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基本理念

沿革

平成26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

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」

グセンターや住宅街区のほか、近隣公園
（現在、並木元町公

「ワークショップ・アートさんぽ」
「講座
（たのしい実技講座、

園

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
す。アートが内包する多様な価値観を提示すると同時に地域資源をアー

として再利用されています。

5月

●かたちハンター！▶ 5 月11日
●アトリアデビュー ぼくらのいちばん大きな絵！▶ 5 月24日・25日
●ゴッホ、印象派を超えて▶ 5 月31日

6月

■新鋭作家展 第 3 回優秀者 白木麻子・大和由佳▶ 6 月7日～ 22日
第 4 回二次審査作品公開▶ 6 月7日～ 22日
□アーティストトーク▶ 6 月22日
■第 9 回 川口市美術家協会選抜展▶ 6 月25日～ 7 月6日

7月

■川口市小・中・高校硬筆展覧会▶ 7 月9日～ 13日
■夏の企画展 アーティスト・ラボ「つくられる」の実験▶ 7 月19日～ 8 月31日
●となりの色＋じぶんの色＝みんなの絵▶ 7 月26日
□アーティストトーク▶ 7 月27日・8 月3日・10日・23日
□アートウォッチング▶ 7 月27日・8 月3日・23日

トの視点から見直すことを試みています。さらに関連イベント「アート
ウォッチング」を通してこれまでの方法に捉われない鑑賞の新しい可
能性を探っています。また新鋭作家のための公募展や参加型の企画も

8月

行っています。

ワークショップ

アートさんぽ

貸しギャラリー

■春の企画展
□ギャラリートーク▶ 3 月9日・23日・4 月13日・27日
□アーティストトーク▶ 3 月15日・4 月5日・20日
□本橋成一監督映画上映▶ 3 月15日・4 月26日
□本橋成一スライド絵本上映▶ 3 月22日・4 月6日・19日・5 月10日
□アートウォッチング▶ 3 月22日・4 月6日・19日・5 月10日
●水墨画にチャレンジ！▶ 3 月29日
●墨と水で描く▶ 3 月30日
●ピンホールカメラづくりと撮影会▶ 4 月12日

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

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

事業内容

2014

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

●＝アートさんぽ

フィールド・リフレクション▶ 3 月9日～ 5 月11日

●不思議なきかいをつくろう▶ 8 月2日
●てんてんボディ・ペインティング▶ 8 月9日
●つくって投げて！ 体で楽しむ粘土のかたち▶ 8 月24日

9月

●和竿師に学ぶ竹釣竿づくり▶ 9 月6日・7日・13日・14日
■第 23 回 水道ポスターコンクール入賞作品展示会▶ 9 月4日～ 7日

10 月

■秋の企画展 川口の匠 vol.4 麗のとき▶ 10 月4日～ 11 月16日
□ギャラリートーク▶ 10 月11日・18日・11 月1日・8日
●糸の道▶ 10 月12日・11 月2日
■川口暮らふと▶ 10 月18日
□アートウォッチング▶ 10 月19日
●螺鈿で描くこころのかたち▶ 10 月26日

11 月

●画筆から生まれる美／筆の制作実演▶ 11 月9日
●根付と粋の文化／掌中に宇宙を創造する▶ 11 月16日
■第 9 回アーティスト・イン・スクール成果発表展▶ 11 月22日～ 12 月7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22日～ 30日

12 月

●和紙でつくるオリジナルカード▶ 12 月13日
●木口木版の世界▶ 12 月14日・21日
●白いおうちの冬ごっこ—紙をつかってつくって遊ぶ—▶ 12 月20日

〔展示室 A〕川口市小学生図画コンクール作品展▶ 12 月2日～ 12 月7日
〔展示室 A〕亀井政子と仲間たち展▶ 12 月9日～ 14日
〔展示室 B〕第 5 回 銀の虹展▶ 12 月9日～ 14日
〔展示室 B〕時・人・時▶ 12 月17日～ 21日
〔スタジオ〕図工教室∞ infinito 作品展▶ 12 月23日～ 25日
〔展示室 B〕木村俊介 個展—Drag and Draw—▶ 12 月23日～ 28日
〔展示室 A〕ハラタミ1st ▶ 12 月24日～ 28日

2015

■アートな年賀状展 2015 ▶ 1 月8日～ 25日
□アートなお正月あそび▶ 1 月11日
●しめかざりをつくろう▶ 1 月17日
●モコモコ羊になろう▶ 1 月24日
●浮世絵に描かれた日本の遊び▶ 1 月25日

2月

■中学生のART CLUB 展▶ 2 月1日～ 8日
■川口市小・中・高校書きぞめ展覧会▶ 2 月11日～ 15日
■川口市立小・中・高校合同中央作品展▶ 2 月21日～ 3 月1日

3月

■平成 27 年 春の企画展 日常事変▶ 3 月14日～
□ギャラリートーク▶ 3 月15日
●川口「音拾い」さんぽ▶ 3 月22日
●川口看板計画—歩いて、探して、考えよう▶ 3 月29日

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
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
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
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
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・知る・深める」ための講座です。

連携事業
（地域連携・学校連携）
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

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
た 1649 通
（市内からは 799 通）の応募のなかから厳正なる抽
選の結果「アトリア」が愛称として採用されました。
※川口総合文化センターの名称
「リリア」を指します。

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
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・
トークなども行っています。

1月
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
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。

〔スタジオ〕川口グランドデザインコンテスト▶ 5 月17日
〔展示室 A・B〕それぞれの個展 木下てるみ「異素材との出会い」／越園枝「洋画」／
吉田喜代美「日本画」▶ 5 月20日～ 25日
〔展示室 A〕ナンタケットバスケット展▶ 5 月28日～ 6 月1日
〔展示室 B〕はじめての型染展▶ 5 月28日～ 6 月1日

〔スタジオ〕こども枕草子〜文化体験・アートと音読〜▶ 9 月4日・5日
〔展示室 A〕ミラクル流星群 2014 いくつもの形となって▶ 9 月12日～ 15日
〔スタジオ〕上青木公民館陶芸クラブ創立 20 周年陶芸展▶ 9 月13日～ 15日
〔展示室 A・B・スタジオ〕トリエンナーレまくらざき出品作品展▶ 9 月17日～ 21日
〔展示室 A〕李賢玉 2014 展▶ 9 月23日～ 28日
〔展示室 B〕見沼の見！—古今東西—▶ 9 月23日～ 28日
〔スタジオ〕第 25 回川口市工芸展▶ 9 月23日～ 28日

※ 2014 年 4 月1日～2015 年 3 月31日時点の実施事業を一覧にしています。
※平成 27 年 春の企画展〈日常事変〉
（3 月14日～5 月10日）とその関連イベントの詳細につきましては、2015 年度事業として次号に掲載いたします。
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春の企画展

フィールド・リフレクション
2014年3月9日
（土）
～5月11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）
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 1 人は半額。

担当スタッフ／水田美世
協力／アテネ・フランセ文化センター
NPO 法人 KAWASAKIアーツ
川口市立映像・情報メディアセンターメディアセブン
視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ
バリアフリー映画鑑賞推進団体シティ・ライツ
「美術と手話」プロジェクト
ポレポレタイムス社
グラフィックデザイン／伊藤ヒロコ（Lallasoo Poopo Lab.）
記録／末正真礼生
翻訳／工藤亜由美
冊子印刷・製本／株式会社ユーホウ

たのしい実技講座

関連イベント

水と墨で描く

水墨画にあらわれるにじみ・かすれなどの表現技法を学
び、黒い墨と水とだけで表現される奥深い世界を体験す
ることを目的に開催しました。にじみ止めの加工を施し
ていない宣紙（せんし）と、油煙墨（ゆえんぼく）とい
う光沢がある黒色が特徴の墨をつかい、水の量で薄さを
調整した濃墨・薄墨・その中間の墨の違いを生かしなが
らの制作となりました。摺りたての墨は水との相性が良
く、紙に浸透しやすいことから線よりも面で捉えるコツ
を講師から学んだ後、魚や野菜など実際に身の回りにあ
るモチーフを描いていきました。大きな紙にのびのびと
描き、何枚も作品を完成させる参加者も。描きあげたも
のは裏打ちの加工をし、保存と展示にぴったりの作品に
仕上がりました。

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。26 年 度 においては

ワークショップ

〈フィールド・リフレクション〉と題し、

ワークショップ

水墨画にチャレンジ

実在する特定の「フィールド」に向き合

墨と言えど習字ではなく、絵筆と言えど絵具ではな
い、水墨画の独特な表現に挑戦しました。筆のしなり
を生かした運び方・水とのバランスで表現する濃淡な
どを生かしながら、オリジナルの作品をつくることを
目指しました。固形からきちんと墨を摺ることで墨液
では得られない味わいが生まれ、手間をかけただけひ
ろがる表現の幅には新鮮な驚きがあります。はじめは
どのような線になるかわからずに戸惑いを見せた参加
者も、講師の思い切った表現の実現に触れ、大きく
面を捉えるように筆を思い切って動かすように。10
代から 60 代まで幅広い年齢層の参加者が一緒に同じ
筆を持ち制作した時間は、春のワークショップにふ
さわしく温かなものとなりました。

いながら制作を続ける作家たちを紹介しま
した。
チェルノブイリ原発事故で被災した村の
若者たちなど、環境に向き合い力強く生
きる人々の生活を捉え、写真・映画と
いった手段で伝える本橋成一氏。山河や
そこに降りしきる雨の圧倒的な力に動か
され自然の中で生きることのみずみずし

開催日／3月29日（日）13 : 30～16 : 00
参加者／小学校5年生～一般 10人
講師／新恵美佐子（日本画家）
中国やインドと日本を往復しながら、墨を用いて「花」や
「生命」をテーマとした大作に取り組む。
参加費／500円（観覧料を含む）

さを率直な水墨の表現で捉える田中みぎ
わ氏。そして生まれ育った白山地区をは
じめ身近に出会ったものを大切に拾い上
げ淡い色彩の絵具で変形キャンバスに写
し取る伴美里氏。
生命力を感じる大型の作品が並んだ本展
では、アーティストの強く澄んだ意志を
感じながら、鑑賞者自身にその生き方に
ついて問いかけることを目的としました。
過去作とともに制作姿勢がよく現れた言
葉を収めた冊子を発行するだけでなく、
アーティストトークや関連作品の上映な
ども多く開催。更に本展で初めて開催し

参加者同士が会話をしながら展覧会を鑑賞することを
目指したプログラム。案内に当たる学芸スタッフが
作品の第一印象や気づいたことなどを質問しながら、
参加者はそれに答えていきます。自身が発言すること
はもちろん、他の参加者の意見や気づきを共有し、
作品の新しい魅力を発見していきます。ひとつの作品
にじっくり向き合う時間をとりながら、印象や感想を
話すことで楽しみを共有する時間としました。視覚や
聴覚に障害を持つ人でも気軽に参加できる回を設定
する試みも行いました。

発的な鑑賞を促すことを目指し対話型の
トークを実施。その一環として視覚や聴
覚に障がいがある方とも一緒に作品を楽
しむ機会を設定しました。

開催日／第1回3月22日
（土）
・第2回4月6日
（日）
・第3回19
日
（土）※視覚に障がいがある方と一緒に楽しむ
回・第4回5月10日
（日）※聴覚に障がいがある方
と一緒に楽しむ回 各日13 : 30～15 : 30
参加者／第1回4人・第2回4人・第3回9人・第4回7人
参加費／無料
（観覧料別途）

M.S.

▼出品作家
もと

はし

せい

いち

本橋成一
写真家・映画監督

1940 年生まれ。1960 年代から写真家として活動をはじ
め、現在に至るまで炭鉱・魚河岸・上野駅・屠場・チェ
ルノブイリ原発事故被災地などで市井の人々をテーマに
した作品を数多く制作。日常の営みから力強い命の姿や
希望を映し出している。

4

ピンホールカメラづくりと撮影会

開催日／4月12日（土）13 : 30～16 : 00
参加者／小学1～4年生＋保護者 9組
講師／小原佐和子（写真家）
1979年埼玉県生まれ。2002年日本大学芸術学部写真学科
卒業。本展の出品作家、本橋成一に師事。
参加費／500円（観覧料を含む）

た

なか

ばん

み

さと

田中みぎわ

伴 美里

1974 年生まれ。石垣島・屋久島・熊本・茅ヶ崎・足柄
など国内各地に長期滞在しながら制作。湿気をたっぷり
と含んだ自然の生命力を描く。
「自然の一部でありたい」
という言葉に自身の生き方を表す。

1977 年生まれ。ベルギー、イギリスの美術学校で絵画
を学ぶ。帰国後は出身地である石川県白山市と東京都と
を行き来しつつ、日常の中で出会う人・自然・ものから
感じ取るエネルギーを制作の根源としている。

画家
（水墨画）

画家
（油絵）

カメラの基本形であるピンホールカメラをつくり、
アートパーク内で撮影・現像までを行いました。講
師にカメラとはどのような仕組みでできあがっている
のか簡単にお話を聞いた後、牛乳パックに簡単なレ
ンズを取り付けてカメラを作成。レンズを通した光
が逆像になる不思議な現象を楽しみました。焦点距
離をあわせる・光が漏れないようにするなど繊細な作
業に取り組み、いよいよ撮影。つくったカメラに感光
紙をとりつけ、アートパーク内で撮影を行いました。
日光が程よく当たっている場所を探し、そこから写し
たい角度を決め、15 分ほど置くと撮影完了。白い感
光紙にアイロンを当てると風景が浮かびあがります。
親子で新鮮な驚きを共有する時間となったようです。

アートさんぽ

かたちハンター！

講師の作品にあらわれる変形キャンバスが様々な場所で起こる「か
たちとの出会い」から成り立っていることを受け、身近な風景の中
から心に残るかたちを見つけることで、見慣れたものの魅力を再発
見することを目的に開催。１時間ほどかけアートパークを歩き、樹
木の葉やはがれた皮・落ちていたビニール製の風船など、多くのか
たちをスケッチ。公園で様々なかたちをハ
ンティングしていきました。最後にそれぞれ
が一番気に入ったものを色紙に写し取って
切り抜き、講師が気に入ったカツラの葉の
かたちの切り抜きとあわせて、1枚のカード
に合作として仕上げました。作家の視点に
触れながら、何気ない景色の中に新鮮な
「出会い」を体験しました。

アートウォッチング

たアートウォッチングでは、来場者の自

開催日／3月30日
（日）13 : 30～16 : 00
参加者／一般 15人
講師／新恵美佐子
（日本画家）
参加費／1000円
（観覧料を含む）

開催日／5月11日
（日）
13 : 30～15 : 30
参加者／小学1～4年生 8人
講師／伴 美里
（出品作家）
参加費／500円

映画《アレクセイと泉》＆上映
スライド絵本『チェルノブイリいのちの大地』
上映
映画《アレクセイと泉》は、チェルノブイリ原発
事故で土壌も農作物も汚染された土地に唯一放射
性物質が検出されない湧き水で満たされた泉と、
村の希望である唯一の若者・アレクセイの暮らし
を捉えた物語。作家が真摯に人々の生き方に向き
開催日／映画上映：第1回3月15日（土）・
合う姿勢があらわれた作品として紹介しました。上
第2回4月26日（日） 各日14 : 00～
映にあわせ、視覚に障害がある人でも楽しめるよう
スライド絵本：第1回3月22日（土）・第2回4月6日（日）・
副音声を用意。多くの人に参加いただきました。ス
第3回19日（土）・第4回5月10日（日）
ライド絵本『チェルノブイリいのちの大地』は作
各日15 : 30～16 : 00
家の写真作品をドキュメンタリー監督・西山正啓氏
参加者／映画上映：第1回34人・第2回36人
スライド絵本：第1回8人・第2回4人・第3回16人・第4回18人 が構成しナレーションをつけたスライドショー。
言葉を聴きながら作品を捉えることでより深く鑑賞
参加費／映画上映：500円（観覧料含む）
スライド絵本：無料（観覧料別途）
するきっかけとなりました。

アーティストトーク
出品作家それぞれが自身の活動についてお話ししまし
た。本展出品作の背景や制作方法・コンセプトをはじ
め、 普 段 の制 作 で目 指 していること、 それぞれの
「フィールド」の見つけ方や向き合い方について詳しく
知ることができました。すべてに手話通訳あり。
開催日／本橋成一：3月15日（土）16 : 00～
伴美里：4月5日（土）14:00～
ゲスト／西村佳哲（働き方研究家・本展図録寄稿）
田中みぎわ：4月20日（日）14 : 00～
参加者／第1回40人・第2回12人・第3回40人
参加費／無料（観覧料別途）

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。4 月27日の
開催分は手話通訳あり。
開催日／第1回3月9日（日）・第2回23日
（日）
・第3回4月13日
（日）
・
第4回27日（日） 各日14 : 00～30分程度
参加者／第1回6人・第2回5人・第3回20人・第4回9人
講師／学芸スタッフ 参加費／無料
（観覧料別途）
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担当スタッフ／秋田美緖・小野寺 茜
グラフィックデザイン／大崎善治（SakiSaki）
記録／椎木静寧

新鋭作家展

関連イベント

アーティストトーク
展示や作品への理解を深めるため、また現
代アートの第一線にいる新鋭作家に親しみ
を持っていただくために、本人によるトーク
を開催。作家 2 人がそれぞれの展示室で発
表作のことはもちろんこれまでの活動や目指
している表現について語りました。白木氏は
海外での経験を生かした日本らしい表現の
可能性、大和氏は地域連携を行いながら制
作してきた経緯から浮かび上がった自らの
興味についてなど、それぞれの活動の背景
の一端を垣間見ることができました。

第3回優秀者 白木麻子・大和由佳
2014年6月7日
（土）
～22日（日）
文化芸術の振興と新鋭作家の発掘・育成
を目的として 2011 年よりはじまった公募
展。現代のアートシーンに精通した 3 人

開催日／6月22日（日）14 : 00～15 : 30
参加者／一般 50人

の審査員が将来性を重視し、一次（ポー
トフォリオ）審査、二次（プレゼンテー
ション展示）審査を行い、優秀者を決定。
優秀者 2 人（組）には審査から 1 年後に
個展形式の発表展の機会と制作補助費が
付与されます。スタッフとともに時間を

同時開催

第4回公募 新鋭作家展 二次審査

かけて作品制作や展示プランの構成を行
い、新鋭作家ならではの成長を発表する
ものです。また会期中には作家本人が作

（作品公開）

品について語るアーティストトークも行
います。
今回発表を行ったのは白木麻子氏と大和

次年度の新鋭作家展に出展する作家を選

由佳氏。対になるようなつくりの展示室

出するための二次審査に提出されたプレ

でともに大型作品に挑戦した 2 人ですが、

ゼンテーションをひろく公開するもの。

興味は全く異なります。白木氏は家具の

一次（ポートフォリオ）審査を通過した

ような機能性を想起させる木材が生み出

9 人が限られたスペースの中に作品や資

す厳しいかたちをおぼろげにしていくよ

料などを展開させ、個性豊かな展示とな

うな「違和感の記憶」をつくりだし、一

りました。また公開中はアーティストへ

方で大和氏は水分と乾燥・浮遊と落下な
ど経過を伴うにもかかわらず相反する事

白木麻子〈On the floor, Behind the window〉

S.S.

のメッセージを送っていただけるカード
を設置し、多くのお客様から温かなコメ

象を共存させ「混在する時間」を成立さ

ントをいただきました。これから多くの

せる、
「空間」へのアプローチを試みま

表現に挑戦していく彼らにとって、大き

した。常に変化するインスタレーション

な励みとなったことでしょう。

と呼ばれる作品を手がける 2 人にとって、

今回の審査で優秀者として選ばれたのは

本展もその感性を磨く 1 つのステップと

堀口泰代氏と對木裕里氏の 2 人。堀口氏

なったことでしょう。

は巨大な建造物を模したドレスやそれら
を着ている人物の写真を制作し、繊細な
中にも一種の凶暴性やおかしみが潜む表

S.S.

現を提出。一方で對木氏は紙・粘土・木
材などプリミティブな素材を組み合わせ

▼出品作家
しろ

き

あさ

ドローイングを施したオブジェをつくり

こ

白木麻子

あげ若さと勢いを感じさせました。1 年

1979 年東京都生まれ。2008 年東京藝術大学大学院博
士課程修了。2013 年ポーラ美術振興財団在外研修員
としてドイツ滞在の後、ワイマール・バウハウス大学
客員研究員、クンストラーハウス・ベタニエン・レジ
デントアーティスト（ベルリン／ドイツ）
。レジデン
ス中に個展〈On the Floor, Behind the Window〉を
開催。
や ま と

ゆ

後、展示室での発表に向け、さらに自身
の興味や表現を磨きます。

▼審査委員
まえ
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やま

ゆう

じ

前山裕司

埼玉県立近代美術館学芸員

か

大和由佳
1978 年愛知県生まれ。2003 年京都市立芸術大学大学
院修士課程修了。2009・2011・2013 年〈中之条ビ
エンナーレ〉などのグループ展のほか、2013 年〈生
物図鑑 15／杖先、新しい小径〉
（ACID NATURE 乙庭
／群馬）、2014 年〈柄、杖先、新しい小径〉
（同時代
ギャラリー／京都）など個展も多数。

一次審査（ポートフォリオ審査）…109 人（組）
二次審査（プレゼンテーション展示）…9 人（組）
小田原のどか・今 実佐子・カナイサワコ・山賀さつき・堀口泰代・對木裕里・
稲垣立男・藤井 龍・鈴木のぞみ（受付順）

大和由佳〈回游する線上で〉

S.S.

埼玉県立近代美術館の企画展を担当。
〈勅使河原宏展〉(2007 年 )、
〈ロシア
の 夢 1917–1937〉(2009 年 ) な ど。
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。

と

や

しげ

お

みなみ しま

ひろし

戸谷成雄

南嶌 宏

2000 年光州ビエンナーレアジア賞、
2009 年紫綬褒章受章など、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、旧共産圏の現代美術の研究を中
心に美術史の読み直しを行う。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。

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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担当スタッフ／増田愛美
グラフィックデザイン／古谷悠子
記録／根岸尚実

夏の企画展

アーティスト・ラボ
「つくられる」
の実験

ワークショップ

関連イベント

不思議なきかいをつくろう1・2

講師の出品作である「きかい」と「指示
書」を、同じ材料をつかって制作しまし
た。用意された日用品から好きなものを
いくつか選 び、 モ ー タ ー にくっ つけス
イッチ ON。するとモーターの回転が部品
から部品へと伝わり、思いもしないような
有機的な動きをする「きかい」ができま
した。さらに、
「きかい」をより良い状態
にするための「指示書」を書き、それに
沿って他の参加者に手入れをしてもらい
ました。手元に戻ってきた「きかい」を
見た参加者は、予想外の組み合わせに驚
きの表情、そして笑い声。不思議な「き
かい」と「指示書」をつくることで、自
身の意図通りにならないものごとを楽しむ
ことができる体験となりました。

2014年7月19日
（日）
～8月31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）
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 1 人は半額。

ワークショップ

開催日／第1回8月2日（土）13 : 30〜15 : 30
第2回8月2日（土）17 : 00〜19 : 00
参加者／第1回 小年生 14人・第2回 中学生以上
講師／安西 剛（出品作家）
参加費／500円（観覧料を含む）

N.N.

N.N.

5人

ワークショップ

となりの色＋じぶんの色＝みんなの絵

てんてんボディ・
ペインティング

参加者同士でのコラボレーションによる絵画制作を
楽しむワークショップ。スプーンやサンダルなどを
筆代わりにつかってキャンバスに描き、数分経ったら
参加者全員でキャンバスを交換。既に描かれている
色やかたちに着目し、自分がどこに色を置くとより面
白くなるかを考えながら次の一手を加えます。全員の
キャンバスを 2 回 3 回と交代していき、最後はそれぞ
れが初めに描いたキャンバスに戻って仕上げの一手を
加えました。自分が描いた色やかたちがすっかり変化
し、目を丸くする参加者も。講師の制作方法を追体
験し、色やかたちの響き合いを感じながら画面と対話
する豊かな時間となりました。
開催日／7月26日（土）13 : 30〜15 : 30
参加者／小学生 18人
講師／江川純太（出品作家）
参加費／500円
開催日／8月9日（土）13 : 30〜15 : 30
参加者／小学4～5年生 4人

講師／知念ありさ（出品作家）
参加費／500円

N.N.

身 の回 りにある些 細 なものを見 つ
め、その美しさや面白さを発見する
ことを目的としました。講師の出品
作のモチーフが「足」であることか
ら、参加者も自分の足を観察してみ
ました。じっくり見るとしわのかたち
や筋の浮き上がりなど、普段気に留
めていなかった部分が魅力的に見え
てきます。そして気に入った部分を
点でなぞるようにして特殊な道具で
ペイントしました。次第に足全体へ
ひろがった「てんてん」が何かのか
たちや模様のように見えはじめたら、
そこからイメージを紡ぎだすようにし
て花・海・自分の顔などを描きまし
た。自分の身体を見直すことで、そ
の魅力を生かした独自のボディペイ
ントが完成しました。

アートウォッチング
出品作をより深く鑑賞するためのプログラム。それぞれ
のアーティストの制作方法・制作意図に触れることが
できる体験をした後、展示作品について参加者同士で対
話しました。例として、谷本氏の回では参加者が 1つの
ものを長い時間触る体験をしました。気に入った素材を
触り続け、参加者の手の動きから自然発生したかたちを
全員で眺めた後、展示室で作品を鑑賞。感じたことや
気づいたことを率直に発言しあいました。素材 1つひと
つに着目した言葉や作家や来場者の「動き」を想像し
たコメントもあり、参加者自らが鑑賞ポイントを見つけ
た能動的な鑑賞の時間となりました。

N.N.

体感・参加できるアートを発信する夏の企

開制作で加筆し、これまでの作風とは異な

スタレーションは、来場者が毎週「きか

画展。今回は「アーティスト・ラボ」と称

るダイナミックな新作が完成。布団や粘土

い」づくりに参加することでにぎやかさを

し、鑑賞者・プログラム参加者が制作に参

などをつかった谷本真理氏の作品は、鑑賞

増していきました。

加することでアーティストの作品が変化して

者が自由に素材に触れることで「感触の痕

鑑賞者は「つくる」体験を通してアートと

いく「実験」を展示空間で繰り広げました。

跡」がかたちとなって表われました。知念

の距離を縮め、アーティストは「つくられ

会期中は作品の一部を制作する関連プログ

ありさ氏はワークショップの成果物を展示

る」過程を通して新しい作品展開のきっか

ラムなどを通して、展示が予測不可能に変

に組み込むことで、空間の印象を一変させ

けを見つけることができる、双方向のコ

化していきました。江川純太氏はプログラ

ました。日用品とモーターを組み合わせた

ミュニケーションが生まれた展覧会となり

ム参加者によって描かれたキャンバスに公

「きかい」をベースとした安西剛氏のイン

ました。

▼出品作家
あん
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ざい

つよし

え

がわ じゅん

た

たに

もと

ま

り

ち

ねん

安西 剛

江川純太

谷本真理

知念ありさ

1987 年生まれ。2011 年東京藝術大学大学
院映像研究科メディア映像専攻修了。日用
品とモーターを組み合わせた「きかい」を
つかいインスタレーションを制作、人とモ
ノの間の意識のズレや意味の転換などを剥
き出しにする。

1978 生まれ。2003 年多摩美術大学美術学
部絵画学科日本画専攻卒業。キャンバス上
で色彩を練り上げたような絵画を制作。独
特のタッチは画面上の色・形と自己の内面
との対話を繰り返すことによって生み出さ
れている。

1986 年生まれ。2012 年京都市立芸術大学
大学院彫刻専攻修了。成形した土粘土を投
げる・ぶつけるなどして変形させ、その一
連の行為や身体感覚を想起させるようなイ
ンスタレーションを制作。

1987 年生まれ。2012 年東京藝術大学大学
院先端表現科博士課程入学、在籍。身の回
りの風景の中にある些細なものに目を向
け、その細部を丁寧に紡ぎ取るように点描
でドローイングを行う。

ワークショップ

N.N.

つくって投げて！ 体で楽しむ粘土のかたち
粘土を様々な方法で触り、そこから偶然に生まれたか
たちの面白さを味わうことを目的に開催。粘土の大き
な塊を丸める・細長く伸ばす・ちぎる・踏む・叩き
つけるなどして変形させていきました。そして作業の
間に「気持ちいい」
「もっと触りたい」と感じたら、そ
の動きを繰り返しました。ひとしきり触った後は手を
止め、粘土のかたちを全員で鑑賞。手や指の跡が
くっきりと残り、粘土の柔らかさやしっとりとした質
感が伝わってくるような心地よいかたちが多く生み出
されました。何かをつくるために触るのではなく、触
ることによってできたかたちの良さを見つける、新し
い視点での粘土遊びとなりました。
開催日／8月24日（日）13 : 30〜15 : 30
参加者／小学3～6年生 9人
講師／谷本真理（出品作家）
参加費／500円

開催日／第1回7月27日（日）14 : 00～
江川純太編［絵が「絵」になるとき］
第2回8月3日（日）14 : 00～
安西 剛編［不思議なきかいとの向き合い方］
第3回8月10日（日）14 : 00～
知念ありさ編［身近なものを見つめてみよう］
※悪天候のため中止
第4回8月23日（土）14 : 00～
谷本真理編［さわり心地を探そう］
参加者／中学生以上 第1回3人・第2回6人・第4回3人
案内／学芸スタッフ
参加費／無料（観覧料別途）

アーティストトーク
出品作家それぞれの制作についてトークを行いま
した。まずはスライドをみながら、これまでの活
動について紹介。日常の中の疑問やふと湧き起
こった興味を深めながら制作を行ううち「誰かが
自分の作品をつくったとしたらどうなるのだろ
う」というアイディアが生まれた経緯を語り、
話題は本展で取り組んだ「実験」と出品作へ。
会期中のイベントやプログラムを通して作品に
起こった予想外の変化を中心に話しました。自
身では思いつかなかったアイディア、つくり出せ
なかった色・かたちが入ることに戸惑いもある一
方、とても面白い効 果 が生まれ、自らの殻を
破った気持ちになったと語りました。
開催日／第1回7月27日
（日）15 : 30～ 江川純太氏
第2回8月3日
（日）15 : 30～ 安西 剛氏
第3回8月10日
（日）15 : 30～ 知念ありさ氏
第4回8月23日
（土）15 : 30～ 谷本真理氏
参加者／一般 第1回6人・第2回8人・
第3回2人・第4回11人
参加費／無料
（観覧料別途）
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担当スタッフ／小野寺 茜
デザイン／大崎善治（SakiSaki）
写真／金田幸三
映像／椎木静寧（機材協力 ARTISTS’ GUILD）
翻訳／工藤亜由美
冊子印刷・製本／株式会社アドワン

秋の企画展

川口の匠 vol.4

アートさんぽ
川口染織業の記憶をたどる
「糸のみち」Part.2

関連イベント

織のみち—双子織の
ルーツを訪ねる

麗のとき
うるわし

2014年10月4日
（土）
～11月16日（日）

アートさんぽ
川口染織業の記憶をたどる
「糸のみち」Part.1

染のみち—藍染の工房を訪ねる

藍染の展示に関連し、川口でかつて栄えていた染織業の記憶をた
どるバスツアーを開催しました。Part.1は出品者である田中氏の
工房を中心に、染色ゆかりの地を訪ねるもの。講師の案内のもと
「江戸型染」や「長板中型」などの伝統的な技法を見学し、型染
めの実技を体験する場面もありました。最後は川口市指定無形民
俗文化財「江戸袋の獅子舞」を鑑賞。匠の技と精神に触れ、染
めの世界に浸った1日でした。
開催日／10月12日（土）10 : 00〜17 : 00
訪問先／西染織工房・阿波藍型染（あわあいかたぞめ）
「紺定（こんさだ）」・江戸袋氷川神社（江戸袋の獅子舞）
参加者／一般 24人
講師／田中昭夫（出品者）
西 耕三郎（染め師）・西 大三（染色家）
参加費／無料

アートウォッチング
視覚に障がいのある人とない人
が匠の作品を鑑賞した後、実物
を手に取り、感触も味わいなが
ら会話しました。筆のつくりや
穂の質感の違いから表現との関
係を実感し、根付を身につける
ことで機能美を発見。作品のか
たちを探る視覚障がい者の手に
開催日／10月19日（日）
晴眼者の手が添えられ、視点と
:
:
13 30〜15 30
感覚を分け合いながら作品をま
参加者／一般 8人
さに「一緒に見る」姿がありま
案内／視覚障がい者とつくる
美術鑑賞ワークショップ・ した。優れた実用性を備えた作
品の本質に全員で触れることが
学芸スタッフ
できました。
参加費／無料
K.K.

ものづくりの街・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。4 回目
となる本展では「麗のとき」をテーマに、
自然が育む素材に寄り添い、長い時間を丹
念に刻んで作品をつくる 4 人を紹介しまし
た。特殊な天然素材、長年つかい込まれて
変形した道具、それぞれの分野についての
造詣の深さを伺わせる匠所蔵の資料などを
展示。制作途中の作品やそれらをつくる様
子を撮影した映像も公開し、ものづくりに
注がれる知られざる技や豊かで奥深い時間
を映し出しました。関連イベントでは匠の
作品に触る・制作の実演を観る・技法の一
部を体験するなどの機会を設け、鑑賞者か
ら「素晴らしい職人の方々や文化が身近に
あることを知り、川口を誇りに思えるよう
になった。」との感想が寄せられました。
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▼出品者
さい

とう

び

しゅう

た

なか

あき

お

齋藤美洲

田中昭夫

江戸時代に端を発する「装飾留め具」であると同時に、
美術的価値も高く評価される現代根付の第一人者。精緻
な技術と動的な表現により世界的にも「BISHU」の名で
知られている。日本古来の美意識に西洋的な造形感覚が
加わった作品には実用性と芸術性のせめぎ合いがみられ
る。

天然の藍だけを用いた「正藍型染（しょうあいかたぞ
め）」を行う。藍甕（あいがめ）につくった染液と熟練
した手法で幾度も染色を重ね、多彩な藍色を生み出す。
布に模様を施す手製の型には、伝統的な図柄に新鮮味を
加える独自のデザインが見られる。先々代より長年染め
物屋を営んできた工房は、川口の歴史文化を伝える希少
な一軒。

現代根付師

せき

よし

じ

藍染師

とよ

ひら

すい

こう

関 芳次

豊平翠香

日本画に用いる画筆を主に制作し、その筆はコシが強く
精巧かつ繊細。筆感の滑らかな《面相筆（めんそうふで）
》
や穂先が針のような《毛描き筆》は、多くの人形師にも
愛用されている。それらは依頼者と直に取り引きされ、
互いの仕事への理解と信頼のもと、技術と理想を高め合
う関係が続けられている。

蒔絵師であった父・豊平翠仙（とよひらすいせん）とそ
の友人・守屋松亭（もりやしょうてい）に師事。長い時
間をかけて幾度も塗り重ねた漆の上に端正な蒔絵を施
し、優雅で凛とした美しさを持つ茶道具などをつくる。
伝統の技法とともに、幾筋もの絵漆の描線に金粉の濃淡
を重ねる「墨流し」など、独創的な表現にも取り組んで
いる。

筆師

蒔絵師

川口染織業の記憶をたどるバ
スツアーの Part.2。地域ゆか
りの織物「双子織（ふたこお
り）
」をテーマに、その発祥の
地といわれる蕨市を中心に巡
りました。明治頃の風刺画を
数多く描いた「河鍋暁斎（か
わなべきょうさい）
」や工場制
手工業の先駆けとして織物業
をひろめた「五代目高橋新五
郎」など、先見の明をもって
時代に対応してきた人びとの
姿を知り、昔ながらの機織り
も体験。未来につながるヒン
トとして、地域の歴史文化を
見直すことの重要性を再認識
することができました。

ワークショップ

ら

開催日／11月2日（日）10 : 00〜17 : 00
訪問先／河鍋暁斎記念美術館・蕨市立歴史民俗資料館本館＋分館・
塚越稲荷神社（機(はた)神社）
・サイボー株式会社本社ビル
参加者／一般 26人
講師／河鍋楠美（河鍋暁斎記念美術館館長）
佐藤直哉（蕨市立歴史民俗資料館学芸員）
吉田金造（吉田織物代表・双子織復興活動）
はたごっこ（機織活動・双子織復興活動）
参加費／無料

でん

螺鈿で描くこころのかたち

参加者 1人ひとりが大切に持ち続けたい思い出や
風景などを、きらきら光る虹色の貝殻を石に貼り
つける「螺鈿」という方法で表現しました。真
剣な面差しで黙々と制作する参加者たちはまるで
自分の心と対話をしているよう。漆を乾かす間
に、展示室で講師から自然の恵みと日本の文化
のお話を聞きました。参加者それぞれ、心に残
る宝物を得た様子でした。

開催日／10月26日
（土）13 : 30～16 : 30
参加者／小学3年生～6年生 11人
講師／豊平翠香
（出品者）
・豊平江都
（漆芸家）
参加費／500円

やさしい鑑賞講座

画筆から生まれる美／
筆の制作実演

画筆を専門に研究している数少
ない研究者である講師が筆の歴
史と書画の美しい表現との結び
つきについてお話ししました。墨
描きを実演する場面もあり、出
品者の関氏が制作した筆のつか
い心 地 の良 さが伝 えられまし
た。講義の後は筆の制作工程の
一部を実演。数多くの手順を踏
んで丁寧に筆がつくられます。
つくる人・つかう人のやりとりか
ら、1本の筆に込められた匠の精
神性を知ることができました。
開催日／11月9日（土）
14 : 00～16 : 00
参加者／一般 30人
講師／村田隆志（大阪国際大学准教授・財団法人筆の里振興事業団特別研究員）
制作実演／関 芳次（出品者） 参加費／300円

やさしい鑑賞講座

根付と粋の文化／掌中に宇宙を創造する

日本独特の文化である根付の歴史や制作についてお話ししまし
た。故事を題材にした古典根付は当時の日本人の教養の高さを伝
えており、つかい込まれて磨り減った表面には、ものへの愛着と
変化を味わう感性が表れています。講師の手がける現代根付とそ
の制作手順なども臨場感をもって語られ、最後は参加者全員、作
品に触りながら「掌中の宇宙」とも呼ばれる奥深い根付の世界を
楽しみました。
開催日／11月16日（日)14 : 00～16 : 00
参加者／一般 28人
講師／齋藤美洲（出品者）
参加費／300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。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。
開催日／第1回10月11日（土）
・第2回18日（土）・
第3回11月1日（土）・第4回8日（土）
各日14 : 00～15 : 00
参加者／第1回7人・第2回9人・
第3回11人・第4回6人
案内／学芸スタッフ
参加費／無料
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担当／秋田美緖
グラフィックデザイン／中 新 (Lallasoo Poopo Lab.）
協力・記録／根岸尚実

第9回

アーティスト・イン・スクール

活動内容・経過
2013年9月25日
（木）・10月2日
（木）

「変」
を発見する目を養う

身近な「変」を探すため、自宅の周りや学校の中を
探検し、発見したものを発表しあいました。講師とと
もに歩き視点を共有することで様々な発見ができまし
た。それらを意図的につくりだすにはどうするのか、
「組み合わせる」
「大量化」
「間違える」などの11の方
法を講師から聞いた生徒たちは、いよいよ学校の中に
「変」をつくりだす準備をはじめます。

土屋貴哉
（現代美術家）
×川口市立元郷中学校2年生107人
補正作業 —新しい
「世界」
のみつけ方
授業期間／2014年9月～12月（全9回）
発表展／2014年11月22日（土）
～12月7日（日）

N.N.

2014年9月18日
（木）

N.N.

オリエンテーション
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。クイズ形式で意外にも見落としている「思
い込み」や「暗黙のルール」などについて認識し、
それらから少し外れているものごとを「変」と定義し
ました。併せてこれらを意図的につくりだした講師の
作品を紹介。生徒たちには戸惑いの表情も見られまし
たが、少しずつその「おかしさ」については理解がで
きた様子。

N.N.

2013年10月9日
（木）・16日
（木）

N.N.

「変」
をつくる実験
2013年10月23日
（木）・30日
（木）

制作本番

N.N.

川口市内の小・中学校でアーティストやデ

業に挑戦しました。常識やルールから少し

ザイナーが特別な図工・美術の授業を行う

だけズレているものごとを「変」と定義し、

［アーティスト・イン・スクール］は、平

それらを身近に見つけることからスタート

成 18 年 度 当 館 が開 館 して以 来 継 続 して

し、自らの手でつくり出す、更には鑑賞し

コーディネイトしているプログラムです。

て共有しあうまでのステップを踏みました。

授業として行うことで学校教育に新たなひ

制作の方法や材料もすべて生徒たちが決め、

ろがりを見出すだけでなく、2～3 か月でプ

思考力・問題解決力を鍛えました。当たり

ログラムを組み講師の考え方により深く触

前と思ってしまっていることを見直し多様

れ、児童・生徒の創造力・想像力・コミュ

な価値観を見出すことは、世界とどうかか

ニケーション力を伸ばすことを目的として、

わっていくかを考えていくための視野をひ

例年 1 校ずつ開催しています。制作物は当

ろげる、まさに「補正作業」。難しい課題

ギャラリーに展示し、成果をまとめた報告

ではありましたが長い時間をかけて講師と

書を作成します。

話し合い、試行錯誤する「考える力」を伸

第 9 回となる今回は講師に土屋貴哉氏をむ

ばす授業となりました。

かえ、元郷中学校 2 年生が新しい美術の授
12

実験を繰り返した生徒たちは本番の
制作に取りかかります。パフォーマ
ンスをする班は映像を、学校の中に
実際に設置した作品はその風景をお
さめた写真を、実物が独立している
作品はそのものを、それぞれ完成さ
せました。
「変」は日常の中にさりげ
なく存在するもの。繊細な部分にも
気を配って制作し、グループ内で役
割分担しながら、時間いっぱいで仕
上げました。

今回の授業はグループワークで 1つの「変」をつくる取組み
を行いました。生徒たちは話し合いから制作する場所・必要
な材料などを決めて、ワークシートにメモします。講師はそ
れらを見ながらグループごとに相談にのり、アドバイスを行
いました。アイディアを決めると実際に可能な表現がどうか
確める制作実験を行い、写真や映像で記録しました。

N.N.

▼講師
つち

や

たか

よし

土屋貴哉
現代美術家

1974 年生まれ。小・中学生時代を川口市で過ごす。自
身の作品を「『目の前にひろがる世界の見え方をいかに
更新し得るか？』という問いに対する素朴な実践」と捉
える。近年ではインターネットクラウド上で作品を発表
するなど、日々変わっていくメディアを問い直し、利用
しながら制作を続ける。

《 adjust 》2009 年

2012年11月6日
（木）・12月4日
（木）

鑑賞と共有

N.N.

学校での最後の授業では、それぞれのグルー
プがつくった「変」をクラスで発表します。
映像や写真の作品が画面で流れるたびにひそ
やかな笑 い声 や驚きの声 が上 がります。グ
ループの代表たちはアイディアが生まれた
きっかけや工夫したポイントなどを話しまし
た。最初の戸惑った顔が、この時点では納得
や理解を示すようになった生徒たち。多くの価
値観を受け入れることができたようです。
校内発表から少し経て、生徒がつくった「変」
は当ギャラリーに展示しました。会場は講師
が構成。本当に最後の授業はその中で行いま

した。写真や映像だけでなく、実物の作品も
展示場所が変わればまったく異なる印象に。
鑑賞する生徒たちの目もきらきらとするようで
した。講師は「自分の価値観に合わせて世界
をみていれば、それでいいのだろうか？『ルー
ル』を見直し、
『変』を考えることとは、自分
がこの世界とどのようにかかわっているのか
を、見直す作業」
、とまとめとして話しまし
た。それは、美術の授業の中だけでなく、こ
れから多くの物事に出会い、迷いながら進ん
でいく生徒たちに、自分を見つめ直す「補正
作業」の一端を伝える授業となりました。
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新春企画展

担当スタッフ／鈴木友梨
グラフィックデザイン／芝崎曜子

関連イベント

アートな年賀状展 2015
2015年1月8日
（木）〜25日（日）

しめかざりをつくろう！
日本の伝統文化を感じながら1年の願
いを込めて「玉しめかざり」をつくる
ワークショップ。しめかざりの歴史や
かたちの意味について話を聞いた後、
稲わらをつかって基本となるしめ縄を
つくりました。力の要る作業が多く、
参加者はペアで助け合いながら身体全
体をつかって作業しました。できた縄
を丸いかたちに整えた後、裏白・ユズ
リハなどの縁起物を一つひとつの意味
を踏まえながら装飾しました。そのほ
かに自身の好きなものやお守りなどを持
参した参加者は、併せてそれも装飾と
し、個性豊かなしめかざりを完成させ
ました。受け継がれてきた伝統行事を
体験することで、制作の楽しさや日本
の伝統文化の大切さを感じることがで
きました。
開催日／1月17日
（土）13 : 00～16 : 30
参加者／小学3～6年生と保護者のペア ７組
講師／ことほき
［安藤健浩・鈴木安一郎］
（アーティスト・デザイナー）
日本の民芸と稲作文化に魅了された 2 人が立ち
上げたしめかざりづくりプロジェクト。安藤健
浩＝プロダクトデザイナー、アーティスト。女
子美術大学非常勤講師・株式会社安藤健浩デザ
イン室主催。鈴木安一郎＝グラフィックデザイ
ナー、アーティスト。女子美術大学・横浜美術
大学・文教大学非常勤講師。
参加費／500円
（1組）

アートなお正月あそび

巨大パズルあそび

サポートスタッフとの協力によって行った企画。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
きっかけとして毎年開催しています。今年は 3m× 3m の巨
大パズル遊びを開催。まずパズルに鏡餅や干支、新年の願
いごとなどお正月から連想されるものを描き、その後パズル
をばらばらにしてから組み立てました。大きいピースを枠の
中に運ぶのに一苦労する参加者も。最初に描いたお正月の絵
をヒントに、声をかけあい互いに協力してパズルをあてはめ
ていきました。完成したときには自然と拍手が起こり、会場
には一体感が生まれました。
開催日／1月11日（土）14 : 00～16 : 00
参加者／30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

誰もが気軽にはがきサイズの作品を発表で

モコモコ羊になろう

きる参加型の展覧会。応募いただいたすべ

衣服に毛糸玉をつけ羊に変身するワークショップ。オリジ
ナリティあふれる羊に変身することで変身したいという欲
求を具現化することを目的に開催しました。会場に入ると
山積みにされた毛糸玉が気分を盛り上げます。くるりと巻
いたもの、ハート型、とても大きなものなど思い思いの角
をアルミホイルでつくった後、いよいよ衣装づくり。色や
大きさ・付け方など、参加者それぞれにこだわりをもって
毛糸玉を衣服に接着していきました。モコモコの衣装と角
をつけて鏡に映った姿に「羊だ！」と歓声が。
「こうなり
たい」とこだわりをもって変身することで、いつもとは違
う自分に出会うことができました。

ての年賀状を一堂に展示する本展は今回で
8 回目をむかえ、全国から 523 点の作品が
集まりました。市民はもちろん当ギャラ
リーで開催したワークショップの講師や企
画展出品作家などからも参加があり、干支
の羊を描いたもの・色彩豊かな版画など力
作が揃いました。気持ちを込めてつくられ
た作品は見ごたえがあり、それぞれの個性
が光る展示となりました。
また会場にはワークショップ［しめかざり
をつくろう！］の講師が制作したしめかざ
りも併せて展示、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、会場全体がお正月のにぎやかな雰囲
気に包まれました。
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やさしい鑑賞講座

浮世絵に描かれた日本の遊び

浮世絵の中からお正月にちなんだ遊戯・玩具をテーマにした
作品を取り上げました。まずは現代でもよく知られる羽子
板、かるた、凧あげの様子が描かれたものと、それ自体が福
笑いや双六として玩具になる浮世絵をスライドで鑑賞。作品
の細部を拡大してみると見落としそうな大きさで洒落や縁起
物が描かれており、絵師の心意気に会場から驚きの声が聞こ
えました。講座の最後は「十六むさし」という遊びを講師と
参加者とで実践。シンプルながら奥の深い粋な遊びに、江
戸時代の文化度の高さを実感しました。身近な題材について
描かれた浮世絵を見て実際に体験し、江戸の人々の豊かな
暮らしぶりに思いを馳せることのできる講座となりました。

開催日／1月25日（日）
15 : 00～17 : 00
参加者／一般 22人
講師／新藤 茂（国際浮世絵学会常任理事）
浮世絵アドバイザー。
「浮世絵」
「落語」
「歌
舞伎」
「和算」の四本柱を基盤にして、実証
的な浮世絵研究を推進している。主な著書
に『五渡亭國貞〈役者絵の世界〉
』
、主な論
文に「浮世絵と数学～江戸っ子は現代数学
で遊んでいた～」など。
参加費／300円

開催日／1月24日
（土）14 : 00～16 : 00
参加者／小学1～2年生 7人
講師／神津雄介（造形作家）
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がける。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。
参加費／500円
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ワークショップ

たのしい実技講座

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。

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。

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。
季節の創作

和紙でつくるオリジナルカード
日本伝統の和紙でつくられたレースをつかい、和
紙独特の優しい温もりが相手にも伝わるようなオ
リジナルカードを制作。紙漉きの体験を通して
伝統文化を身近に感じることを目的に開催しまし
た。和紙の原料である楮（こうぞ）の皮に触れ
てみることからはじまり、それを溶いた水の中に
木製の枠をさし入れて紙漉きを行いました。リボ
ンや糸など好きな材料を挟み込み、上にレース
状の和紙を更に載せて透ける美しいオリジナル
カードをつくりました。送る相手を思いながら、
親子の会話が生まれる温かな時間を過ごすこと
ができました。
開催日／12月13日
（土）13 : 30～16 : 30
参加者／小学生と保護者のペア 6組12人
講師／森田千晶
（和紙作家）
女子美術短期大学造形学科生活デザイン専攻卒業。
日本の伝統文化である和紙を現代的にアレンジし、
和紙とレースを融合させた作品を多数発表。
参加費／500円
（1組）

季節の創作

白いおうちの冬ごっこ
―紙をつかってつくって遊ぶー

アトリアデビュー

ぼくらのいちばん大きな絵！
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ことの楽しさを感じても
らうことを目的とし毎年開催しています。26 年度は 3m 四方ほどの大き
な紙に絵具やクレヨンで絵を描きました。筆以外にも自身の手や足、さ
らには箒やローラーなど一風変わった道具もつかいながら全身で画面に
向かい、全員で 1つの作品を制作しました。作品を完成させることや技
術を身につけることではなく、のびのびと制作行為を楽しみ夢中になれ
る時間を提供することを目指し、講師やスタッフは参加者それぞれの興
味や関心・気持ちの変化を共有しながらプログラムをつくりあげること
を心がけました。
開催日・参加者／5月24日
（土）14 : 00～16 : 00 年中・年長16人
5月25日
（日）14 : 00～16 : 00 年中・年長15人
講師／伊藤泰雅（画家）
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絵画を描く。個展を中心に発表、絵画教室で講師も
つとめる。
参加費／500円

誰もが味わったことのある冬の寒さをテーマに、
五感や想像力を働かせて、冬の中にある様々な楽
しみを見つけるワークショップ。トレーシング
ペーパーを氷に見立てて参加者がすっぽり入れる
大きさの「おうち」をつくり、中に入ってセロ
ファンをつけたライトで遊びました。更に、黒い
紙を冬の夜道に見立て、寒さを身体の動きで表
現。暗い夜道に何かが潜んでいるような気配に怯
える参加者も、講師と一緒に夜道を進むと次第に
勇気が湧いてきました。最後には紙吹雪を降らせ
て全員で溶けない雪遊び。寒くて寂しいだけでは
ない冬の楽しみに目を向け、季節の楽しみ方を体
感する機会となりました。

和竿師に学ぶ竹釣竿づくり
江戸時代から続く川口の和竿づくりを通して伝
統産業を身近に感じることを目的にした講座。
実際に海の船釣りで使用することができる長さ
6 尺（約 180cm）の竹釣竿を製作しました。
講師が準備した竹を磨くところからはじまり、
仕上げの漆塗りまで行いました。実際に使用
できるものをつくるため、糸で補強するなど非
常に細かい工程に苦戦する参加者たち。自然
の竹がもつ特徴を最大限に活かして製作する
なかで、伝統産業が土地や自然に寄り添って
営まれてきたことを肌で感じることができ、ま
たつくるだけではなく、つかう喜びの味わえる
実技講座となりました。
開催日／9月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）
各日13 : 00～17 : 00
参加者／一般 13人
講師／山野正幸（和竿師）
竿昭作二代目、山野和竿店店主。竹の素材感を生かした作風を先代から受け継ぎ、細
さと強さを併せ持つ竿づくりに定評がある。近年では各地で竿づくりの講座を行うな
ど和竿の魅力を伝える活動を精力的に行っている。
参加費／5,000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

開催日

水と墨で描く

3月29日
（日）

ページ
13 : 30～16 : 00

P.5

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。
西洋近代美術絵画編

ゴッホ、印象派を超えて
近現代の絵画・西洋美術において大きな
影響を与えた画家、フィンセント・ファ
ン・ゴッホ。日本 でも非 常に人 気 が高
く、しかし多くの謎も残されています。本
講座では特に晩年の制作に焦点をあて、
その作品の特徴を探りました。ゴッホの
たどった経緯や作品が生まれた背景、あ
るいは歴史的事実を踏まえるだけでなく、
講 師の画 家としての経 験・観 点から技
法・表現の問題に着眼。色づかいや構図
のとり方にも言及しました。実感のこもっ
た講師の考察は鑑賞における新たな視点
を見つけるきっかけになりました。

■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。
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開催日／12月14日
（日）
・21日
（日）
各日13 : 00～17 : 00
参加者／一般 11人
講師／高松久子
（版画家）
1967 年埼玉県生まれ。1992 年多摩美術
大学卒業。木口木版の制作を中心にリト
グラフや銅版画も手がける。木口木版を
柔軟に解釈し、木口木版と紙版画を融合
した表現なども試みている。
参加費／2,000円

やさしい鑑賞講座

開催日／12月20日
（土）13 : 30～16 : 00
参加者／年中～年長と保護者のペア 9組
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
（1組）

ページ

版画表現入門「木口木版の世界」
ヨーロッパで発展した木口木版は古くから新
聞や書籍の挿絵として親しまれてきました。そ
の木口木版の細密で繊細な版画表現を体験
し、集中力が必要な作業に没頭し版画に親し
むことを目的に開催。
「木口木版」を初めて耳
にした参加者も多く、木口木版の特徴を素材
や歴史を交えつつ講師から説明を受け、下描
きから摺りまでを 2日間かけて制作しました。
初めて触れるビュランで堅い木口を少しずつ
彫るのは非常に細密で根気の必要な作業。目
を凝らしながら真剣な様子で彫り進めました。
こつこつと制作した作品には参加者それぞれの
世界がひろがっていました。

開催日／5月31日（日）13 : 30～15 : 30
参加者／一般 42人
講師／小林英樹（画家・絵画研究家・愛知県立芸術大学名誉教授）
1947 年埼玉県生まれ。2000 年『ゴッホの遺言』
（情報センター出版）を発表し日本推理作家
協会賞受賞。ゴッホの造形を詳細に分析しながら贋作についても言及してきた。画家として
も発表多数。
参加費／300円

■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

開催日

画筆から生まれる美／筆の制作実演

11月9日
（日）

名称

開催日

水墨画にチャレンジ！

3月29日
（土）

13 : 30～16 : 00

P.5

ピンホールカメラづくりと撮影会

4月12日
（土）

13 : 30～16 : 00

P.5

となりの色＋じぶんの色＝みんなの色

7月26日
（土）

13 : 30～15 : 30

P.9

不思議なきかいをつくろう

8月2日
（土）

①13 : 30～15 : 30 ②17 : 00～19 : 00

P.9

てんてんボディ・ペインティング

8月9日
（土）

13 : 30～15 : 30

P.9

つくって投げて！体で楽しむ粘土のかたち

8月24日
（日）

13 : 30～15 : 30

P.9

螺鈿で描くこころのかたち

10月26日
（日）

13 : 30～16 : 30

P.11

しめかざりをつくろう

1月17日
（土）

13 : 00～16 : 30

P.15

糸のみち

part.1

モコモコ羊になろう

1月24日
（土）

14 : 00～16 : 00

P.15

糸のみち

part.2

ページ
14 : 00～16 : 00

P.11

ワークショップカードとは？
ワークショップに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。

アートさんぽ
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。

■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。
名称

開催日

かたちハンター！

5月11日
（日）

ページ
13 : 30～15 : 30

P.5

染のみち—藍染の工房を訪ねる

10月12日
（日） 10 : 00～17 : 00

P.11

織のみち—双子織のルーツを訪ねる

11月2日
（日）

10 : 00～17 : 00

P.11
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地域・学校連携
（共催）
事業
展覧会

第9回

イベント

川口市美術家協会選抜展

2014年6月25日(水)～7月6日（日）
主催／川口市美術家協会

中学生のART CLUB展
2015年2月1日
（日）～2月8日
（日）
主催／川口市教育委員会

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10点、洋画33点、彫刻14点、工芸14点、書34点、写真21点
（合計137点）の展示を行いました。

市内中学校26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。

本の上の映画館
「シネアストの肖像 本橋成一」

2014年4月13日
（日）
・19日
（土）
・22日
（火）
・30日
（水）
主催／NPO Community Design Council
協力／ポレポレタイムス社

春の企画展〈フィールド・リフ
レクション〉の関連イベントとし
て、メディアセブンで出品作家
の本橋成一氏の映画作品（プロ
デュース含む）を上映いただきま
した。この事業はメディアセブン
の企画シリーズ「本の上の映画館」
の一環として開催されています。
●上映作品
《祝の島》
《ナージャの村》
《水になった村》
《バオバブの記憶》

2015年2月11日
（水・祝）～2月15日
（日）

2014年10月18日
（土）

主催／川口市教育研究会

主催／川口市教育研究会

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）

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。

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。

主催／あなたと どこでも アート実行委員会

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・運営を行っています。26年度はアートさんぽ
[糸の道]で参加しました。
※このプログラムは 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動
支援事業として文化庁からの助成を得て活動しています。
麗のとき〉関連アートさんぽ［糸の道］を参照ください。

提供：川口市立映像・情報メディアセンター
メディアセブン

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

書写研究部

2014年10月12日
（日）
・11月2日
（日）

▶ P.11 秋の企画展〈川口の匠 vol.4

川口市小・中・高校硬筆展覧会
2014年7月9日(水)～7月13日(月・祝)

「あなたと どこでも アート」参加

川口暮らふと

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90組の作家が出店しました。

研修・実習

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。

第23回 水道ポスターコンクール
入賞作品展示会
2014年9月4日（水）
～9月7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。
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川口市立小・中・高校合同中央作品展
2015年2月21日
（金）～3月1日
（日）

実績／きらり川口夢わ～く
（南中学校、芝中学校、元郷中学校、幸並中学校、戸塚西中学校）
教員研修
（初任者研修）
高等学校現場実習事業
（埼玉県立新座技術総合高等学校）
提供：川口暮らふと実行委員会

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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アトリア・サポートスタッフ

貸しギャラリー

（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 19 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を開催す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一緒に創作活動に参
加したり、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。
〈ミラクル流星群 2014

いくつもの形となって〉

〈上青木公民館陶芸クラブ創立 20 周年陶芸展〉

主な活動内容
展示空間
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。

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。

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。

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。

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合うミー
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。

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

登録者数

平成 26 年度

28 人（平成 27年 3月現在）

利用料

利用申込
市内在住・在勤・在学

左記以外

展示室 A

10,280 円

15,400 円

展示室 B

10,280 円

15,400 円

スタジオ

20,500 円

30,800 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
※ 2014 年 4 月より消費税率の改訂により料金の見直しを行いました
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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 26 年度

実施事業件数・利用者数一覧

企画展

発行物

開催日数（日） 鑑賞者数（人）

春の企画展 フィールド・リフレクション

36

※ 26 年度開催分 4 月1日～5 月11日まで
（会期は 3 月9日～5 月11日。3 月分は 25 年度年報に記載）

1,049

新鋭作家展
第 4 回優秀者白木麻子・大和由佳／
第 5 回公募二次審査作品公開

14

1,053

夏の企画展
アーティスト・ラボ「つくられる」の実験

38

2,299

秋の企画展

38

3,377

第 9 回 アーティスト・イン・スクール

川口の匠 vol.4 麗のとき

14

1,164

アートな年賀状展 2015

16

2,133

15

448

171

11,523

平成 27 年春の企画展〈日常事変〉

※ 26 年度開催分 3 月14日～31日まで（会期は 3 月14日～5 月11
日。4 月以降分は 27 年度年報に記載予定）

小計
地域・教育機関連携

事業分野

件数

ワークショップ

開催日数（日） 参加者数（人）

13

13

152

たのしい実技講座

2

6

73

やさしい鑑賞講座

4

4

122

アートさんぽ

5

5

78

26

26

333

50

54

758

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

合計

第 9 回 川口市美術家協会選抜展

11

1,099

5

6,244

第 23 回水道ポスターコンクール入賞作品展示会

4

690

中学生の ART CLUB 展

7

1,309

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

5

4,482

川口市立小・中・高校合同中央作品展

8

1,512

小計

40

15,336

合計

211

26,859

年間スケジュール

平成26年度 アトリアニュース
隔月毎に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。
館内はもちろん市内を中心に近隣の文化施設などに配布しています。2014 年 5 月全面リニューアル。

仕様／A4変形サイズ・カラー・4つ折り
グラフィックデザイン／伊藤ヒロコ
（Lallasoo Poopo Lab.）

仕様／Ａ3サイズ・カラー・2つ折り
グラフィックデザイン／古谷悠子

春の企画展 冊子
『フィールド・リフレクション』
出品作家がこれまで手掛けてきた作品やそれに向かう
姿勢をあらわす言葉たちをまとめた冊子。西村佳哲氏
（働き方研究家、プランニングディレクター）からの
寄稿もいただきました。

開催日数（日） 鑑賞者数（人）

川口市小・中・高校硬筆展覧会

平成26年度

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。

発行／2014年3月
仕様／B5サイズ・カラー・
40ページ
（英訳あり）
定価／500円
（税込）
グラフィックデザイン／
伊藤ヒロコ
（Lallasoo Poopo Lab.）

夏の企画展 報告書
『アーティスト・ラボ「つくられる」の実験
実験レポート』
ワークショップ等のイベントや作家の公開制作に
よって、会期中に常に変化した展覧会の様子を記録
した報告書。多くの写真を掲載し賑やかな様子を伝
えます。
発行／2014年9月
仕様／B5サイズ・カラー・3つ折り
グラフィックデザイン／古谷悠子

秋の企画展 冊子
『川口の匠 vol.4 麗のとき』
長い時間をかけながら素材と向き合う匠たちに着目し
た展覧会。匠によって語られた言葉や工房での様子
を収録しました。匠の制作を支えたり、作品を愛用す
る方々へのインタビューも掲載。
発行／2014年11月
仕様／B5サイズ・カラー・
40ページ
（英訳あり）
定価／500円 (税込)
グラフィックデザイン／
大崎善治
（SakiSaki）

■貸しギャラリー利用

展覧会名

展示室区分

川口グランドデザインコンテスト

スタジオ

1

364

展示室 A・B

6

366

ナンタケット・バスケット展

展示室 A

6

586

はじめての型染展

展示室 B

6

317

こども枕草子〜文化体験・アートと音読～

スタジオ

2

214

ミラクル流星群 2014 いくつもの形となって

展示室 A

5

223

上青木公民館陶芸クラブ創立 20 周年陶芸展

スタジオ

4

513

それぞれの個展

木下てるみ「異素材との出会い」・越園枝「洋画」・吉田喜代美「日本画」

トリエンナーレまくらざき出品作品展

展示室 A・B・スタジオ

5

327

李賢玉 2014 展

展示室 A

6

620

見沼の見！—古今東西—

展示室 B

6

542

第 25 回川口市工芸展

スタジオ

6

795

小学生身近な生き物絵画コンクール展示会

展示室 A・B

8

3,159

川口市小学生図画コンクール入賞作品展

展示室 A

6

586

亀井政子と仲間たち展

展示室 A

6

176

第 5 回 銀の虹展

展示室 B

6

128

時・人・時

展示室 B

6

211

図工教室∞ infinito 作品展

スタジオ

3

710

木村俊介

展示室 B

6

78

6

300

個展—Drag and Draw—

ハラタミ1st

展示室 A

100

計
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利用日数（日） 鑑賞者数（人）

※延べ日数 124

年間開館日数

利用者（鑑賞者＋参加者）

月平均

308日

37,832 人

3,153 人

10,215

第9回アーティスト・イン・スクール

報告書

平成25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、対象生徒、学校教諭（美術科）
、当館担当者によるコメントを併せて掲載しました。
発行／2014年1月
仕様／A4サイズ・カラー・4ページ
グラフィックデザイン／中 新
（Lallasoo Poopo Lab.）

川口市立アートギャラリー・アトリア
職員

発行／2014年7月
仕様／A4サイズ・カラー・
28ページ
グラフィックデザイン／
大崎善治
（SakiSaki）

スタッフ

山下浩文（館長）
田口淳子
秋田美緖（学芸員）
水田美世（学芸員）

※ 2015 年 3 月 31 日現在

平成 26 年度川口市立アートギャラリー運営審議会委員
会長

小野寺優元（美術専門員）
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）
圷 若菜（美術専門補助員／学芸員）
鈴木友梨（美術専門補助員／学芸員）

原田敬美

		

副会長
委員
委員

非常勤職員

事業年報

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。

委員
委員
委員

山際 進
有泉仁見
伊豆井秀一
加藤 修
博多玲子
森本昭宏

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
NPO 法人

環境デザイン・アソシエイツ理事

絵画・造形教室「アトリエ fun」主宰
埼玉県立近代美術館専門員兼学芸員
川口市立戸塚南小学校校長
ライフスタイルエディター
埼玉学園大学人間学部子ども発達学科教授

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。

川口市立アートギャラリー・アトリア
Annual Report 2014.4–2015.3
平成 26 年度 事業年報
発行日
平成 27
（2015）
年 8 月 31日
発行
川口市立アートギャラリー・アトリア ⓒ 2015
332-0033 埼玉県川口市並木元町 1-76
TEL 048-253-0222
FAX 048-240-0525
URL http://www.atlia.jp/
アトリアスタッフ
山下浩文・桑原佳世・秋田美緖・水田美世・小野寺優元・小野寺 茜・増田愛美・圷 若菜・山口紗友美
編集
秋田美緖（川口市立アートギャラリー・アトリア）
デザイン
大崎善治（SakiSaki）
写真
本文内で使用している写真には、撮影者名をイニシャルで示しています。
M.S.：末正真礼生、K.K.：金田幸三、N.N.：根岸尚実、S.S.：椎木静寧
※その他表示のないものはアトリアスタッフが撮影しています。
印刷・製本
株式会社グラフィック

24

ATLIA 年報 Annual Report 川口市立アートギャラリー・アトリア

2014.4 – 2015.3

川口市立アートギャラリー・アトリア

Ⓒ2015

