクション〉とその関連イベント等の詳細につきましては、2014 年度事業として次号に掲載いたします。
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協力／NPO 法人コンテンポラリーアートジャパン
グラフィックデザイン／中 新（ Lallasoo Poopo Lab. ）
記録／末正真礼生
翻訳／工藤亜由美

春の企画展

反芻
はん

すう

しの はら

う

し

関連ワークショップ・講座・イベント

やさしい鑑賞講座 篠原有司男を反芻する
第 1 回 芸術×反芸術

お

篠原有司男

―対談：篠原有司男×山下裕二

山下氏は日本のアバンギャルドアートへの造詣も深く、かねてよ
り続けている赤瀬川原平氏との協同企画もあり、篠原氏とも交流
を重ねてきました。2 人の交流してきた様々なアーティストとの
思い出は、まさに現在の日本のアートシーンに重大な影響を与え
ている出来事ばかり。篠原氏が江戸っ子口調で語るところに、山
下氏の静かで鋭い視点が重なることによって、軽妙でありながら
も奥の深い芸術談義が実現しました。2 人の会話の最中にも参加
者の笑い声や驚き・感嘆の声が絶えず、会場は大変温かな雰囲気
に。豪華ゲストの楽しいお話の随所にアートの歴史と可能性を感
じられる、特別な時間となりました。

2013年4月13日(土)～5月26日
（日）
観覧料：300 円（会期中何度でも再入場できるパスポート制チケット）
高校生以下無料。65 歳以上の方、20 名以上の団体、障害者手帳をお持ちの方と付添の方は半額。

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。25 年度は篠原有司男氏の作
品に迫り、日本を代表する前衛芸術家の視点

開催日／4 月 14 日 ( 日 ) 15 : 30～17 : 30
参加者／一般 46 人
講師／篠原有司男（出品作家） 山下裕二
（日本美術史家）
山下裕二：明治学院大学教授。日本美術史を新しい視点から紹介する企
画を数多く手掛ける。赤瀬川原平と
『日本美術史応援団』
を連載
（日経アー
ト）、著書に『岡本太郎宣言』
（平凡社）など多数。
参加費／300 円（観覧料セットチケット購入の場合は 200 円）

を探りました。
動的で派手な作風によって強烈な印象を与え
る篠原氏ですが、その制作は母国の歴史や古
代文明など過去の偉大なものに対するリスペ
スト、また日常を真摯に観察する眼があって
こそのもの。本展ではその確かな眼と姿勢が

やさしい鑑賞講座 篠原有司男を反芻する
第 2 回 日本の前衛

よく見てとれるドローイングやスケッチに焦
点を絞り、これまで知られていない制作の裏

―マンガ、ウキヨエ、チョウジューギガ

側を紹介しました。

幅広く日本美術史を捉えてきた講師から、篠原作品に現れるキャラクターに
見える日本美術の影響をお話しいただきました。鳥獣戯画や百鬼夜行絵巻、
また浮世絵の登場人物などについて、
「篠原さんは雪舟でもマンガでも、ど
んなジャンルのものでもフラットに見て、自分のなかに取りこんでしまう」
と考察を加え、篠原作品を振り返りながら、そのインスピレーションの元と
なったであろう作品を辿りました。また、日本の前衛芸術の起点として、マ
ンガ家のつげ義春氏・画家の岡本太郎氏なども挙げて「日本美術」としてイ
メージされるものからより視野をひろげつつ、現代美術の幅ひろい表現の一
端を振り返る機会となりました。

訪れた場所・出会った人や走り書きのような
メモまで、作家の日常が凝縮した小さなス
ケッチブックには、本展で初公開となったも
のも。肌身離さず持ち歩いているそれらから
篠原氏の視点を垣間見るきっかけとしました。
また、ドローイング作品は繰り返し登場する

開催日／5 月 19 日（日） 15 : 30～17 : 30
参加者／一般 17 人
講師／山下裕二（日本美術史家）
参加費／300 円（観覧料セットチケット購入の場合は 200 円）

「カエル」「ウシ（ミノタウルス）」など、キャ
ラクターやモチーフごとにテーマを絞り、表
現の反芻のなかから作家が発想を昇華させて
いく様子をご覧いただきました。
それら貴重な資料をまとめた図録には、日本

ワークショップ
エクササイズ！超・獣・擬・我

美術史家の山下裕二氏より寄稿をいただき、
篠原氏を日本のアートシーンから読み解く

篠原作品の中に度々登場するキャラクターの元となった《鳥獣戯画》から想を得、動物の動き
を表現するワークショップを行いました。講師から総合格闘技の基礎練習「ワニの動き」
「ゴリ
ラの動き（侍ウォーク）
」などを教わり、身体を大きく動かしてウォーミングアップ。
《鳥獣戯
画》の図版や展示作品を見学し動物の表現に興味を深めた後は、それぞれ自分の好きな動物を
表すオリジナルのパフォーマンスづくりにも挑戦しました。ユニークな運動を参加者同士で発
表しあい、何の動物の動きをしているかクイズにするなど、楽しい鑑賞の時間にも。格闘技な
どの運動、
そして身体表現につながる、
アートの幅ひろい表現の一端を楽しむ機会となりました。

トークも開催。
焦点を明確にすることで、より深く現代アー
トの魅力に触れていただく機会となりました。

開催日／4 月 21 日（日）14 : 00～15 : 30
参加者／小学生 12 人
講師／飯島浩二（美術家・元総合格闘家）
武蔵野美術大学で学んだ後、ロサンゼルスへ留学。滞米中には
格闘家としても活動。金属彫刻を基礎にしつつも、その身体能
力を活かしたパフォーマンスを取り入れた作品を発表するな
ど、現在でも表現の幅をひろげている。
参加費／500 円

ギャラリートーク
展覧会をより深く鑑賞していただくために開催したギャラリー
トーク。展覧会の担当スタッフが展示会場を参加者と一緒にま
わりながら、
作品・作家についてお話ししました。テーマとした
モチーフはもちろん、様々なものが描かれているスケッチブッ
クから自分の知っているものを探すなど、スタッフが解説する
だけにとどまらず参加者が積極的に発言・発見できる内容を目
指しました。

▼出品作家
しの

はら

う

し

お

篠原有司男
前衛芸術家

1932 年生まれ。55 年東京藝術大学中退後、赤瀬川原平氏・
荒川修作氏・吉村益信氏などとともに「ネオ・ダダイズム・
オルガナイザーズ」を結成、数々のハプニングで世間を騒が
せた。《ボクシング・ペインティング》と題したパフォーマ
ンス・絵画も代表作となる。69 年渡米後は巨大オートバイ
をモチーフとしたダンボール彫刻や絵画で注目され、現在も
ニューヨークで活動を続ける。

開催日／4 月 13 日（土）・27 日
（土 )・5 月 4 日
（土）
各日 14 : 00～30 分程度
参加者／16 人
案内／学芸スタッフ
参加費／無料 ( 観覧料別途 )
M.S.（3 点とも）

4
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コーディネイト／細川浩一（株式会社ホソカワ・アート・オフィス）
グラフィックデザイン／古谷悠子
記録／田中由起子
協賛／レンゴー株式会社

夏の企画展

ダイアローグ

青野正×高田洋一 公開制作による造形の対話

2013年7月21日
（日）
〜9月1日
（日）
夏の企画展では鑑賞者が「体感」できるアー

関連ワークショップ・講座・イベント

特設コーナー
2 人の作家へのメッセージカード
「対話」という展覧会のテーマを受け、
鑑賞者から作家にメッセージを送
ることができるコーナーを設置しました。作品・制作についての鋭い質
問、若年層の参加者から微笑ましい励ましの言葉など、様々なメッセー
ジが集まりました。それらが届く度に 2 人の作家は内容や送り手の年齢
などにあわせて、時には悩みながらも真摯に返事を書いて会場に掲示。
76 通もの手紙のやりとりで公開制作の会場の壁一面がいっぱいになり
ました。返事がきた参加者はもちろん、鑑賞者も熱心に読んでいる様子
が見てとれ、新たな作品鑑賞の機会につながりました。作家を身近に感
じられる展覧会ならではの企画となりました。
開催日／展覧会開催中随時参加可、返事も随時掲示
参加者／76 人
参加費／無料

トを発信することをテーマに設定し、今回は
「造形の対話」をキーワードに展示を行いま

Y.T.

した。
溶断した鉄を幾層にも重ね廃墟を思わせる作

ワークショップ
アートで話そう

品を制作してきた青野正氏。微かな空気の流
れを捉えて動く翼の作品で知られる高田洋一

―かたちのパス＆シュート！

「造形の対話」を体験するワークショップ。ダンボール
でつくったかたちをお互いにパスしながら対話を行いま
した。1 日目は講師と参加者、2 日目は参加者の親子同
士で講師も混じりながら、造形のやりとりを繰り返しま
す。自分なりの発想でパスを読み解き、再び相手に戻す
というやりとりの中で、思いもよらないかたちが生ま
れ、協働制作の面白さを味わいました。普段は意識しな
い相手の「造形言語」を読み解くということを通じて、
新鮮な発見がありました。言葉を使わなくても考えや気
持ちを伝える方法があると気づいてもらえたようです。

氏。2 人の彫刻家は偶然にも同じ高校に一年
違いで在籍し、互いを理解しながらも長い
キャリアの中で全く異なるスタイルを確立し
てきました。その 2 人の代表作を同じ空間で
展示し、作品同士が響きあうコラボレーショ
ンを実現しました。
また 2 人の新たな挑戦として、ダンボールを
素材とした公開制作では、どちらか一方がつ

公開制作にドラマーがやって来る！

くったかたちをもう一方が受け、更に手を加

出品作家の 2 人がダンボールと格闘しながら公開制作を繰り
ひろげるなかで行われたドラマーとのコラボレーション。普
段は黙々と制作を行う作家たちの空間の中にドラムセットが
組まれ、ゲストが演奏を行いました。作家たちはそれに触発
されダンボールに挑みかかるように、金槌で「ボンボン」と
叩いて穴を開けたり、ガムテープを「ビ―！ビ―！」と伸ば
して切ったり、思いがけない音の響きあいが生まれました。
また、ダンボールそのものをドラムセットのように仕立てた
青野作品による、作家とゲストとの演奏のコラボレーション
なども見られました。熱気に包まれた会場では、参加者から
手拍子や歓声も起こり、大いに盛り上がりました。

えていくという繰り返しで進みました。慣れ
ない素材と格闘し、相手の思惑を読みながら
のやりとりはまるで交換日記のような「ダイ
アローグ」
。設計図や事前計画もないなか、そ
の場で起こる造形のやりとりだけで生まれた
作品たちが会場中にひろがりました。いつき
ても変化するため鑑賞者のリピーターも多く、

開催日／7 月 27 日（土）
第 1 回 13 : 00～14 : 00
第 2 回 15 : 00～16 : 00
参加者／約 50 人
ゲスト／宮崎まさひろ（ドラマー）
ヤマハネム音楽院在学中からプロとして
活動。浜田良美氏・高中正義氏などのス
テージサポートのほか、数々のミュージ
シャンのアルバムに参加。TVCM や演劇
などの録音も手掛ける。
参加費／無料

開催日・参加者／8 月 3 日 ( 土 ) 小学 3～6 年生 20 人
8 月 4 日 ( 日 ) 小学 1～2 年生の親子ペア
10 組 20 人
講師／青野 正（出品作家） 高田洋一
（出品作家）
参加費／500 円

驚きと期待に満ちた展覧会場となりました。

 ーティストトーク・
ア
ダンスパフォーマンヌ

▼出品作家
あお

の

ただし

青野 正
彫刻家

1955 年生まれ。80 年東京造形大学彫刻学科卒業。92 年ロ
ダン大賞展（美ヶ原高原美術館）をはじめ数多くの野外彫刻
展に出品し、受賞暦多数。全国各地の公共空間にモニュメン
タルな鉄の彫刻が設置されている。
たか

だ

よう

いち

高田洋一

開催日／8 月 24 日（土） 16 : 00～17 : 30 18 : 00～19 : 00
参加者／一般 約 50 人
ゲスト／中野綾子＋加藤千明
新潟市を中心に活動中のダンスユニット。2009 年 Noism 退団後、それぞ
れの活動に進むも 2010 年に再結成、舞踏家の堀川久子に師事。
参加費／無料

彫刻家

1956 年生まれ。79 年大阪芸術大学美術学科卒業。81 年現
代日本美術展で和紙と竹を用いた独自の動く彫刻を発表し大
賞受賞。それをきっかけに動く彫刻の制作を続け、公共空間
に恒久設置された大型の作品を多く手掛ける。
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～鉄の箸と紙の斧

アーティストトークはダンボール作品でいっぱいになった公開制作
の会場で行いました。参加者も座れるように仕立てられた作品に腰
掛け、川口市近隣で見られる作品や活動を中心にお話ししました。
また、今回の協働制作についてのお話では、互いに活躍めざましい
2 人の作家が大きく刺激しあっている様子が見てとれました。後半
ではその協働公開制作からインスピレーションを受けたゲストのダ
ンサーたちによるオリジナルのパフォーマンスを披露。2 人の作家
もそのパフォーマンスに加わりました。無限にひろがっていくダン
ボールの作品に表情豊かなパフォーマンスが重なり、まるで森を連
想させるような精気にあふれた空間が生まれました。

Y.T.（2 点とも）

Y.T.（ 3 点とも）
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グラフィックデザイン／大崎善治（SakiSaki ）
写真／金田幸三
映像撮影／椎木静寧（機材協力 ARTISTS’ GUILD ）
冊子翻訳／工藤亜由美

秋の企画展

川口の匠 vol.3

関連ワークショップ・講座・イベント

オープニングイベント
匠の楽器で奏でるミニコンサート
匠たちが手掛けた楽器で演奏したミニコンサート。中川隆氏と白栁守康
氏は木管楽器でギボンズ「ファンタジア」
（リコーダー二重奏）と、
ブラ
ヴェ「 2 本のフルートのためのソナタ第 3 番（全 5 楽章）
」
（トラヴェルソ
二重奏）を、菅井幸夫氏は尺八で「もみじ」と北海道民謡「江差追分」
を、アテフ・ハリム氏は賴德昌氏が製作した《ストラディバリウスモデ
ル（ヘリエ）
》で J.S. バッハ「無伴奏ヴァイオリンソナタ第１番よりⅠア
ダージョ」
、ジュール・マスネ「タイスの瞑想曲」
、そして滝廉太郎「荒
城の月」の 3 曲を演奏。ラストは千葉勉氏が製作したフラメンコ・カス
タネットで、奏者の真貝裕司氏が圧巻のパフォーマンスを披露しまし
た。会場には情緒豊かな深い音色と熱気があふれ、コンサートは大盛況
のうちに終了しました。

音をつくる

2013年10月5日
（土）
～11月15日
（金）

開催日／10 月 5 日（土） 18 : 30〜20 : 00
参加者／約 100 人
出演／中川 隆
（木管楽器製作・演奏）＋白栁守康（木管楽器演奏者）菅井幸夫（尺
八製作・演奏）アテフ・ハリム（バイオリニスト）真貝裕司
（カスタネット奏者・
日本カスタネット協会）石塚幹信（オペラ歌手）
参加費／無料

ワークショップ
打楽器のマレットづくりとリズム体験
打楽器演奏の幅をひろげ音色も左右するマレット
について知っていただくことを目的に開催しまし
た。講師の千葉勉氏が種類と構造についてレク
チャーした後、実際のマレットづくりに挑戦。柄
の先端に芯となるコルクをはめ薄いフェルトを巻
きその上に厚いフェルトを被せて手で丸くならし
ながら形をつくり針と糸で縫い上げていきます。
参加者は細かな作業の連続に悪戦苦闘しながら
も、真剣な眼差しでマレットを仕上げていきまし
た。後半はパーカッション奏者のボブ八木氏に講
師を引き継ぎ、全員で輪になってジャンベ（アフ
リカの楽器）を叩きながらリズム体験を行いまし
た。音色やリズムの変化をからだ全体で感じなが
ら、打楽器を深く味わうことができました。

開催日／10 月 26 日 ( 土 ) 10 : 30～12 : 00
参加者／小学生 24 人
（小学 1～2 年生は保護者同伴）
講師／千葉 勉
（出品作家）
ボブ八木
（パーカッショニスト）
協力／有限会社バロックミュージック
参加費／500 円

やさしい鑑賞講座 楽器にみる美学
～バイオリンを中心に～
アートさんぽ
K.K.（5 点とも）

ものづくりのまち・川口において製作・
活動している匠たちを紹介する展覧会。
3 回目となる今回は「音をつくる」を
テーマに先人の教えに誠実に向きあいな
がら演奏者の声に耳を傾け、より美しい
響きを求めて楽器をつくり上げる 4 人の
匠を紹介しました。展示会場には匠たち
が丹精込めてつくった楽器（バイオリ
ン、木管楽器、尺八、打楽器スティッ
ク・マレットなどおよそ 40 作品）に加

▼出品作家

なか

がわ

たかし

らい

とく しょう

中川 隆

賴 德昌

16 世紀から 18 世紀にかけて
ヨーロッパで演奏された《ル
ネサンスフルート》
、
《フラウ
ト・トラヴェルソ（バロック
フ ル ー ト ）》
、
《 リ コ ー ダ ー》
などの研究と復元に取り組
み、甘く艶やかな音色の楽器
を製作している。

有限会社アルファ代表。東京
ヴァイオリン製作学校で無量
塔蔵六（むらたぞうろく）に
師事。
《ストラディバリウス》
の中でも象嵌加工が施された
装飾的なモデル「ヘリエ」を
復元するなど、精巧な技術で
バイオリンを製作。

木管楽器製作

バイオリン製作

え、製作用の図面、道具や部品、原材料

では実際に楽器の音色を聴いていただく
機会をつくり、ワークショップや講座で
は楽器の歴史や製作工程などに着目しま
した。音の芸術が生み出される裏側で奮
闘する匠たちの姿を見つめ直すことによ
り、匠の比類なき技術と精神性、ものづ
くりの可能性について考察しました。
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展覧会の関連として、市内をまち歩きすることで地域
の魅力を再発見するアートさんぽを開催。今回は、風
景のなかに潜む面白い形や不思議な場所「探検ポイン
ト」
を探しながらアトリア周辺を歩きました。集まった
参加者の多くは会場に来たことがあり、最初は見慣れ
た景色のどこを見れば良いのか戸惑っている様子。し
かしスタッフがいくつかの探検ポイントを紹介してい
くうち、不思議な彫刻や星の形が描かれたマンホール
などいろいろなものを発見しはじめました。見つけた
ポイントはさらに参加者同士でじっくり観察し、気づ
いたことや疑問に思ったことを話しあいました。
いつも
と違う視点でまちの様子を見つめることで、何気ない
風景のなかに様々な発見をすることができました。

開催日／11 月 9 日
（日） 13 : 30〜15 : 30
参加者／一般 42 人
講師／賴 德昌（出品作家）
守重信郎
（武蔵野音楽大学楽器博物館主任学芸員）
守重信郎：武蔵野音楽大学及びザルツブルクモーツァルテ
ウム音楽大学で学ぶ。博物館業務全般の企画運営に携わる
ほか、大学や首都圏文化施設において「楽器の歴史」に関す
る講話会を多数行う。ヴィオラ奏者としても活躍。
参加費／300 円

開催日／10 月 6 日（日） 13 : 00〜16 : 00
参加者／小学生 7 人
講師／アトリアスタッフ
参加費／500 円

ギャラリートーク

などを展示しご覧いただきました。オー
プニングコンサートやギャラリートーク

バイオリンの歴史や変遷を辿り、楽器の形状・音色の
美しさを味わうことを目的に開催。現在の形のもとに
なったと考えられている弦楽器のスライドを見なが
ら、バイオリンの起源にまつわる様々な学説を紹介しま
した。またラッパやハンドルのついた「変形バイオリ
ン」を守重信郎氏が演奏し、その独特な外観と個性的
な音色を堪能しました。講座の後半では賴氏がバイオ
リン製作の一部を会場で実演。寸分の狂いも許されな
い緊張感溢れる作業の合間に、道具に対するこだわり
や製作秘話などをお話しいただき、
普段見ることができ
ない匠の技を直に拝見できる貴重な機会となりました。

並木元町探検隊！

ち

ば

つとむ

すが

い

ゆき

お

千葉 勉

菅井幸夫

有限会社バロックミュージッ
ク 代 表。日本管 楽 器 株 式 会
社（現・ヤマハ株式会社）で
楽器の研究・開発に携わった
後、1969 年に独立。
《ドラム
スティック》や各種《マレッ
ト》などを製作している。

株式会社竹治尺八工房二代
目。竹の質感を活かし音の調
律も優れている尺八
（琴古流・
都山流）を製作している。演
奏者として後進の演奏指導も
行うなど、尺八の普及に努め
ている。

打楽器スティック・マレット製作

尺八製作

展覧会をより深く鑑賞していただくために開催したギャラリートーク。展覧会の担当スタッ
フが展示会場を参加者と一緒にまわりながら、作品や匠たちの活動について解説しました。
匠たちそれぞれが楽器製作者になった経緯や、音を左右する特徴的な製作工程、音と造形の
つながりについてなど参加者からの質問も交えてお話ししました。匠が参加した回には特別
に製作者本人の演奏もあり、楽器や匠についてより深く知っていただくことができました。
開催日・案内／10 月 12 日（土） 学芸スタッフ
10 月 19 日（土） 学芸スタッフ＋中川 隆（出品作家）
10 月 26 日（土） 学芸スタッフ＋菅井幸夫
（出品作家）
11 月 2 日（土） 学芸スタッフ
各日 14 : 00～15 : 00
参加者／各回約 10～20 人
参加費／無料
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協力／FINAL HOME（A-net.inc）
武蔵野美術大学空間演出デザイン学科研究室
グラフィックデザイン／加藤直子（KAT Design ）
記録／根岸尚実

第8回

アーティスト・イン・スクール

活動内容・経過

楽しみを着よう！
「マイ・ねっと・ワーク」
津村耕佑（ファッションデザイナー）
×川口市立前川小学校 6 年生126人
授業期間／2013年9月〜11月
発表展／2013年11月21日(木)～12月1日(日)

N.N.

オリエンテーション
2013 年 10 月 9 日
（水 )

講師の活動とこれからの授業について説明・導入を
行いました。講師はファッションを
「かっこいい」
「流行」
「服づくり」だけではないと話し、世界中の
民族衣装やファッションと捉えられる事例を紹介。
自身の代表作も持参して、様々なものを取り込みな
がら自分を表現する方法を示唆して、児童の視野を
ひろげました。また、今回の授業の材料となるネッ
トに実際に触りながら、発想を膨らませ、コミュニ
ケーションをとりました。

N.N.

個人制作①
2013 年 10 月第 2 週目

今回のネットはテグスのような透明なもので、丸め
る・巻きつける・ひっかける等の方法によって様々な
ものを取りつけることができます。素材をより活かし
た方法を提示し、児童たちに考えてもらうきっかけを
つくりました。はじめての素材に戸惑いながらも、大
きなネットを身体に巻いてみたり、持参した材料を取
りつけてみたり、実験をしてみる児童たち。ネットの
切り口にはテープを貼って保護するなど、着心地も大
切にしながら試行錯誤しながら制作をはじめました。
N.N.

ファッションショー
（校内発表）
2013 年 11 月 15 日（金）

個人制作②

N.N.

2013 年 10 月第 5 週目、11 月第 1 週目

N.N.

川口市内の小・中学校でアーティストや

みを着る」ファッションアイテムづくり

デザイナーが特別な図工・美術の授業を

に挑戦。ネット（網）を素材としながら、

行う［アーティスト・イン・スクール］は、

自身の周囲に存在するネットワークにも

平成 18 年度当館が開館して以来継続し

視野を広げ、コミュニケーションのなか

てコーディネイトしているプログラムで

でデザインワークを学びました。

す。授業として行うことで学校教育に新

作品制作、それを身につけてのファッ

たなひろがりを見出すだけでなく、2～

ションショー、そして当館での展示発表

3ヶ月でプログラムを組み講師の考え方

まで、大きくステップを踏んだ児童た

により深く触れ、児童・生徒の創造力・

ち。「全員で楽しく」を目指し自ら楽し

想像力・コミュニケーション力を伸ばす

みを見つけながら制作を行う講師を中心

ことを目的として、例年 1 校ずつ開催し

に、まさに新しいネットワークが生まれ

ています。制作物は当館に展示し、成果

る過程をデザインしたような温かな授業

をまとめた報告書を作成します。

となりました。

第 8 回となる今回は講師に世界的注目を
集めるファッションデザイナー：津村耕
佑氏を招き、前川小学校 6 年生が「楽し
10

▼講師
つ

むら

こう

すけ

津村耕佑

ファッションデザイナー
FINAL HOME ディレクター
武蔵野美術大学空間演出デザイン学科教授

1959 年生まれ。自身のブ
ランド「 FINAL HOME 」を
展開し、着る者が求めるそ
れぞれの用途にも対応しな
がら人体を防護する「服は
究極の家」という発想で代
表作となったナイロンコー
トなどを発表。加えてプチ
プチ
（エアクッション）を
つかったアートワークを展
開し美術館に出品するな
ど、デザインやファッショ
ンにとどまらず普遍的な美
や機能を探る活動で注目を
浴びている。

宿題として描いたイメージスケッチ
をもとに制作を進めました。更にた
くさんの材料をつけてみたり、一度
着てみてチェックしてみたり、講師
自らも積極的に制作に参加するな
ど、賑やかな時間となりました。全
員のファッションチェックでは、後
ろ向きになって背中側の調整を行
い、ショーで行う歩き方やポーズも
指導されました。頭部につけるアイ
テムや顔の表情にも触れ、ファッ
ションショーへの気持ちが高まりま
した。

学年全員が初めて一緒に授業を
行ったこの日は、体育館に特設
のランウェイを組みファッショ
ンショーを行いました。リハー
サルでは自身の作品を身につけ
て最終調整し、ランウェイの歩
き方や順序を確認。本番では少
し照明を落とした会場に大きく
音楽がかかり、児童たちが次々
と自身の楽しいファッションを
披露しました。全員が晴れ晴れ
とした表情でポーズを決め、観
ている児童も歓声をあげ拍手を
送ります。4 クラス全員が歩き
終わった最後には講師がラン
ウェイに登場。全員が一体と
なって素晴らしい校内発表会と
なりました。授業の終わりには
児童自らが意見発表を行い、今
回のショーに関する感想や講師
へのメッセージを述べ、まとめ
としました。

発表展会場でまとめの授業
2012 年 11 月 27 日（水）

授業の成果を市民にも知ってもらう機会として、全員の作品を講
師のプロデュースで当館に展示しました。透明なネットでの作品
《マイ・ねっと・ワーク》でいっぱいになった空間で、最後の授
業を行いました。ファッションショーを映像で振り返り、また自
身の作品をはじめて身につけていない状態でじっくりと鑑賞した
児童たち。また気持ちを新たにして作品と向きあい、講師と今回
の特別な体験について感想を話しあいました。全員がつくった作
品、そしてショーを通して、デザインの可能性に触れ楽しい時間
を過ごした経験が何よりの成果となったでしょう。

FINAL HOME《HOME1 》
ナイロンコート
photo: Hajime baba Ⓒ FINAL HOME
N.N.
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新春企画展

協力／川越・入間凧の会
グラフィックデザイン／芝崎曜子

関連ワークショップ・講座・イベント

アートな年賀状展 2014
2014年1月8日
（水）
〜26日
（日）

アートなお正月あそび

新春アトリア杯

サポートスタッフとの協力によって行われた企画。年齢制限や事前申込などを設定せず、より気軽に
楽しんでいただく機会をつくりました。2014 年の干支にちなんでユニークな馬のレースを開催しまし
た。会場には白線で区切られたコース上で色とりどりの馬たちが待機。参加者はまず毛糸やリボンを
金具に結びつけてつくったしっぽを気に入った柄の馬に取りつけ、レースの準備をしました。準備の
終わった馬はコース上で手綱をつけてゲートイン。審判の「よーいドン！」のかけ声で全員が手綱を
左右に引っ張り、馬たちを巧みに操ってゴールへと導きます。子どもから大人まで無我夢中で競いあ
い、レースは大いに盛り上がりました。
開催日／1 月 11 日（土） 14 : 00～16 : 00
参加者／32 人
講師／アトリアスタッフ及びサポートスタッフ
参加費／無料

ワークショップ
アトリアに獅子舞がやってくる！
声と体でお囃子をつくろう

ワークショップ

応募いただいたすべての年賀状を一堂に展
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
トした本展は今年度で 7 回目をむかえ、全
国から寄せられた手づくりの年賀状 501 点
を展示しました。墨と絵具で味わい深く描
かれた作品や切り絵、木版、コラージュの
技法をつかったものなど、工夫をこらした
力作が勢ぞろい。小さなハガキサイズに作
者それぞれの個性が光っていました。
また会場には年末のワークショップ［オリ
ジナルの筆をつくって書を描こう］で制作
された書の作品や名人の制作した和凧も併
せて展示。週末にはお正月に関連したイベ
ントやワークショップ・実技講座を行い、ア
トリア全 体がお正月の雰囲気に包まれま
した。展示作品やイベントを通して日本の
伝統的な習わしを見直し、手づくりの味わい
を楽しむことができる展覧会となりました。
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凧にのせる願いごと

かつては子どもの成長を願って行われたという凧あげの伝
統に習い、
「願いごと」をテーマに凧づくりをしました。新
年の願いごとや空に飛ばしてみたいと思うものなどを絵具
で和紙に描いて竹ひごを和紙の裏側に接着した後、尾や糸
巻きをつけて凧を組み立てました。
できあがった凧には
「上
手に泳げるようになりたい」という願いが込められたプー
ルの絵や「大好きな電車に空を飛んでほしい」という願い
が込められた電車の絵など、様々な願いが詰まっていまし
た。完成後はアトリア前の芝生広場で一斉に凧あげをしま
した。伝統的なお正月あそびに触れ、手づくりの玩具で元
気いっぱいに外あそびを体験できる機会となりました。

開催日／1 月 25 日（土） 13 : 30～16 : 00
参加者／小学生 16 人
講師／川口顕裕・裏川一雄（日本の凧の会）
川口顕裕： 100 畳の大きさを誇る庄和の大
凧あげの名人。「日本の凧の会」世話人と
して各地の凧あげ大会をプロデュースして
いる。
裏川一雄：凧を利用した空撮写真展を全国
各地で開催しているほか、小学校などで凧
の普及活動を行っている。
参加費／500 円

参加者オリジナルのお囃子でプロの獅子舞と共演。ゲス
トから獅子舞の起源や特徴について学び、3 つのグルー
プに分かれてお囃子づくりに挑戦しました。楽器や身近
なもので奏でる音のバリエーションを講師とともに研究
しながら、昨年の出来事やお正月の思い出、獅子が滑る
「スキー」
などのユニークなテーマを考え出して演奏を組
み立てていきました。発表会には参加者の家族など多く
の方に来ていただきました。講師の指揮のもと、グルー
プごとにお囃子を奏で、獅子がそれにあわせて上下左右
に体を振り動かします。ツーステップやターンなども混
ざり、伝統と新しい発想がせめぎあう未だかつてない獅
子舞に、惜しみない拍手が送られました。
開催日／1 月 18 日
（土） 13 : 30～15 : 30
参加者／小学 1～2 年生 9 人
講師／大澤加寿彦
（ミュージシャン）
埼玉県を中心に活動するシンガーソングライター。多ジャンル
と交流しながら、子どもや学生を対象にした音のワークショッ
プ、アート作品の制作やパフォーマンスも数多く行っている。
ゲスト／中村 元（日光街道 中村座）
草加市内で呉服店を営みながら、各地で本格的な獅子舞を披露
している。昨年度も、アトリアのリピーターを対象に獅子舞の
ワークショップを行った。
参加費／500 円

たのしい実技講座
布表紙の上製本ノートづくり
縞模様が特徴的な地域の伝統織物「双子織」をつかって、角背ハードカバー（二
つ折、天糊無線綴じ）のノートをつくりました。布の裏面に糊で和紙を貼り裏打
ち作業をした後、中面につかう紙を丁寧に折って背面を合わせていきます。裏打
ちした布に糊を付けて厚紙を包み表紙部分をつくり、数時間しっかりと圧着した
ら完成です。終始細かく慎重な作業が続きましたが、講師の解説やポイントなど
を書きとめるなど意欲的に学ぶ参加者の姿が印象的でした。製本技術の難しさと
面白さを体験しながら、格別の温かさを感じる大切な一冊が完成しました。
開催日／1 月 26 日
（日） 13 : 00～16 : 30
参加者／一般 17 人
講師／上島明子
（美篶堂）
長野の美篶に工場を構え東京の神保町にショップ
を構えている製本会社。製本業に加え、オリジナ
ル商品の開発・販売や製本ワークショップを開催
するなど製本技術や本づくりの魅力をひろめる活
動も行っている。
参加費／2000 円
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季節の創作
あなたにおくる形のないプレゼント

ワークショップ
年間を通して多くの方に楽しんでいただける様々なワークショップを開催。
造形あそびに加えて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実施しています。

アトリアデビュー
せんたくばさみ 30,000 個の空間

開催日／12 月 8 日
（日） 13 : 30～16 : 00
参加者／年中～小学 2 年生 15 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」として捉え、
活動を展開している。
参加費／500 円

ワークショップ初参加の方を対象にした「アトリ
アデビュー」。日常生活ではできないような体験を
通し自ら発見する楽しさを感じてもらうことを目
的としました。目指す完成形や決まりごと
（制約）
はあまりなく、講師やスタッフは参加者一人ひと
りの興味や関心・気持ちの変化などを大切にしな
がら進行しました。こうして集積された時間でつ
ながったせんたくばさみは大きな塊となり、それ
らを天井いっぱいに持ち上げて全員でゆっくりと
鑑賞しました。鑑賞後は全員で片付けをして終了
です。楽しい体験をしたという記憶と心地よい解
放感を感じていただくことができ、デビューにふ
さわしいワークショップとなりました。

季節の創作
オリジナルの筆をつくって書を描こう
会場には市内で採集された植物やスクラップなどが山積
み。
「筆の概念にとらわれず、
面白い発想で驚かせて欲し
い」との講師の言葉に後押しされ、生け花やオブジェに
も似た独創的な筆が参加者の手で次々と生み出されてい
きました。自由な心でつくった道具の影響か、書を描く
場面では自然と体の重心が一歩前に。力強い描線をひろ
げていきます。最後に「午」の字を大きな絵馬に描きま
した。1 日目はみんなで合作した大筆で一画ずつリレー、
2 日目は心をこめて個人制作し、2014 年の抱負もした
ためて完成です。個性豊かな参加者たちの筆と作品は
〈アートな年賀状展 2014 〉に展示され、多くの利用者の
目を楽しませていました。

開催日・参加者／6 月 8 日 ( 土 ) 10 : 30～12 : 30
年中・年長 29 人
6月9日
（日） 10 : 30～12 : 30
年中・年長 36 人
※各日同一の内容で 2 回の開催
講師／深沢アート研究所
世田谷に拠点を構え美術家として活動するほか、子ど
も向けの造形教室やワークショップ、参加型の作品制
作など幅広い活動を展開している。ユーモアセンス
にあふれ、親しみやすいワークショップが特徴のアー
ティストユニット。
参加費／各 500 円

季節の創作

ハートフル・プレゼント

即興：心ダンス

大切な人に贈る「心ダンス」をグループごとに創作し、家族の前で披露するワー
クショップ。まずは色とりどりの毛糸で空間を彩り、講師との会話や工作を通じ
て「形のないプレゼント」をイメージしていきました。ハイライトはパフォーマ
ンスの舞台装置となる「 big box 」の協働制作。巨大なプレゼントボックスを転が
しながら組み立てるうち参加者自身の気持ちも大きく膨らみ、興奮冷めやらぬま
ま即興の舞台へ。家族が見守るなか、あふれるエネルギーと照れや戸惑いが混ぜ
こぜになった奔放な「心ダンス」が次々と箱から飛び出していきました。講師も
一緒に踊り出し笑顔の大団円。参加者それぞれが心のままに、自分を表現する一
歩を踏み出しました。

開催日・参加者／12 月 14 日
（土） 13 : 30～16 : 00
小学 3 年～6 年生 15 人
12 月 15 日
（日） 13 : 30～16 : 00
中学生～一般 11 人
講師／桐生眞輔
（書家）
東京藝術大学博士課程にて美術における書の表現を研
究。書と言葉と人間の関係について問う制作活動を行う
一方、小学校や地域で子どもたちに向けての書のワーク
ショップを精力的に実施している。
参加費／各 500 円

―輝く心をあなたに

講師のアートセラピストのもと、作品づくりによっ
て自分や他者の「存在の輝き」を再認識することを
目的に開催しました。
親子ペアで白い布に包まれ出生にまつわるエピソー
ドを語りあった後、目をつむって紙粘土を心地の良
い形に成形し、それを土台にビーズや鳥の羽などを
接着してキャンドルスタンドをつくりました。心の
感じるまま思いおもいに制作した作品は大胆であっ
たり繊細であったり、まるで参加者の人柄を表すか
のよう。完成したキャンドルスタンドは全員で鑑賞
し、講師がそれぞれの作品から受ける印象や感想を
述べました。作品づくりを通して自分自身や他者と
じっくり向きあい、互いの存在の大切さを確かめあ
うことができる機会となりました。

開催日／12 月 7 日
（土） 13 : 30～15 : 30
参加者／小学１～４年生と保護者のペア 12 組
（ 25 人）
講師／有泉仁見（アートセラピスト）
女子美術大学芸術学部卒業、造形教室「アトリエ fun 」
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ひろく展
開している。
参加費／500 円

■企画展関連ワークショップについては該当ページをご参照ください。
名称
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ページ

エクササイズ！超・獣・擬・我

P.5

アートで話そう―かたちのパス＆シュート！

P.7

打楽器のマレットづくりとリズム体験

P.9

アトリアに獅子舞がやってくる！声と体でお囃子をつくろう

P.13

凧にのせる願いごと

P.13

ワークショップカードとは？
ワークショップ参加すると
スタンプがもらえ、5 つ集
めたらワークショップが抽
選なしで 1 回無料になる特
典がもらえるスタンプカー
ドです。
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■企画展関連やさしい鑑賞講座については該当ページをご参照ください。
名称

たのしい実技講座

やさしい鑑賞講座

各分野のつくり手を講師に招き、気軽にものづくりを学んだりアート作品を制作するための講座です。

各分野における専門家を講師に招きアートについて「観る・知る」ための講座です。

ページ

篠原有司男を反芻する

P.5

楽器にみる美学

P.9

～バイオリンを中心に～

TOYクリエイタ―に学ぶおもちゃづくり
オリジナルの積み木をつくろう
自然素材にじっくり触れ手作りの味わいを楽しみながらつ
くることを目的にした講座。最初に木の種類や特徴・見分
け方のポイントなどについて学んだ後、つくりたい形を決
めていきます。イメージスケッチができ上がったらいよい
よ制作開始。ノコギリなど道具のつかい方も教わりながら、
木を切ったり削ったりしてつくっていきます。4 時間かけ
て丁寧につくられた積み木はどれも魅力的で参加者のぬく
もりが伝わってくるものばかり。
「乗り物好きな孫が電車や
シーソーにして遊べるように」、「子どもが片付けを楽しく
覚えられるように」など、積み木をつかう子どもへの愛情
にあふれていました。これらの積み木は講師手製の木箱に
入れて持ち帰っていただきました。
開催日・参加者／6 月 15 日 ( 土 ) 13 : 00～17 : 00
一般 11 人
6 月 16 日
（日） 13 : 00～17 : 00
一般 12 人
※各日同一の内容で 2 回の開催
講師／中井秀樹
（ TOY クリエイター）
有限会社「木」代表。1982 年木工おもちゃを製造販売する工
房を立ち上げる。デザイナーとしての経験を活かしバリエー
ション豊富でアイディアあふれるおもちゃを多数開発してい
る。
参加費／1000 円

建築をみるために
第1回 江戸東京×建築

―前川國男を中心に

建築に関する展示を行った学芸員の方から様々な視点で「鑑賞する」きっかけ
となるお話をいただく講座の第 1 回目。建築を専門とするミュージアムで企画
を担当する講師から、多くの作例が残る前川國男氏の建築を中心に、近代建築
を鑑賞するポイントを紹介いただきました。
古代の建造物にも見られる装飾の特徴が現れているものや、店舗の顔となる看
板が一体となったものなど、今見てもおしゃれで優れた事例を数々紹介いただ
き、モダニズム建築の一端を振り返りました。また東京や埼玉にも多く作例が
残る前川國男建築を紹介いただき、身近なまちの新たな魅力に気がつき楽しく
なる視点にも触れることができました。
開催日／9 月 8 日（日） 13 : 30～15 : 30
参加者／一般 35 人
講師／早川典子（江戸東京たてもの園学芸員）
埼玉県生まれ、中山道沿いの町屋で育つ。〈東京建築展 住まいの軌跡・都市の軌跡〉な
ど展覧会や《前川國男邸》《小出邸》などモダニズム建築の移築・復元を手掛ける。
参加費／300 円

建築をみるために
第2 回 アート×建築

―空間をつくるということ

建築に関する展示を行った学芸員の方から様々な視点で「鑑賞する」きっかけ
となるお話をいただく講座の第 2 回目。建築家がつくるインスタレーション展
を企画した講師から、アートと建築のかかわりについて紹介いただきました。
近代以降を中心に様々な建築家の特筆すべき事例を辿りながら建築史の一部に
触れた後、
特に現代に活躍する日本人建築家たちの作例の紹介へ。安藤忠雄氏、
伊東豊雄氏、SANAA などの作例を挙げ、その特徴・美しさや表現・機能性を
説明いただきました。川口市にある事例も紹介いただき、意外に身近な場所に
あった有名建築家の作例を知るきっかけにもなりました。
開催日／9 月 21 日（土） 13 : 30～15 : 30
参加者／一般 32 人
講師／保坂健二朗（東京国立近代美術館主任研究員）
〈建築はどこにあるの？ 7 つのインスタレーション〉〈フランシス・ベーコン展〉など話
題の企画展を手掛けるほか、『新建築』『すばる』『美術手帖』など様々なメディアに執
筆も行うなど、幅広くアートを捉える視点で注目を集める。
参加費／300 円

■企画展関連アートさんぽについては該当ページをご参照ください。

アートさんぽ

名称

ページ

並木元町探検隊！

P.9

歴史的建造物や地域産業・文化財だけでなく、身近な場所をめぐりながら新しい視点を発見するためのツアーです。

鋳物の街で工場見学

身近にたのしむ伝統工芸
はじめての箔絵
伝統的な技法を体験することで工芸をより身近に感
じていただくことを目的として開催。漆の上に金箔
を貼って紋様を描いていく
「箔絵」に挑戦しました。
漆を乾かす時間が必要なため講座は 3 日に分けて開
催。1 日目は下絵づくり。描きたい文様を雁皮紙（が
んぴし）に写して紙の裏側から弁柄漆（べんがらう
るし）で描きパネルに転写します。2 日目は下絵に
漆を塗りそこに金箔を貼っていきます。少しの風で
も箔が飛んでしまうため空調を止め、呼吸も止めな
がらの緊張感あふれる作業。最終日には色漆で彩色
を施し仕上げの作業を行いました。時間も手間もか
かりましたが、ゆったりとした時間の流れに身を置
き制作することの素晴らしさと工芸の魅力を改めて
感じていただくことができました。

開催日／12 月 22 日
（日） 10 : 30～16 : 30
1 月 12 日
（日） 10 : 30～16 : 30
1 月 19 日
（日） 10 : 30～12 : 00
参加者／一般 13 人
講師／豊平江都（漆芸家）
1994 年に東京藝術大学大学院漆芸専攻修了。2007 年に
第 47 回伝統工芸新作展東日本支部賞。蒔絵を得意とし
ながら、様々な伝統技法を駆使し自然美にあふれる凛と
した佇まいの作品を多数制作している。
参加費／3000 円

■企画展関連たのしい実技講座については該当ページをご参照ください。
名称
布表紙の上製本ノートづくり
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ページ
P.13

秘蔵の仏像めぐり

川口鋳物発祥の地である金山町
周辺を歩いてめぐり、工場や趣
きある建築物などを見学。歴史
や産業から影響を受けて発展し
たまちの文化について知ってい
ただき、興味を深めていただく
ことを目的に開催しました。原
田木型製作所で鋳物製品の原型
となる「木型」を、鋳物問屋の
島崎平五郎が西洋文化の風情を
取り入れて明治 45 年頃（その後
増築あり）に建てた旧鋳物問屋
開催日／6 月 22 日（土） 13 : 00～16 : 30
鍋平別邸（川口市母子福祉セン
参加者／一般 20 人
ター）では遊び心あふれる装飾
講師／永瀬 勇（鋳物師・永瀬留十郎工場）
や意匠をこらした建築を堪能。
数々の精巧な名品を世に生み出している永瀬留
その後、明治 4 年創業の永瀬留
十郎工場の鋳物師。川口鋳金工芸会の会長も務
め、公私ともに鋳物の振興と更なる発展に努め
十郎工場では金属を溶かし流し
る。
込む「湯入れ」の現場を特別に
福田喜文（建築保存研究）
見せていただき、飛び散る火花
「川越蔵の会」副理事として建築の保存・研究
と職人たちの緊張感、工場の圧
に携わっており、まち歩きのエキスパートでも
倒的な雰囲気を肌で感じました。 ある。
参加費／500 円

川口市内の寺院をめぐり、地域
で大切に受け継がれてきた仏像
を美術的観点から鑑賞するバス
ツアー。仏像を鑑賞するための
基礎知識やポイントを学びなが
ら、地域の歴史や文化を身近に
感じていただくことを目的に開
催しました。法性寺では、修復
時に胎内仏が発見されたという
《釈迦牟尼仏》や鋭い彫りが印
象的な《円空仏系》
（作者不明）
を、地蔵院では髪型や剣を振り
上げるポーズが特徴的な《木造
不動明王立像》を拝観。真福寺
では、天部像と神仏習合につい
て講師のレクチャーを交えつつ
商売繁盛の神・恵比寿神（神道
系の神）と福の神・大黒天が一
体になった神像《恵比寿大黒》
、
善悪両面をもつ神の代表格であ
る《歓喜天像》などを拝観しま
した。

開催日／ ① 2 月 15 日
（土） 13 : 30～16 : 00
※大雪のため中止
② 2 月 23 日
（日） 13 : 30～16 : 30
参加者／一般 22 人
訪問先／①宝厳院
（安行慈林）
、
如意輪観音堂
（芝
西）②法性寺
（桜町）
、
地蔵院
（桜町）
、
真福寺
（辻）
講師／宮澤やすみ
（仏像コラムニスト）
テレビ・ラジオ・雑誌などメディアで気さくな
トークで仏像の魅力を伝えている。NHK 総合
「ひるまえほっと」準レギュラー出演中。著書
は
『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）他多数。
参加費／1000 円
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地域・学校連携（共催）事業

イベント

KUMAアートスタンプラリー
2013年7月21日
（日）
～9月1日
（日）

展覧会

第8回 川口市美術家協会選抜展

2013年6月26日(水)～7月7日(日)
主催／川口市美術家協会

中学生のART CLUB展
2014年2月2日
（日）
～2月9日
（日）
主催／川口市教育委員会

市内中学校25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。

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。日本
画12点、洋画32点、彫刻13点、工芸18点、書37点、写真21点
（合計133点）の展示を行いました。

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

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。

世田谷美術館
萬ＫＥＮＢＵＮ録 逍遥・川口
―川口の鋳物工場と近代建築を巡る旅―

2013年9月28日
（土）

Saitama Art Platform事業参加

2014年1月18日
（土）

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
活用を目指して企画・運営を行っています。今回は〈アートな年賀
状展2014〉の関連ワークショップ［アトリアに獅子舞がやってく
る！］で参加しました。
▶ P.15 ワークショップ［アトリアに獅子舞がやってくる！声と体でお囃子をつくろう］で参加。

Thank you @RTの日参加

2014年3月9日
（日）

主催／Thank you @RTの日実行委員会

美術家の開発好明氏が提唱する3月9日をアートの日として楽しも
うというプロジェクト「Thank you @rtの日（通称：39ART）
」に
参加。館内受付で「サンキュー！」と言っていただいた方は、平成
26年春の企画展〈フィールド・リフレクション〉の観覧料が無料
になるという特典で参加しました。
▶春の企画展〈フィールド・リフレクション〉の報告は、平成 26 年度年報に掲載予定です。

主催／世田谷美術館

まち歩きを楽しみながら地域の特色や文化に目を向ける世田谷美術
館の「萬KENBUN録」
。今回は川口を舞台に、昭和初期の面影を色
濃く残す近代建築や鋳物工場、日光御成街道として栄えた本町一丁
目などを見学。レトロ感満載の川口を案内しました。

川口市小・中・高校硬筆展覧会

2013年7月10日(水)～7月15日(月・祝)
主催／川口市教育研究会 書写研究部

川口市内小・中・高校
の児童・生徒の書写・
書道教育の振興をはか
るために毎年開催して
います。各校の優秀作
品ならびに県展覧会出
展・入賞作品を一堂に
展示し、多くの鑑賞者
でにぎわいました。

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

2014年 2月13日
（木）
～2月16日
（日）
主催／川口市教育研究会 書写研究部

研修・実習

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
一堂に展示しました。

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シップ
事業、各種教員研修などの受け入れを行っています。

川口暮らふと

実績／きらり川口夢わ～く
（東中学校・南中学校・芝中学校・幸並中学校）
教員研修
（初任者研修・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）
こども大学かわぐち

2013年10月19日
（土）
主催／川口暮らふと実行委員会
会場／アートパーク
（並木元町公園）

第22回
水道ポスターコンクール入賞作品展示会

2013年9月4日
（水）
～9月8日
（日）
主催／川口市水道局

平成4年度より小学4年生を対象に水道への理解と学習の機会をひ
ろげるために毎年開催。今年度は31校2,344点の力作が集まりま
した。25年度は川口市制80周年による特別賞も設けています。

川口市立小・中・高校合同中央作品展

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
ラフトマーケットを開催。作品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、陶器・ガラス・木工・染色・紙・革・金属
などの素材をもとに制作している約110組の作家が出店しました。

2014年2月21日
（金）～3月2日
（日）
主催／川口市教育委員会

〈郷土を描く児童生徒美術展〉
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、授業の実
践作品などを一同に展示しま
した。
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貸しギャラリー

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
およびスタジオをお貸出ししています。今年度は展覧会などで 15 件ご利用頂きました。
※一覧は P.22 を参照ください。

年間を通して多くの事業が行われる当ギャラリーでは、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共に創作活動に参加
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、お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。

展示空間
展示室 Exhibition Space
どなたでも気軽に立ち寄れる企画展示や市民のアート作品発表の場で
す。ゆったりとした空間（天井高 5m ）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
一体感があるこの空間は創作活動の幅を大きくひろげます。
ホワイエ／ウッドデッキ Foyer/ Wood Deck
アートパークの景観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。

主な活動内容
ワークショップや講座等の運営サポート
ワークショップや講座で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感動を発見し、また満足感につ
ながる時間・空間の共有を目指します。
また一般を対象としている講座等では、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交流を大切にしながら、制作のための
サポートを行います。主体的に企画を提案し運営に関わることもあり
ます。

フロアマップ

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
ることもサポートしていただく機会があります。

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

月例会
月に１度程のペースで今後の活動方針や内容に関して話しあうミー
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、より良い活
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。

利用料

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

※料金は 1 日あたり
※貸出は展示室は 1 週間ごと、スタジオは 1 日ごと

登録者数
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平成 25 年度

38 人（ 2014 年 3月現在）

利用申込

申込は利用期日の 1 年前から募集を受付しています。専用の
「貸しギャ
ラリー申込書」
に必要事項を記入のうえアトリアへ持参してください。
郵送・FAX でも受付しています。申込書は、当ギャラリーの受付で配
布するほか公式ホームページ（ http://www.atlia.jp ）からダウンロード
することもできます。
※申込多数の場合は公開抽選にて決定します。尚、公開抽選は申込期
間の翌月（原則第 1 日曜日）に当館で行います。
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平成 25 年度

実施事業件数・利用者数一覧

展覧会開催
春の企画展

反芻

夏の企画展

ダイアローグ

秋の企画展

川口の匠 vol.3

発行物

開催日数（日） 鑑賞者数（人）

篠原有司男

ワークショップ・講座

件数

開催日数（日） 参加者数（人）

38

1,635

ワークショップ

13

13

233

37

3,182

アートさんぽ

3

3

49

37

3,537

たのしい実技講座

5

7

93

第 8 回 アーティスト・イン・スクール

10

1,843

やさしい鑑賞講座

5

5

197

アートな年賀状展 2014

17

2,396

18

18

370

44

46

942

平成 26 年春の企画展

※ 3 月9日〜3 月31日までの数

青野正×高田洋一
音をつくる

小計

地域・学校連携

企画展関連イベント

※ギャラリートーク、オープニングイベントほか

フィールド・リフレクション

19

633

158

13,226

開催日数（日） 鑑賞者数（人）

第 8 回 川口市美術家協会選抜展

11

1,385

川口市小・中・高校硬筆展覧会

6

6,456

第 22 回水道ポスターコンクール入賞作品展示会

5

574

中学生のART CLUB 展

7

735

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

4

3,238

川口市立小・中・高校合同中央作品展

9

2,020

小計

42

14,408

合計

200

27,634

貸館利用

展示室区分

小計

利用日数（日） 鑑賞者数（人）

masa 稲葉 平和と夢 写真展

展示室 A

6

121

白田知恵子キルト作品展

展示室 A

6

659

展示室 B

6

328

展示室 A・B

6

488

展示室 A・B・スタジオ

7

575

展示室 A・B

6

436

毛筆同好会 20 周年記念展（鳩ヶ谷公民館サークル）

展示室 A

5

305

打越ひろみ＆仲間たちのパッチワーク作品展

展示室 B

5

476

籐を編む 松丸敬子と教え子たち
小学生身近な生き物絵画コンクール展示会

スタジオ

5

591

展示室 A・B

6

2,920

川口市小学生図画コンクール入賞作品展

展示室 A

6

688

三姉妹展

展示室 A

6

318

第 5 回 銀の虹展

展示室 B

6

150

展示室 A・B

13

484

佐藤裕一郎・小島睦生二人展

90

計

仕様／A4 変形サイズ・カラー・4 つ折り

仕様／B5 サイズ・カラー・3 つ折り

秋の企画展 冊子
『川口の匠 vol.3 音をつくる』
楽器をつくり美しい音色をつくる匠に着目し
た展覧会。4 名の匠を取材し、インタビュー
で語られた言葉や工房での様子を収録しまし
た。守重信郎氏
（武蔵野音楽大学楽器博物館
学芸員）の寄稿もいただきました。

発行／2013 年 4 月
仕様／B5 サイズ・カラー・40 ページ（英訳あり）
定価／500 円（税込 )

50

ムサ美埼玉 2013

※延べ日数 135

発行／2013 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 8 回アーティスト・イン・スクール
報告書

平成 24 年度

約 2 か月の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、対象児童、
学校教諭
（担任代表）
、当館担当者によるコメン
トを併せて掲載しました。

発行／2013 年 8 月
仕様／A4 サイズ・カラー・28 ページ

発行／2014 年 1 月
仕様／A4 サイズ・カラー・4 ページ

川口市立アートギャラリー・アトリア
職員

8,589

スタッフ

山下浩文（館長）
山口淳子
秋田美緖（学芸員）
水田美世（学芸員）

非常勤職員
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利用者（鑑賞者＋参加者）

月平均

308日

37,165 人

3,097人

小野寺優元（美術専門員）
今村香織（美術専門員／学芸員）
小野寺 茜（美術専門補助員／学芸員）
増田愛美（美術専門補助員／学芸員 )

事業年報

平成 24 年度事業を総括した年報。企画展を
はじめ、ワークショップ・講座、関連イベン
トなどもすべて収録。写真等を充実させ、担
当所感も添えています。

※ 2013 年 4 月 1 日現在

平成 25 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

		

副会長

岩崎 敬

		

委員

年間開館日数

アトリアニュース

隔月毎に当ギャラリー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。
館内をはじめ、市内を中心に近隣の文化施設などに配布しています。

展示作品の一部を収めた図録。多くのドロー
イング作品の他、山下裕二氏
（日本美術史家）
からの特別寄稿も収録。貴重資料をコンパク
トに収めた一冊です。

1

大石忠美 鋳金クラフト45 年の軌跡（川口鋳金教室講師 40 年記念）

平成 25 年度

春の企画展 図録
『反芻 篠原有司男』

スタジオ

第 9 回 青木東公民館絵画クラブ 2013 年作品展

年間スケジュール

※ 2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日実施分。
※企画展〈フィールド・リフレクション〉（ 2014 年 3 月 9 日～5 月 11 日）に関連するも
のは 3 月 31 日実施分までを含みます。内容・詳細は 2014 年度企画展関連として次号
に掲載いたします。

フィンランド一日大学 in かわぐち

第 24 回 川口市工芸展

平成 25 年度

25 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。

委員
委員
委員
委員

齋藤讓一
山際 進
山田たみ子
石澤智恵子
伊豆井秀一

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
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
舞台演出家／千葉商科大学非常勤講師
NPO 法人

環境デザイン・アソシエイツ理事

NPO 法人

志民アシストネットワーク代表

川口市立川口総合高等学校教諭
埼玉県立近代美術館専門員兼学芸員

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
火〜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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