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基本理念

沿革

平成28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（共催）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 ●＝アートさんぽ ●＝アートウォッチング

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、開館 10 周年を迎えた小さなアート施

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。

設です。
現代アートの展覧会や地域に根ざした事業を展開し、

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

市民が新しい表現に出会い多様な価値観を共有する場を目指

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

しています。

グセンターや住宅街区のほか、近隣公園（現在、並木元町公

アトリアの活動には 5 つの大きな柱があります。
「企画展」

園

通称：アートパーク）などが建設されました。

「ワークショップ・アートさんぽ」
「講座（たのしい実技講座、

緑の木々や芝生などを有するこの公園内にサッポロビール株

やさしい鑑賞講座、アートウォッチング）
」
「連携事業（地域

式会社から建物の寄贈を受け、川口市立アートギャラリー・

連携、学校連携）
」「貸しギャラリー事業」
。これら 5 つの柱

アトリアが誕生しました。広く張り出したウッドデッキを持

をゆるやかに結びながら、ものづくりのまち川口における

つ、集成材を利用した木構造の平屋づくり（一部 2 階）の施

アート活動の拠点として、様々な垣根を超えてアートの根を

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

ひろげます。

計されました。

2016

4月
5月
6月

7月

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。アートウォッチングはアートを

■夏の企画展 第 5 回新鋭作家展 型にハマってるワタシたち▶ 7 月16日～ 8 月31日

□かたち発掘場▶ 7 月16日・17日・18日・23日・24日
●モコモコ動物お面をつくろう▶ 8 月20日
□アーティストトーク▶ 8 月28日

■第 6 回 公募 新鋭作家展 二次審査（プレゼンテーション展示公開）
▶ 9 月6日～ 19日

〔展示室 A・B〕宮野雄一郎 写真展「120」▶ 9 月21日～ 25日
〔展示室 A〕LEE HYUNOK 個展▶ 9 月27日～ 10 月2日
〔スタジオ〕第 27 回 川口市工芸展▶ 9 月27日～ 10 月2日

■第 25 回 水道ポスターコンクール入賞作品展示会▶ 9 月22日～ 25日

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

10 月

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

■秋の企画展 河口龍夫―時間の位置▶ 10 月8日～ 11 月26日
●
［時間の位置、地下の闇］ワークショップ：闇を封印する▶ 10 月8日
□
［時間の位置、地下の闇］アーティストトーク：時間の位置から▶ 10 月8日
□トークセッション：いとおしき「時間」たち 河口龍夫×建畠 晢×鞍田 崇▶ 10 月30日

11 月

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

□ギャラリートーク▶ 11 月3日・26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29日～ 12 月4日

●アトリアデビュー×アートウォッチング▶ 11 月19日
□感想ノート＆ボード▶会期中随時参加可

12 月

■第 11 回 アーティスト・イン・スクール成果発表展▶ 12 月3日～ 25日

〔展示室 A〕川口市小学生図画コンクール入賞作品展▶ 12 月13日～ 18日

□アーティスト・イン・スクール×市民コンサート 音宇宙を奏でる▶ 12 月11日
■第 51 回 川口市特別支援学級合同作品展▶ 12 月9日～ 11日

た 1649 通 （市内からは 799 通）の応募のなかから厳正なる
※川口総合文化センターの名称「リリア」を指します。

●ぬくもりを味わう 和ろうそくづくり▶ 12 月23日
●しろ、シロ、まっしろ！▶ 12 月24日
●ストローでつくる北欧のモビール：ヒンメリ
▶ 12 月25日

2017

1月

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

■アートな年賀状展 2017 ▶ 1 月7日～ 22日
□アートなお正月あそび「とりとりアトリア！」▶ 1 月9日
●江戸のファッション―移り変わる女性の着物―▶ 1 月11日
●ムクロジくんの空中いったりきたり▶ 1 月15日

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

●紙切り芸に親しむ▶ 1 月18日

ティスト・イン・スクール事業を実施。学校向けのギャラリートーク

●組子細工に挑戦▶ 1 月22日

なども行っています。

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。

■川口市小・中・高校硬筆展覧会▶ 7 月6日～10日

●まちの記憶をたどる ビール・味噌 麦のみち▶ 9 月14日

審査の結果 「アトリア」が愛称として採用されました。

貸しギャラリー事業

〔展示室 B〕古希の集い▶ 6 月14日～ 19日

●金継ぎ技法入門―繕いの器▶ 9 月17日

ログラムです。

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

〔展示室 A〕亀井政子と仲間たち▶ 6 月14日～ 19日

□夏休みの宿題応援ギャラリートーク▶ 7 月22日・8 月27日

9月

能動的に見るための様々な活動を通じて鑑賞の新しい可能性を探るプ

連携事業
（地域連携・学校連携）

●パンと炭で巨大壁画に挑戦▶ 6 月11日 ※夏の企画展関連
●仏像トーク―日本人になった仏像たち▶ 6 月15日

●アートウォッチングカード＆ボード▶会期中随時参加可

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

やさしい鑑賞講座

〔展示室 A・B〕野見山由美子個展▶ 6 月1日～ 12日

□パフォーマンス 踊る彫刻▶ 7 月16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

たのしい実技講座
アートウォッチング

●アトリアデビュー とり、みつけた、とんだ！
！▶ 6 月5日

□巨大壁画の公開制作▶ 7 月16日・17日・18日

アートさんぽ

ストや専門家が行います。

〔展示室 A・B・スタジオ〕ますいい建築圏展▶ 5 月17日～ 22日
〔展示室 A〕
「深呼吸」～石澤智恵子第二回作品展～▶ 5 月25日～ 29日

□動くナゾの彫刻、出現！
？▶会期中毎週水曜日、その他

公募展や参加型の企画も行っています。

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

●まちに生きるアート―現代アートにおける地域連携の可能性▶ 5 月14日

■第 11 回 川口市美術家協会選抜展▶ 6 月22日～ 7 月3日

アートの視点から見直すことを試みています。また新鋭作家のための

ワークショップ

●色の影で自分を描こう▶ 4 月17日

□着るアート体験 & 撮影大会▶ 6 月18日・19日 ※夏の企画展関連

8月

ます。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

●はじめての銅版画▶ 3 月26日・27日

〔展示室 B・スタジオ〕田中千鶴子 鋳鉄、大地と手 展▶ 5 月24日～ 29日

として再利用されています。

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

貸しギャラリー
ここにもアート かわぐち▶ 3 月19日～ 5 月14日

●手ざわりの絵画▶ 4 月24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
企画展

事業内容

■中学生のART CLUB 展▶ 1 月29日～ 2 月5日

2月
3月

■川口市小・中・高校書きぞめ展覧会▶ 2 月8日～ 12日
■川口の図工美術まなび展▶ 2 月18日～ 26日
■平成 29 年 春の企画展 アートで解明！空気の正体▶ 3 月11日～
□ギャラリートーク▶ 3 月18日
●
「くうきさん」とスキンシップ！▶ 3 月25日

※ 2016 年 4 月1日～2017 年 3 月31日時点の実施事業を一覧にしています。
※平成 29 年 春の企画展〈アートで解明！空気の正体〉
（3 月11日～5 月14日）とその関連イベントの詳細につきましては、平成 29 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 開館10周年記念事業第1弾

ここにもアート かわぐち
2016年3月19日
（土）～5月14日（土）

担当スタッフ／秋田美緖
協力／川口駅前行政センター、かわぐち市民パートナー
ステーション、川口市立映像・情報メディアセンター
メディアセブン、川口市立グリーンセンター
記録／末正真礼生（ととっぱし）
翻訳／工藤亜由美
グラフィックデザイン／古谷悠子
冊子印刷・製本／有限会社山北印刷所

▼出品作家

現代アートの多様な表現を探る春の企画展

の例として、多くのアーティストと関係を

かた にわ たま み

では、開館 10 周年の節目に「地域に生きる

つくりながらアートを発信してきたという姿

アート」
「ここから発信されるアート」をテー

勢と実績をふり返る機会ともなったでしょう。

すみ の やす のり

ば

ば とも こ

やま もと とも

片庭珠実・角野泰範・馬場知子・山本智
ゆき

あお き くに まさ

こう の ひろ こ

さ とう ゆう いち ろう

之・青木邦眞・高野浩子・佐藤裕一郎・
すぎ た

りゅう

こ ばやし み

き

や

だ しん た ろう

ご とう まさ

杉田 龍・小林美樹・八田真太郎・後藤雅
き

は やま

や ま と

ゆ

こ

あお き せい ご

えん どう けん じ

樹・羽 山 まり子・青 木 聖 吾・遠 藤 研 二・
か

つい き

ゆ

り

ほり ぐち やす よ

大和由佳・對木裕里・堀口泰代

会場：川口市立アートギャラリー・アトリア、川口駅前複合施設「キュポ・ラ」
（1F エントランス、川口駅前行政センター、
かわぐち市民パートナーステーション、川口市立映像・情報メディアセンター メディアセブン）
、川口市立グリーンセンター
観覧料：無料（ただしグリーンセンター会場は別途入場料）

〈川口の新人たち〉
（2007・2008 年）
、
〈川口の新鋭作
家展〉
（2009～2011 年）
、
〈公募・川口の新鋭作家展〉
（2012 年）
、
〈公募・新鋭作家展〉
（2013 年～）に出品
したアーティストたち（本展当時までに計 17 人を紹
介）
。当館の新進作家の発掘・市の文化シーン醸成を
目的とした企画展からスタートし、公募制度に移行な
ど改訂・改称をしつつ現在もつづく企画。

マとしました。出品作家である17 人はこれ

関連図録では出品作家の紹介はもちろん過

まで当ギャラリーが行ってきた新進作家発

去の当該企画についても掲載しました。

掘企画〈川口の新人たち〉
〈川口の新鋭作家

また地域のなかでアートを育てるという観点

展〉および〈新鋭作家展〉で過去にも発表

から、当ギャラリー以外にも川口駅前複合

を行った経歴があります。当ギャラリーで、 施設「キュポ・ラ」
、川口市立グリーンセ
ひいては川口という土地のなかで制作・発

ンターなどにも展示会場を設定。より多く

表などの活動を経た彼らの現在の姿を伝え

のシーンにアート作品が溶け込む環境をつ

ることで、日々成長するアーティスト・そ

くることによって表現活動の身近さや親しみ

こから生まれる表現を身近に感じてもらうこ

やすさを示しました。また、以後の他施設

とを目的としました。地域の文化活動の拠

との連携の可能性を探るきっかけを得てい

点である当ギャラリーが積み上げてきたもの

ます。

関連イベント

たのしい実技講座

はじめての銅版画
銅版画、特にエッチングの幅ひろい表現に親しむ
ことを目的に開催。1日目は導入として講師の実演
を見ながら手順を追い、道具・薬品の種類と腐蝕
の原理を学びました。２日目の本制作では銅版に
写した下書きの線をニードルでなぞったあと、色の
濃淡や深みを出すための加工を行いました。サンド
ペーパーで傷をつける・銅版に直接クレヨンを塗
るなどの大胆な技法も効果的に取り入れながら夢中
で手を動かすうちに時間いっぱいに。刷りあがった
作品はいくつもの効果が重なり、参加者の豊かな時
間が詰まっているようでした。
開催日時／3月26日（土）・27日（日）
各日13 : 30～17 : 30
参加者／中学生以上 12人
講師／馬場知子（出品作家）
参加費／3,000円

ワークショップ

色の影で自分を描こう

青・赤・緑の光の三原色を塗り重ねることで黒く見
えるシルエットをつくり、モデルの気配や個性を描
き出す作家の表現から着想を得たワークショッ
プ。参加者自身に光を当て壁に映った影の輪郭を
写し取る作業には四苦八苦、3 色のパステルをひた
すら重ねるのも地道な作業でしたが、そこから生ま
れる意外な表現が見えると大きな喜びにつながりま
した。参加者全員のシルエットが写し取られた大
きな紙は 10m ほどにもおよび、迫 力のある作品
に。協働制作の成果として会場に一定期間公開さ
れ、好評を得ました。
開催日時／4月17日（日）13 : 30～16 : 00
参加者／小学生 12人
講師／青木聖吾（出品作家）
参加費／500円

やさしい鑑賞講座

まちに生きるアート―
現代アートにおける地域連携の可能性
ワークショップ

手ざわりの絵画

紙粘土に色を混ぜ、それを麻布に貼り付け
る作家の制作手法にならったワークショッ
プ。同じ工程をたどり、特に手ざわりを楽
しむことを大切にしながら絵画制作を行いま
した。色粘土づくりでは素材同士が馴染ん
でしっとりと変化していく感触に病みつき
に。その粘土を指に取り、麻布の上を滑ら
せながら描く心地よさも抜群です。絵の具
ではできない立体的な効果を生かしながら
完 成したのは、 見 ても触 っても楽しい絵
画。華やかな色あいと指の跡から制作中の
楽しい気持ちまで伝わってくるようでした。
開催日時／4月24日（日）13 : 30～16 : 00
参加者／小学生 11人
講師／對木裕里（出品作家）
参加費／500円

近年活発に行われている「地域アートプロジェク
ト」と呼ばれるアートイベントをよく知る美術ジャ
ーナリストを講師に、
「まちとアート」というキー
ワードについて聞く講演会形式の講座。アートと
社会が乖離しつつあるという近代に生まれた危機感
から生まれたアートイベントの歴史を振り返りつ
つ、国内だけでなく海外での事例を交えて最新のア
ートシーンまでをスライドで紹介しました。
「地域
アート」が持つ観光やまちづくりの可能性、そして
表現の普及など、多側面から考えるきっかけを得る
内容となりました。
開催日時／5月14日
（土）16 : 00～18 : 00
参加者／32人 参加費／300円
講師／村田 真
（美術ジャーナリスト・画家）
ひろい視野で国内外のアートシーンを取材し平易な
言葉で伝える記事を執筆するジャーナリスト。また
画家としては戦争画に関する研究を行っている。慶
應義塾大学、実践女子大学、東京造形大学などで講
師を務める。本展では図録にも執筆。

M.S.
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夏の企画展 第5回 新鋭作家展

型にハマってるワタシたち

担当スタッフ／増田愛美
記録／阿部萌夢（有限会社 ケイフォト・サービス）
グラフィックデザイン／大崎善治（SakiSaki）

関連イベント

着るアート体験 & 撮影大会
鳩のかぶり物をして写真撮影することで作家の作品そのもの
になるイベント。アートに馴染みのない人にも気軽にできる
変身体験として設定しました。会場を訪れた参加者は上半身
にかぶり物を身につけ、指示された通りのポーズをして撮
影。プリントアウトした写真を手渡されると、自分とは思え
ない姿に笑ってしまう人も。撮った写真をつかったインスタ
レーションが制作されることを知った参加者は、その公開を
待ち遠しく感じていました。

2016年7月16日
（土）～8月31日（水）

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。

これまで個展形式で開催してきた〈新鋭

開催日時／6月18日（土）
・19日
（日）各日13 : 00〜17 : 00
参加者／第1回 51人・第2回 59人
案内／大石麻央（出品作家）
参加費／無料（観覧料別途）

作家展〉をより身近に感じていただける
内容へと展開。優秀者 2 組が多くの人と
協力しながら制作を行い、その成果を
「型」という共通のテーマのもとに発表
しました。
大石麻央氏は上半身を覆い隠す鳩のかぶ
り物を「型」として用い、年齢も性別も
全く異なる人々を外見で区別しづらくし
た写真を撮影。人間の判断基準を問いか
けるインスタレーション作品の要として
展示し、さらに混乱を誘うような鳩の像
や鏡の仕掛けも組み込みました。野原万
里絵氏はお気に入りのかたちを切り抜い
た厚紙を「型」とし、木炭をステンシル
のようにつかって描く巨大壁画を構想。
ワークショップ参加者に制作の一部を委
ね、鑑賞者からも「型」のアイディアを

ワークショップ

パンと炭で巨大壁画に挑戦

募集することで多くの偶然を取り入れた
作品へと発展させました。
作品をよりいっそう楽しむためのしかけ
として会場にはテーマの「型」にちなん
だ２パターンの順路を設けたほか、出品

大石麻央〈私の辞書〉

M.A.

作家が試行錯誤した 1 年間の記録を掲示。
会期中には多数のイベントを開催し、制
作に参加する・作家の人柄に触れる・視

参加者と作家が協働制作を行うワークショップ。 開催日時／6月11日（土）
14 : 00～16 : 30
木炭の粉・消しゴム代わりのパン・講師がつく
った型紙をつかい、未完成作品の上にどんどん 参加者／小学生 15人
新しい絵を描き足しました。整然と描かれている 講師／野原万里絵（出品作家）
模様が壊れてしまうことをためらい最初は遠慮が 参加費／500円
ちだった参加者も講師の「もっと大胆に！」とい
う声に背中を押され、次第に自由な「型」を見
出し描けるようになっていきました。顔も手足も
真っ黒になる頃にはどこか物足りない印象だった
作品に勢いと豪快さが加わりました。

点を変えて鑑賞するなど、多様なかかわ
り方ができる展覧会となりました。

パフォーマンス 踊る彫刻
展示とダンスとのコラボレーシ
ョンによって作品から感じる世
界 をひろげることを目 的 に開
催。作家の作品を身につけたダ
ンサーが奇妙な動きのダンスを
くりひろげました。人間がかぶ
り物をして踊っていると分かっ
ているはずなのに、動きが止ま
っている間は作品（物）と錯覚
してしまいそうになり、参加者
はダ ン サ ー から目 が離 せませ
ん。人と物の違いや本物と偽物
の違いが曖昧に感じられる不思
議な体験を楽しみました。

▼出品作家
おお

いし

ま

お

大石麻央
1986 年生まれ、武蔵野美術大学大学院修士課程修了。
フェルト製のかぶり物（動物の頭のマスク ･ 動物の肌
を模した手袋など）とそれを身に着けた人物像を発表。
外見を覆い隠す「型」によって視覚的な判断基準を問
いかける。
の

はら

ま

り

え

巨大壁画の公開制作

野原万里絵
1987 年生まれ、京都市立芸術大学大学院修士課程修
了。定規や型紙などの「型」を用い作為的なかたちを
複数生み出しつつも、それらをコピーする・消すをく
り返すことで偶然性のあるあたらしいかたちを取り入
れた平面作品を描き出す。
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開催日時／7月16日
（土）
18 : 00〜18 : 30
参加者／11人
出演／荒 悠平
（ダンサー）
20歳 を 過 ぎ た 頃 に 偶 然 ダ ン
スをはじめて以来、様々なグ
ループでの活動に参加。現代
アーティストの作品とのコラ
ボレーションなど新しい領域
での活動も積極的に行う。
参加費／無料
（観覧料別途）

制作過程を知る機会・作家と交流する機会として開催。
出品作家が会場で展示作品の仕上げを行いました。

野原万里絵

左：
〈Pattern01～絨毯と子供～〉右：
〈Pattern02～絨毯と人～〉

M.A.

開催日時／7月16日（土）・17日（日）・18日（月・祝）各日13 : 00〜16 : 00
講師／野原万里絵（出品作家）
参加費／無料（観覧料別途）

7

ワークショップ

モコモコ動物お面をつくろう
作家が制作に込めたメッセージに触れることを目的に開催。羊毛フェル
トをつかって動物の顔のお面をつくり、それを被った姿をペアで見せあ
いました。動物お面は、顔を隠すことによって逆説的に外見とは関係の
ない「その人らしさ」を見つめ直すためのアイテム。まとめとして相手
の「たとえ見た目が変わっても（動物の姿になったとしても）変わるこ
とのない、好きなところ」が何かを考え、少し照れながらも伝えあいま
した。親しい間柄だからこそ知っている互いの内面にむきあう機会とな
りました。
開催日時／8月20日
（土） 14 : 00〜16 : 30
参加者／小学生と保護者のペア6組
（12名）
講師／大石麻央
（出品作家）
参加費／500円
（1人、観覧料を含む）

第6回公募 新鋭作家展 二次審査

（プレゼンテーション展示公開）

次年度の新鋭作家展に出展する作家を選出するた
めの二次審査に提出されたプレゼンテーションを
ひろく公開するもの。一次（ポートフォリオ）審査
を通過した 10 組のうち 8 組が限られたスペースの
中に作品や資料などを展開しました。身近な展開
を志向して審査を行った今回は作品だけでなく関
連して行うプロジェクトやワークショップについ

かたち発掘場
鑑賞者が制作の一部に参加できるよ
う、作家の制作道具である「型」を
つくるコーナーを設けました。参加
者は黒い画用紙に自分の好きなもの
や気になるもののかたちを写し、輪
郭をハサミで切り抜きます。作品に
反映されることを前提に一番目立ち
そうなかたちを考える人も。集まっ
た型紙を受け取った作家はそれらの
生かし方に悩みつつも楽しみながら
制作を行い会場に追加しました。完
成を待ちわびた参加者は自分が切り
抜いたかたちを作品の中に見つけて
楽しんでいました。

ての構想も提出され、人・場所・地域とのかかわ
り方に着目した内容となりました。
優秀者として選ばれたのは佐藤史治氏＋原口寛子
氏と金沢寿美氏の 2 組。佐藤氏 + 原口氏はまちの
灯りをつかった影絵あそびの映像を展示、市内の
ネオン看板などを用いた映像作品を提案しました。
金沢氏は鉛筆で光沢が出るまで塗り潰した紙をつ
かったインスタレーションを展示、市内での素材

開催日時／7月16日（土）・17日（日）
・18日（月・祝）
・
23日（土）・24日（日）各日13 : 00〜16 : 00
制作／野原万里絵（出品作家）
参加費／無料（観覧料別途）

集めと空間全体を活用した制作に意欲を見せま
した。
今後は約 1 年間をかけてブラッシュアップし、
〈新鋭作家展〉にてその成果を発表します。

夏休みの宿題応援ギャラリートーク
スタッフが提示するキーワードをもとに両作家の作品を鑑賞
し、美術館レポートなど夏休みの宿題のヒントにしてもらい
ました。野原氏の作品では「切り取る」
。壁面を覆う巨大な
絵は身の回りにあるものの一部を切り取ったかたちの連続で
描かれています。参加者それぞれお気に入りの箇所をフレー
ムで切り取り発表しました。一方大石氏の作品では「違
う」
。同じかぶり物をした、たくさんの人の写真が並んでい
ます。人がもつ様々な感情のイメージに当てはめながら一人
ひとりの違いを探りました。参加者同士で多様な見方・考え
方を伝えあい、充実した鑑賞となりました。

開催日時／7月22日（金）・
8月27日（土）
各日14 : 00～15 : 00
参加者／小中学生
第1回 7人・第2回 6人
案内／学芸スタッフ
参加費／無料

一次審査（ポートフォリオ審査）…96 人（組）
二次審査（プレゼンテーション審査）…8 人（組）
村上 郁・佐藤史治＋原口寛子・山田沙奈恵・
川田知志・金沢寿美・大場さやか・藤井 龍・
熊野陽平（受付順）
※一次審査を通過した久保ガエタン、榎本奈々子は都合により参加を
辞退しました。

アーティストトーク

▼審査委員

出品作家が 1年間の活動を振り返りました。大石氏は誰かと一緒
に制作することと自分が納得のいく作品に仕上げることを両立さ
せる難しさを、野原氏は誰かの手が加わることで作品がどのよう
に面白いものになるかを、それぞれ話しました。両者にとって、
企画担当スタッフと相談しながら作品の構想を練ることも本展ほ
どひろい空間で展示をすることもはじめての挑戦。苦労はありま
したがかけがえのない経験をし、本展だからこそできる作品にな
ったと達成感を得たようでした。

帆足亜紀

ほ

作家の制作コンセプトの一端を表現するパフォーマンス。スタ
ッフがかぶり物を身にまとって会場内に滞在しました。
開催日時／会期中毎週水曜日・その他 14 : 00～15 : 00
参加費／無料
（観覧料別途）
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あ

き

横浜トリエンナーレ組織委員会事務局プロジェクト・マネージャー

横浜トリエンナーレ組織委員会事務局プロジェクト・マネージャー。
国際交流基金のアジア地域の美術交流事業、ニッセイ基礎研究所の
パブリックアート事業、
アーカスプロジェクトのディレクターを歴任。
まえ

やま

ゆう

じ

前山裕司

開催日時／8月28日（日）14 : 00～15 : 30
参加者／31人
参加費／無料
（観覧料別途）

動くナゾの彫刻、出現！
？

あし

埼玉県立近代美術館学芸員

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。

アートウォッチングカード＆ボード
鑑賞活動促進を目的として自由にコメントが書けるカードを配布し、
集まったものはファイリングして会場内に配置しました。
開催日時／会期中随時参加可
参加者／合計627人
（カード合計枚数）
参加費／無料
（観覧料別途）

むら

た

まこと

村田 真

美術ジャーナリスト・画家

ひろい視野で国内外のアートシーンを取材し平易な言葉で伝える記
事を執筆するジャーナリスト。また画家としては戦争画に関する研
究を行っている。慶應義塾大学、実践女子大学、東京造形大学など
で講師を務める。
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秋の企画展 開館10周年記念事業第2弾

河口龍夫―時間の位置
2016年10月8日
（土）～11月26日（土）

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。
10 周年記念リピーター割引（過去の企画展のチケット・チラシを提示いただいた方は半額）

担当スタッフ／秋田美緖
協力／株式会社長谷川鋳工所、株式会社田村鋳工所、
川口市下水道部、川口市立仲町小学校、川口市立鳩ヶ
谷小学校、川口市立原町小学校、川口市立戸塚西中
学校、株式会社リレーションブリッジ、林剛人丸、横
田茂ギャラリー
写真／齋藤さだむ
映像／須藤崇規
翻訳／工藤亜由美
グラフィックデザイン／中 新（Lallasoo Poopo Lab.）
冊子印刷・製本／有限会社山北印刷所

関連イベント

［時間の位置、地下の闇］アーティストトーク：時間の位置から
「ワークショップ：闇を封印する」の直後に行った
出品作家によるトーク。特異な過程をたどったそれ
を振り返ることを主にしつつも、新作を中心として
本展の会場を歩きながらのギャラリートークとなり
ました。後半ではアーティストとしての表現追求
や「時間」というテーマに言及し、参加者からも
鋭い質問が飛ぶなど充実した内容となりました。

開催日時／10月8日
（土）16 : 30～18 : 00
参加者／26人
講師／河口龍夫
（出品作家）
参加費／無料
（観覧料別途）

地域の特色を生かした表現やものづくり
の魅力を伝えてきた秋の企画展。開館 10
周年の節目となる本年度は 1970 年代か
ら意欲的に活動を続けるアーティストで
ある河 口 龍 夫 氏 を起 用 し、「 時 間 」 を
テーマとした作品群を主軸にしつつ当

［時間の位置、地下の闇］ワークショップ：
闇を封印する

ギャラリーや周辺環境を生かした新作を

S.S.

《DARK BOX 2016―地下からの闇》となる鋳鉄の容器に出品作家
とともに並木元町地下雨水調整池で「完全な闇」を閉じ込め完成さ
せるワークショップ。地下 30mまで階段をつかって降り、光を完
全に遮断して全 20 本のボルトを締める作業を行いました。参加者
それぞれが 1本ずつボルトを締めていく過程では暗闇のなか身体が
ぶつかったり手をすべらせないよう不安を抱えながらも声をかけ協
力しあう、互いの顔が見えない独特のコミュニケーションも生まれ
ました。完成した作品はすぐにクレーンで引き上げ、本展の主軸と
なるものとして公開しました。

展開しました。
なかでも《DARK BOX 2016―地下から
の闇》は川口で鋳物のコーディネイトを
行う職人の全面協力のもと鋳造し、さら
に川口市下水道部の協力により当ギャラ
リーが位置する公園の地下にできた並木
元町公園地下雨水調整池で「完全な闇」

開催日時／10月8日（土）14 : 00～16 : 00
参加者／18歳以上 18人 講師／河口龍夫（出品作家）
参加費／500円（観覧料を含む）

を閉じ込めて仕上げとするといった本展
における発表作ならではの制作過程をた
どり、アーティストと地域の職人そして
当ギャラリーのコーディネイトとが絡み
合ったものとなりました。1975 年から出
品 作 家 が発 表 し続 けている一 連 の

S.S.

アトリアデビュー×アートウォッチング
化石のフロッタージュをした作品と元となった化石の写真と
を見比べながらの間違い探し、真っ暗な部屋を体験した後に
闇が閉じ込められた作品について考えるといった鑑賞を行い
ました。作品に関する知識や成立背景などをスタッフが語る
受動的な鑑賞ではなく、参加者の体感・実感から作品にアプ
ローチする姿勢を提供することを目的としています。作品に
興味を持つだけでなく会場にあるわずかな隙間に暗闇を見出
すなど、参加者の能動的な発見を共有しながら楽しみました。
開催日時／11月19日
（土）11 : 30～
（30分ほど）
参加者／年長～小学校2年生と保護者のペア 2組
（4名）
案内／学芸スタッフ 参加費／無料
（観覧料別途）

「DARK BOX」シリーズに位置しつつも、
特異な一点として確固たる存在感を得て
います。その過程とインタビューを収録
した映像を併せて公開することで、出品
作家や職人の顔だけでなく地域とアート
とのかかわりを探る当ギャラリーの姿勢
を提示しました。また新作《椅子の成
長》
《塀の上の椅子》には市内小中学校か
ら素材の提供を受け、新しい学校連携の
可能性を見出しています。

トークセッション
いとおしき「時間」たち

図録には展示風景と新作を収録すること
はもちろん、当ギャラリーの歴史を刻ん

出品作家と図録寄稿者 2 人を迎え
たトーク。
《DARK BOX 2016―地
下からの闇》
《
「陸と海」からの時
相》
《漂う時間の時間》など出品作
を中心に「時間」というキーワー
ドについて話し合いました。出品作
家が自身の過去作をもとにつくった
新作へ言及した建畠氏の発言から
はアーティストとキュレイターの
関係が見て取れ、またそれをゲー
テの詩に例える視点が鞍田氏から
飛び出すなど、専門家としての視
点が作品を読み解く端緒とされた
興味深い議論が交わされました。

だ床を出品作家が刷り取ったイメージを
表紙に採用し、デザインも好評を得まし
た。

▼出品作家
かわ

ぐち

たつ

河口龍夫×建畠 晢×鞍田 崇

お

河口龍夫
現代美術家

1940 年兵庫県生まれ。筑波大学名誉教授、金沢美術
大学専任教授。
「関係」
「DARK BOX」などに代表され
る見えないものを他者と共有することを目指した多く
の作品群を展開。〈第 10 回日本国際美術展 1970 東京
ビエンナーレ 人間と物質〉
（1970 年）で注目を集めた
後も常に第一線で活躍し続ける。第 58 回毎日芸術賞
受賞（2017 年）
。

感想ノート

開催日時／10月30日（日）16 : 00～17 : 30
参加者／48人
講師／河口龍夫（出品作家）
建畠 晢
（埼玉県立近代美術館館長・多摩美術大学学長・美術評論家）
近現代美術を専門とするキュレイターでもある。横浜トリ
エンナーレアーティスティック・ディレクター、あいちト
リエンナーレ芸術監督などを歴任。詩人としての著作でも
知られる。
鞍田 崇（明治大学理工学部准教授・哲学者）
宗教・民俗・農業・デザイン・アートなど幅広い視点で現
代社会における暮らしのかたちを問い直す活動を展開する。
参加費／500円（観覧料を含む）

ギャラリートーク
参加者と共に本展担当スタッフが会場をめぐるギャラリーツ
アー。作品や作家のことを話しながら随時質問を受けつける
対話形式で行いました。
開催日時／11月3日（木・祝）
・26日
（土）各日11 : 00～30分ほど
参加者／第1回 3人・第2回 3人
案内／学芸スタッフ
参加費／無料（観覧料別途）

鑑賞者が自由に感想や意見を書き込めるカードを受付で配布し、それらを掲示板に
貼り付けることで他者と意見を共有できる鑑賞活動促進ツール。ワークショップや
トークの参加者からはその感想も寄せられました。
開催日時／会期中随時参加可
参加費／無料（観覧料別途）

参加者／合計363人（カード合計枚数）

S.S.
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第11回

アーティスト・イン・スクール

担当スタッフ／小野寺 茜
協力・記録／阿部萌夢（有限会社 ケイフォトサービス）
長田水紀（有限会社 ケイフォトサービス）
グラフィックデザイン／古谷悠子

活動内容・経過
1

10 月6日（木） 導入

2

初めまして！
音宇宙の音ガイド

10 月20日（木）・21日（金） 制作①

3

音宇宙を旅して発見
音のかけらひろい

10 月27日（木）・28日（金） 制作②

音宇宙を案内する
音のしおり

尾引浩志
（パフォーマー）
×川口市立辻小学校3年生82人
ひびけ！ ひろがれ！ 音宇宙
授業期間／2016年10月～12月（全6回）
成果発表展／2016年12月3日（土）～25日（日）

M.O.

授業初日、
「音ガイド」の尾引氏がやってきまし
た。普段はきこえない「音」を響かせる「ホーメ
イ」や「口琴」の演奏、ガラス瓶やストローをつ
かって奏でられる不思議な「音」に児童たちは驚
き感心しきり。配られた白い紙から自分でも「音」
を探してみます。多彩なアイディアが発表され、
共有することで「音宇宙」の入口に立つことができ
ました。

4

M.A.

12

川口市内の小中学校にアーティストやデ

第 11 回目は辻小学校 3 年生がパフォー

ザイナーを派遣し、特別な授業を行う

マー・尾引浩志氏とともに身のまわりか

「 ア ー テ ィ ス ト・ イ ン・ ス ク ー ル 」。

ら素敵な「音」を見つけ出し、その在り

2006 年の開館以来継続してコーディネ

かやきき方を多くの人に伝える「音ガイ

イトしている企画です。授業として行う

ド」になることを目指しました。目に見

ことで学校教育に新たなひろがりを見出

える世界の一歩外へ感覚をひらいてみれ

すだけでなく、およそ 1 か月半の間に授

ば、そこは無限の「音宇宙」。日常に潜

業を行い、講師の考え方により深く触れ、

む「音」を探求することで児童が身近な

児童・生徒が講師と共に活動するなかで

物事や自分自身を新しくとらえ直すこと

創造力・想像力・コミュニケーション力

が授業の目的です。さらにその発見を

を育 むことを目 的 として例 年 1 校 ずつ

「音のしおり」に記し授業の成果として

行っています。その成果物は当ギャラ

発表することで、自身の表現に向ける客

リーに展示し、成果をまとめた報告書を

観的な視点と他者とのつながりを意識す

作成します。

るきっかけを得ていきました。

びき

M.A.

身近な道具や場所と向き合ってきた「音宇宙」の
旅。自分の身体からも「音」を探ってみたあと、
これまで見つけた「音」の在りかやききかたを「音
のしおり」にまとめました。つかうものやききかた
の手順をどのような表現で伝えるべきか、読む人の
ことを考え制作する時間は、見知らぬ誰かを「音
宇宙」に案内する「音ガイド」への第一歩になり
ました。

11 月5日（土） 中間発表会

5

ひびけ！ 伝われ！
音宇宙

11 月11 日（金）・11 月17日（木） 制作③

音宇宙の発表展
オープン計画

6

12 月9日（金） まとめ

ひびけ！ ひろがれ！
音宇宙

M.A.

M.A.

M.O.

４回目は学校公開日。児童全員、それぞれの家族
に囲まれての賑やかな授業です。
「音のしおり」が
読む人に伝わるかどうか仲間同士で振り返ったあ
と、家族にも紹介しました。一人ひとりの「音」を
確かめたらクラスごとに合奏し、調理器具の鋭い
「音」や自然物の柔らかな「音」が響き合い変化す
る「音宇宙」を全員で味わいました。

来月はいよいよアトリアでの発表展。そこでは児童
の制作した「音のしおり」が展示され、書かれた内
容を鑑賞者がその場で試す仕組みが備わるため、
「音ガイド」を目指す授業の仕上げとして「音のし
おり」をより丁寧に、分かりやすく清書しました。
児童それぞれ苦心しつつも自分なりのガイドを完成
させました。

学校からバスに乗ってアトリアへやってきた児童。
友だちがつくった「音のしおり」を試し、感想を
「レポオト」に書きました。会場には鑑賞者からの
「レポオト」も展示され、新鮮な体験をさせてくれ
たことへの感謝の声が多数寄せられていました。児
童たちが立派な「音ガイド」になれたことを称える
尾引氏。見つけた「音」を通じて多くの人と交信
し、美しさ・面白さを分かち合う喜びを得ることが
できました。

関連イベント

▼講師
お

M.A.

2 回目の授業は図工室を飛び出し、学校の中に広が
る「音宇宙」をのびのびと旅しました。家庭科室
の調理器具や校庭の遊具は様々な「音」を秘めた
「音のかけら」
。耳の感覚をひらけばよく知っている
はずの場所も未知の世界へと変貌します。驚きに声
を弾ませながら、頭上から足元まで「音」を見つ
ける視野をひろげていきました。

ひろ

し

尾引浩志
パフォーマー

1965 年 東 京 都 生まれ。 ホ ー メイ ※ 1 や口 琴 ※ 2 を奏 でて
「倍音※ 3」の魅力を全国に伝える一方、ワークショップ
やアートプロジェクトでも活躍。様々なジャンルのアー
ティストとのコラボレーションも数多く行っている。
※ 1 ホーメイ：南シベリアトゥ
バ共和国に伝わる倍音唱法。
「一
人二重唱」とも呼ばれる。
※ 2 口琴：世界中に現存する口
腔内で倍音を増幅させる、手の
ひらに入る小さな楽器。
※ 3 倍音：基本となる音の倍の
周波数を持つ構成要素であり、
通常は認識されない音。

たのしい実技講座

アーティスト・イン・スクール×市民コンサート
音宇宙を奏でる
真冬の澄んだ空の下、講師が「ホーメイ」や「口琴」のパフォーマン
スを披露しました。身近な調理器具や自然物、文房具などから児童が見
つけた「音」も紹介し、多くの参加者が授業の一部と「音宇宙」を体験
しました。
開催日時／12月11日（日）14 : 00～15 : 00
参加者／172人
出演／尾引浩志（本事業講師）
参加費／無料
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新春企画展

アートな年賀状展 2017
2017年1月7日
（土）～22日（日）
観覧料：無料

担当スタッフ／圷 若菜
グラフィックデザイン／芝崎曜子

関連イベント

アートなお正月あそび
「とりとりアトリア！」
サポートスタッフと協働し、新年の雰囲
気を感じながら誰でも気軽に参加できる
企画を開催しました。干支の酉にちなん
だあそびとして、鳥型の紙飛行機を飛ば
しその着地点で運勢を占う「ふわりラッ
キーバード」
、2 本のスプーンを使い運ん
だたまごの数 を競 う「 運 んでコケッコ
ー」
、パーツを組み合わせて鳥のかたちの
笛 をつくる「 ク ル ッととりぶえ」 を実
施。友だちと競ったり新記録に挑戦した
りと、館内には歓声と笛の音が響き、に
ぎやかな新春を迎えることができました。
開催日時／1月9日（月・祝）
14 : 00～16 : 00
参加者／78人
案内／サポートスタッフ、学芸スタッフ
参加費／無料

ワークショップ

ムクロジくんの
空中いったりきたり

やさしい鑑賞講座

江戸のファッション―移り変わる女性の着物―

日本の伝統文化に親しむ講座として着物を取りあげ、江戸時代の女性がど
のように親しんできたかをスライドで紹介。身分階級が衣服に表れていた
中でも女性は創意工夫を凝らし着物を楽しんでいたこと、着崩しの流行に
よってそれまで隠れていた前身頃にまで柄がひろがるなど着物の柄やかた
ちが変化していった様子やその所以をわかりやすく解説しました。女性の
ファッションへのこだわりはどの時代も変わらないことを伝え、参加者の
着物への関心がさらに深まる講座となりました。
開催日時／1月11日（水）14 : 00～16 : 00
参加者／7人
講師／長崎 厳（共立女子大教授・服飾研究家）
様々な染織品に接した経験を生かし、染織、服装、意匠など多方面に
わたって日本の染織文化や服飾文化史を研究する。海外流出した日本
の染織品の調査にも携わる。
参加費／300円

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本展は今

日本の伝統遊びである羽根つきから着
想したワークショップ。
「子どもに患い
が無いように」との願いを込めて「無
患子（ムクロジ）
」と書き表す樹木の実
は古来より羽根つきの羽根につかわれ
ています。新年に健康や幸福を祈りな
がら、羽根・羽子板、そしてムクロジ
の実を模した帽子も手づくりし、身に
つけて「こぎの子遊び」
（昔の羽根つき）
を行いました。オリジナルの羽根が飛
び交う様子はとても賑やか。ともに身
体を動かすことによって自然と交流も
生まれ、新年のはじまりにふさわしい元
気いっぱいのイベントとなりました。

開催日時／1月15日
（日）
13 : 30～16 : 00
参加者／小学生 13人
講師／新生呉羽
（舞踊家・美術家）
時間や様々な選択を積み重ねる
ことで生まれるものを重視し、
身体を軸とするパフォーマンス
や 作 品 を 発 表 し て き た。 ま た
ワークショップではその全体を
「時間芸術」ととらえ活動を展開
している。
参加費／500円

やさしい鑑賞講座

紙切り芸に親しむ

寄席の一種でハサミ一本で様々なかたち
を切り抜く「紙切り」
。軽快なお囃子にの
せて切られていく紙は、みるみるうちに着
物の女性の姿に。目の前の早業に見とれ
ていた参加者から歓声が沸きました。江
戸時代の人々が親しんだ幅ひろい娯楽文
化も紹介され、人を楽しませる講師のこ
だわりが感じられます。講座の最後には
参加者のリクエストに答えて多くの紙切
り作品が生み出され、お正月にふさわし
い晴れやかな講座となりました。
開催日時／1月18日（水）14 : 00～16 : 00
参加者／7人
講師／桃川 健（紙切り絵師）
江戸紙切り横浜教室主宰。1999年、
江戸紙切り 桃川 忠に入門。古き時
代の情緒あるものから縁起物・似
顔 絵・ ア ニ メ キャラ ク ターに 至 る
まで、観客のリクエストにユーモ
アで応える。
参加費／300円

回で 10 回目をむかえ、全国から 522 点の
作品が集まりました。多くの人々の幸せ
を願ったものや 2017 年の干支である酉を
描いたものなどさまざまな年賀状が集ま
り鑑賞者の目を楽しませていました。
会場にはやさしい鑑賞講座［紙切り芸に
親しむ］講師の作品も合わせて展示し、
羽根つきに着想を得たワークショップや
組子細工に挑戦するたのしい実技講座な
ど伝統文化にまつわるイベントを開催。
また当日参加企画として恒例となった
「アートなお正月あそび」は未就学児と
その家族を中心に多くの参加者でにぎわ
いました。

14

たのしい実技講座

組子細工に挑戦

伝統的な建築技法の一端に触れるこ
とを目的に組子のコースターづくり
を行いました。釘をつかわずに木材
を組みあげる組子は職人の中でも卓
越した技術が必要とされる技。実際
に鋸で溝を切ってみるとわずかな狂
いが仕上がりに大きく影響してしま
い、複雑さと繊細さに気づいていっ
そう緊張感が増します。寸分の狂い
も出ないよう集中して木材を切り分
け、力加減にも気をつけながら格子
状に組みました。ものづくりの充足
感を得、日本に受け継がれてきた技
術の尊さを知る講座となりました。

開催日時／1月22日（日）
13 : 30～17 : 30
参加者／18歳以上 10人
講師／小清水謙太（建具職人）
「建具の小清水」副代表。建具
や組子細工をはじめとする日
本の建築技術の素晴らしさを
伝 え る た め、 ワーク ショップ
やセミナーなどの普及活動を
行う。
クルシノ沙貴子（建具職人）
「建具の小清水」で修行を積み
ながら、組子細工の体験講座
を行う女性建具職人。
参加費／1,000円
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しろ、シロ、まっしろ！

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。

紙をつかった素材あそび・見立てあそびをしつつ冬の季節
感を楽しむことを目指して開催。大きなトレーシングペー
パーをつかい身体を動かして遊び、自然にちぎれてできた
紙の欠片が「何に見えるか」を考えながら、大きなロール
紙に貼って絵を描きました。似た欠片だけを集めて模様に
する人もいれば、いくつかの欠片をつなぎ合わせて動物を
つくる人も。できた絵を天井から吊り下げ、ライトアップ
して鑑賞しました。白い背景に白い小さな欠片が密集して
いる様子はまるで空から降り注ぐ雪。残った紙の欠片を舞
い上げてさらに「雪」を降らせ、参加者全員で手づくりの
ホワイト・クリスマスを満喫しました。
開催日時／12月24日
（土）14 : 00～16 : 00
参加者／年中・年長 20人
講師／早川陽子
（現代美術作家）
作家活動と並行して未就学児や児童を対象とした造
形ワークショップ講師も務める。
村田早苗（アートプロジェクトマネージャー）
地域とアーティストを結ぶ活動を中心に、アートに
関わる企画・研究を行う。
参加費／500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。

たのしい実技講座

開催日時／12月25日
（日）
10 : 30～12 : 30
参加者／どちらかが18歳以上のペア
13組
（26人）
講師／大岡真奈
（ヒンメリ作家）
ヒンメリのおか主宰。ヒンメ
リの幾何学的造形美に惹かれ
各地でワークショップを開催
するほか、自身でも教室を運
営。近年は個展を開催するな
どの発表も積極的に行ってい
る。
参加費／1,000円
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2017年
1月22日
（日）

13 : 30～17 : 30

P.15

やさしい鑑賞講座

アートさんぽ

仏像トーク―日本人になった仏像たち

まちの記憶をたどる ビール・味噌 麦のみち

古代から中世までにつくら
れた仏像のビジュアルに着
目し、
「流行」
「 テクノロジ
ー」
「時代の気分（人の心）
」
の変化が投影されていく様
子を追いました。インポー
トブランドの威光を発しな
がらやがて日本古来の信仰
と結びつき、より馴染み深
い姿となって暮らしに融け
込んでいった仏像たち。多
様な価値観とともに生きる
ことの大切さをふり返りま 開催日時／6月15日（水）
14 : 00～16 : 00
した。参加者からは質問の
手が次々挙がり、
「もっと深 参加者／59人
く仏像のことを知りたいと 講師／宮澤やすみ（仏像コラムニスト・歌う神仏研究家）
トーク、執筆、イラスト、音楽など幅広い分
思った」
「今後の鑑賞のしか
野で仏像の魅力を伝える。寺社と仏像を気軽
たが変わってくるのが楽し
に楽しむツアーの実績、著書も多数。TV番
み」などの感想が寄せられ
組への準レギュラー出演などメディアでも活
ました。
躍している。

ワークショップカードとは？

開催日

色の影で自分を描こう

4月17日
（日）

13 : 30～16 : 00

P.5

手ざわりの絵画

4月24日
（日）

13 : 30～16 : 00

P.5

名称

開催日

パンと炭で巨大壁画に挑戦

6月11日
（土）

14 : 00～16 : 30

P.7

まちに生きるアート―
現代アートにおける地域連携の可能性

5月14日
（土）

16 : 00～18 : 00

P.5

モコモコ動物お面をつくろう

8月20日
（土）

14 : 00～16 : 30

P.8

トークセッション： いとおしき
「時間」
たち
河口龍夫×建畠 晢×鞍田 崇

10月30日
（日） 16 : 00～17 : 30

P.11

10月8日
（土）

14 : 00～16 : 00

P.11

江戸のファッション―移り変わる女性の着物―

2017年
1月11日
（水）

14 : 00～16 : 00

P.15

2017年
1月15日
（日）

13 : 30～16 : 00

P.15

紙切り芸に親しむ

2017年
1月18日
（水）

14 : 00～16 : 00

P.15

ムクロジくんの空中いったりきたり

組子細工に挑戦

天然の櫨蝋（櫨の実から搾り取
った蝋）を用いた昔ながらの制
作方法で、日々の暮らしと心を
温かくする和ろうそくをつくりま
した。溶かした蝋の温度はおよ
そ 40 度。手ですくって芯に塗り
重ね、少しずつ太らせていきま
す。手元に集中し、無心で取り 開催日時／12月23日（金・祝）14 : 30～17 : 00
組む様子はまるで瞑想している 参加者／18歳以上 10人
かのよう。色の出し方や表面仕 講師／haze（和そうそく制作ユニット）
戸田佳佑・寺澤勇樹・坂本栄美の3人で
上げのコツを講師から伝授され、
活動。櫨蝋を用いた和ろうそくを研究
1本 1本の個性が見える味わい深
し、制作・販売するとともに、その魅力
い作品が仕上がりました。最後
をワークショップなどでひろく伝える。
にろうそくを主人公にした絵本
2015年、川越市に路面店を開いて後メ
の朗読をきき、各々がともす特
ディアからの注目も浴びている。
別な灯りへの期待を胸に、講座 参加費／2,000円
は静かに幕を閉じました。
協力／川口市立中央図書館

名称

［時間の位置、
地下の闇］
ワークショップ：闇を封印する

P.5

ものを大切につかい続けた先人
たちの心とそれに伴って発展し
た修復技術に触れる講座。金継
ぎの「入門編」として数時間で
仕上げる方法を学びました。参
加者が持参したのは愛用の湯呑
みや夫婦茶碗など、壊れてもな
お大切に感じているものばかり。
ひび割れた傷は接着剤でつなぎ
開催日時／9月17日（土）13 : 30～17 : 30
あわせ、欠けた部分には小さな
参加者／高校生以上 11人
和紙とガラスの粉を埋め、新う
講師／吉沢 博（金継ぎ師）
るしを塗った上から金粉をまき
市内で金継ぎ教室を主宰。蒔絵師から基
ました。新たな美しさを宿した
礎を学びつつ、長年に渡り独自に技法を
器とともに過ごした思い出も参
研究。通常は１か月かかる金継ぎの技術
加者の心に蘇ったようでした。
体験ワークショップを数時間で実現する

参加費／300円

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。

13 : 30～17 : 30

ぬくもりを味わう
和ろうそくづくり

■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。
ページ

ページ

金継ぎ技法入門―
繕いの器

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。

フィンランド発祥の装飾品「ヒンメリ」は12 月
の収穫祭やクリスマス、新年まで家に飾られる
幸運のお守り。本場では藁に糸を通して造形しま
すが、誰でも扱いやすいプラスチックストローで
黒いヒンメリをつくりました。基本的なかたちで
ある八面体をつくっていく過程では糸を通す順番
やストローの長さをそろえることに四苦八苦しな
がらも、ペアでそろいのかたちができると自然と
笑顔が生まれます。いくつかを組み合わせるとか
たちは無限になり、ペアで相談しながら飾り方に
もこだわって展示を行いました。参加者全員のヒ
ンメリがそろうと見ごたえもあります。参加同士
の会話も楽しむ温かな雰囲気の中で、クリスマ
スらしい素敵なオブジェができました。

はじめての銅版画

3月26日
（土）
27日
（日）

アート作品を制作したりするための講座です。

プランを考案。
参加費／3,000円

ストローでつくる北欧のモビール：
ヒンメリ

開催日

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

アトリアデビュー とり、みつけた、とんだ！
！
アトリアのワークショップに初めて参加する人（年 開催日時／6月5日（日）14 : 00～16 : 00
中・年長）に向けて毎年開催している「アトリアデビ 参加者／年中・年長 16人
ュー」
。今回は楽しく絵具遊びをした画用紙から鳥の 講師／遠山 敦（イラストレーター・アーティスト）
1970年 岐 阜 県 生 ま れ。 デ ザ イ ン 事 務
かたちを切り出して窓辺に飛ばしました。スポンジに
所勤務後、独学で絵を描きはじめる。
絵具を含ませ画用紙に滑らせたり押し付けたり叩くよ
鳥をモチーフとした作品を多く描き、
うに動かして、かすれやにじみができることを発見し
『BirdBook』
・
『ColoredBirdBook』刊行。
ながら夢中で色を重ねました。そこに型紙を当てて鳥
日本各地で楽しみながら絵を描くワー
のかたちを切り抜き、からだに似合う羽もつくります。
クショップを企画、開催している。
窓辺に吊るして見上げるとまるで群れをなして飛んで 参加費／500円
いるよう。画面いっぱいに「描くこと」を楽しみなが
ら自分だけの鳥を見つけた参加者は誇らしげでした。

名称

■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。
ページ

はぜ ろう

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。

※文化庁 平成 28 年度 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業
※主催：あなたと どこでも アート 実行委員会／ＳＭＦ（Saitama Muse Forum）

かつて川口の特産品だ
った麦味噌を見直す活
動をしている 3 人の講
師とともに市内の知ら
れざる「麦」の食文化
ゆかりの地を巡りまし
た。まずは当ギャラリ
ー周辺で「サッポロビ
ール埼玉工場」の面影
を探し、
「社会福祉法
人ごきげんらいぶ」で
は、施設内で製造して
いる麦味噌を楽しく味
わうミニワークショッ
プを体験。さらに味噌
醸造業の隆盛を伝える産業遺産「旧田中家住宅」と「もといいち（現：株式会社
もといち）
」の工場跡を見学しました。参加者から多くのご好評をいただき、埋
もれつつある過去と現代をつなげる貴重な機会となりました。
開催日時／9月14日（水）13 : 00～18 : 00
参加者／20人
講師／新井俊雄
（みそソムリエ・株式会社アライ代表取締役）
創業時は味噌卸小売業、現在は酒や調味料の販売を行う企業の代表。川口の
特産だった麦味噌を復活させようと
「かわぐち麦MISO倶楽部」を結成し、食文
化によるまちおこしを精力的に行っている。
井出信男
（社会福祉法人ごきげんらいぶ代表）
障害のあるなしに関わらずすべての人が働きやすい
「合理的配慮」を理念とす
る福祉施設の代表。地域と協働し、川口ブランドの「御成道みそ」を製造する
ほか、その味わいを気軽に楽しめるワークショップなども行う。
池田幸一
（株式会社もといち代表取締役）
かつて川口の麦味噌の代表的な銘柄
「もといいち」を経営していた池田家の10
代目。閉鎖した工場の建物を維持して往時の記憶を伝えるほか、町内会会長
として地域の行事などを盛り上げ住民同士の連携を深めている。
訪問地／社会福祉法人ごきげんらいぶ（川口市西新井宿）
、旧田中家住宅
（川口市末広）
、
株式会社もといち（川口市元郷）、リボンシティ（川口市並木元町）
ほか
参加費／500円
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地域・学校連携
（共催）
事業
イベント

展覧会

第11回 川口市美術家協会選抜展
2016年6月22日（水）～7月3日（日）
主催／川口市美術家協会

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9点、洋画32点、彫刻12点、工芸16点、書32点、写真18点
（合計119点）の展示を行いました。

第25回 水道ポスターコンクール
入賞作品展示会
2016年9月22日
（木・祝）
～25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27校
62点の力作が集まりました。

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会
2017年2月8日（水）～12日（日）
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。

Saitama Art Platform 形成準備事業

「あなたと どこでも アート」参加
2016年9月14日(水) 13:00～18:00
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
用を目指して企画・運営を行っています。28年度はアートさんぽ
［まちの記憶をたどる ビール・味噌 麦のみち］で参加しました。
このプログラムは地域の核となる美術館・歴史博物館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。
▶P.17アートさんぽ
［まちの記憶をたどる ビール・味噌 麦のみち］を参照ください。

第51回 川口市特別支援学級合同作品展
2016年12月9日
（金）
～11日
（日）

研修・実習

主催／川口市教育委員会

川口市小・中・高校硬筆展覧会
2016年7月6日（水）～7月10日（日）
主催／川口市教育研究会

市内小学校16校、中学校11校の特別支援学級の児童生徒が制作し
た絵画や手芸などの作品を展示しました。

川口の図工美術まなび展

（旧：川口市小・中・高校合同中央作品展）
2017年2月18日（土）～26日（日）

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。

主催／川口市教育委員会

学年末の発表会として、川口市立小・中・高校における図工・美術
での取り組みを授業実践として展示し、さらに各種コンクールなど
で受賞した作品を紹介しました。

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・大学生の職場体験およびインターンシッ
プ事業、各種教員研修などの受け入れを行っています。
実績／きらり川口夢わ～く体験事業
（芝中学校、幸並中学校、芝西中学校、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）

中学生のART CLUB展
2017年1月29日
（日）
～2月5日
（日）
主催／川口市教育委員会

市内中学校24校の美術部およびそれに類似する部活動の発表展示。
日頃から取り組んでいるイラストレーションやポスターだけでな
く、本展にむけて制作された大型作品なども公開しました。
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アトリア・サポートスタッフ

貸しギャラリー事業

（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 17 件ご利用いただきました。
※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 月に行い、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。

〈野見山由美子個展〉

〈田中千鶴子 鋳鉄、大地と手 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

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。

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
ることも行っています。

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いを行う
ミーティングを設けています。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。

登録者数

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

平成 28 年度

25 人（平成 29 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
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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当ギャラリーへ持参してくだ
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）に行います。

21

平成 28 年度

実施事業件数・利用者数一覧

事業名（企画展）

開催日数（日）

春の企画展 ここにもアートかわぐち

※ 28 年度開催分 4 月1日～5 月14日まで
（会期は 3 月19日～5 月14日。3 月分は 27 年度年報に記載）

夏の企画展
第 5 回新鋭作家展

発行物

鑑賞者数（人）

38

事業分野

6,850

（アトリア会場のみ） （アトリア＋グリーンセンターのみ）
※ほか各会場により異なる
※ほか各会場により異なる

40

1,348

第 6 回公募 新鋭作家展
二次審査（プレゼンテーション展示公開）

13

493

秋の企画展

43

1,001

第 11 回 アーティスト・イン・スクール（成果発表展）

20

1,367

アートな年賀状展 2017

14

1,841

18

1,073

186

13,973

型にハマってるワタシたち

河口龍夫―時間の位置

平成 29 年春の企画展〈アートで解明！空気の正体〉

※ 28 年度開催分 3 月11日～31日まで
（会期は3 月11日～5 月14日、4 月以降分は29 年度年報に記載予定）

小計
事業名（地域・教育機関連携）
第 11 回 川口市美術家協会選抜展

開催日数（日）

1,213

川口市小・中・高校硬筆展覧会

5

6,575

第 25 回水道ポスターコンクール入賞作品展

4

495

第 51回川口市特別支援学級合同作品展

3

1,652

中学生の ART CLUB 展

7

1,094

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

5

4,637

8

1,409

川口の図工美術まなび展

ワークショップ

開催日数（日） 参加者数（人）

10

10

160

たのしい実技講座

3

3

31

やさしい鑑賞講座

4

4

105

アートさんぽ

1

1

20

22

22

561

40

40

877

企画展関連イベント

※ギャラリートーク、アーティストトークほか

合計

小計

43

17,075

合計

229

31,048

平成 28 年度

年間スケジュール

平成 28 年度 アトリアニュース

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。

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。
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。

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
『ここにもアート かわぐち』

鑑賞者数（人）

11

（※旧：川口市立小・中・高校合同中央作品展）

件数

開館 10 周年記念事業第 1弾の出品者を紹介する冊
子。
〈川口の新人たち展〉から〈新鋭作家展〉につづ
く新進作家発掘・育成事業に参加した作家たちのア
ーカイブとともに、当ギャラリーの10 年の活動をふ
り返ります。

夏の企画展 報告書
第 5 回 新鋭作家展
『型にハマってるワタシたち』

発行／ 2016 年 3 月
仕様／ B5 サイズ・カラー・
48ページ（英訳あり）
定価／ 500 円（税込）
グラフィックデザイン／古谷悠子

秋の企画展 冊子
『河口龍夫―時間の位置』

全国公募で選出された新鋭作家の制作に、鑑賞者・
参加者が加わった企画展の報告書。作家と担当スタ
ッフが対峙しながらともに展覧会をつくりあげる道の
り、多くの人々と生み出した成果を掲載しました。
発行／ 2016 年 8 月
仕様／ B5 サイズ・カラー・
8ページ
グラフィックデザイン／
大崎善治（SakiSaki）

第 11 回 アーティスト・イン・スクール

報告書

発行／2016年8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）

■貸しギャラリー利用

展示室区分

「深呼吸」～石澤智恵子第二回作品展～

利用日数（日） 鑑賞者数（人）

展示室 A・B・スタジオ

6

847

展示室 A

6

235

展示室 B・スタジオ

6

254

展示室 A・B

12

899

亀井政子と仲間たち

展示室 A

6

223

古希の集い

展示室 B

6

277

展示室 A・B

5

285

展示室 A

6

309

田中千鶴子 鋳鉄、大地と手 展
野見山由美子個展

宮野雄一郎 写真展「120」
LEE HYUNOK 個展
第 27 回川口市工芸展
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

スタジオ

6

354

展示室 A・B

6

1,954

展示室 A

計

6

1,367

71

7,004

※延べ日数 112

川口市立アートギャラリー・アトリア
職員

スタッフ

山下浩文（館長）
渡邊浩之
秋田美緖（学芸員）
茂木阿季（学芸員）

※ 2017 年 3 月 31 日現在

平成 28 年度川口市立アートギャラリー運営審議会委員
会長
副会長
委員
委員
委員

非常勤職員
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年間開館日数

利用者（鑑賞者＋参加者）

月平均

294日

42,737人

3,561人

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。

発行／2017年2月
仕様／A4サイズ・カラー・4ページ
グラフィックデザイン／古谷悠子

展覧会名

発行／ 2016 年 10 月
仕様／ B5 サイズ・カラー・
48ページ（英訳あり）
定価／ 500 円（税込）
グラフィックデザイン／
中 新（Lallasoo Poopo Lab.）

平成 27 年度

約 1か月半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（図工科）
、当館担当者によるコメントを併せて掲載しました。

ますいい建築圏展

開館 10 周年記念事業第 2 弾のドキュメント。地域の
記憶や人々と密接に関わる作品制作のプロセスや展
示の様子、建畠晢氏と鞍田崇氏の論文を収録。

アドバイザー

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）
平山優子（美術専門補助員／学芸員）
小野寺優元

委員
委員

森本昭宏
岡村睦美
有泉仁見
加田 明
渋谷 拓
豊平江都
博多玲子

埼玉学園大学人間学部子ども発達学科准教授
有限会社エスパス・ミュウ 埼玉画廊代表
絵画・造形教室「アトリエ fun」主宰
川口市立戸塚西中学校教頭
埼玉県立近代美術館主任学芸員
漆芸作家 川口美術家協会会員
ライフスタイルエディター

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 人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 2016.4–2017.3
平成 28 年度 事業年報
発行日
平成 29
（2017）
年 8 月 31日
発行
川口市立アートギャラリー・アトリア ⓒ 2017
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
岩橋昭仁・渡邊浩之・秋田美緖・茂木阿季・小野寺 茜・増田愛美・平山優子・小野寺優元
編集
小野寺 茜（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、M.A.：阿部萌夢、M.O.：長田水紀、S.S.：斉藤さだむ
※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
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