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基本理念

沿革

平成27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

2015

4月
5月

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

連携、学校連携）
」「貸しギャラリー事業」
。これら 5 つの柱

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

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

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

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

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）

ひろげます。

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

■春の企画展

貸しギャラリー
日常事変▶ 3 月14日～ 5 月10日

□ギャラリートーク▶ 4 月12日・5 月10日
□アーティストトーク▶ 4 月19日（※クワクボリョウタ×南嶌 宏）
●アートウォッチングカード＆ボード▶ 3 月14日～ 5 月10日

〔展示室 A・B〕二人展（長沢晋一・野口眞木雄）▶ 5 月26日～ 31日

■ Aplus Viewing 00 Psychedelic Black & White ▶ 5 月16日～ 24日

●アーティストと行く富士塚めぐり▶ 5 月31日（※夏の企画展関連）

6月

■新鋭作家展 第 4 回優秀者 堀口泰代・對木裕里▶ 6 月6日～ 21日
第 5 回公募 二次審査作品公開▶ 6 月6日～ 21日
□アーティストトーク▶ 6 月21日
■第 10 回 川口市美術家協会選抜展▶ 6 月25日～ 7 月5日

7月

■川口市小・中・高校硬筆展▶ 7 月8日～ 12日
■夏の企画展 アーティスト・ラボ 2 シミュレーションゲーム▶ 7 月18日～ 8 月30日
●あたらしいわざ▶ 7 月19日（※都合により中止）
●きみのみらいをおしえます▶ 7 月23日〜 25日（※ 7 月22日は都合により中止）

として再利用されています。

（T）
A）
□アーティストトーク▶ 7 月26日（※山本高之）8 月23日（※ MaS

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

事業内容

●スーパーヒーローになろう！▶ 5 月23日・24日（※夏の企画展関連）

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

●＝アートウォッチング

●アトリアデビュー 線と面でつくるかたち▶ 5 月17日

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、アートウォッチング）
」
「連携事業
（地域

●＝アートさんぽ

□ギャラリートーク▶ 7 月28日・8 月25日
●旅したつもりになってみよう▶ 8 月22日
●アートウォッチングカード＆ボード▶ 7 月18日～ 8 月30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
公募展や参加型の企画も行っています。

9月

■第 24 回 水道ポスターコンクール入賞作品展示会▶ 9 月3日～ 9 月6日
●アシの裏、クツの裏―足と靴からまちを考える―▶ 9 月6日

〔展示室 A〕建築家との家づくり展▶ 9 月8日～ 13日
〔展示室 B〕三人展 Masa 稲場（梅原雅明）、志馬優貴、寺門 勝▶ 9 月8日～ 13日
〔スタジオ〕第 26 回 川口市工芸展▶ 9 月8日～ 13日

ワークショップ

アートさんぽ

〔展示室 B〕第11回 青木東公民館・絵画クラブ作品展▶ 9 月15日～ 20日
〔展示室 A〕山本 信展 ～樹・女～▶ 9 月15日～ 20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

〔スタジオ〕加藤昭男彫刻展▶ 9 月15日～ 27日

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

〔展示室 A〕ふたり展 ～ 334 枚のラブレター～▶ 9 月21日～ 27日

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
ストや専門家が行います。

たのしい実技講座
アートウォッチング

〔展示室 B〕デジタル支部 第６回 写真展▶ 9 月21日～ 27日

名前の由来
やさしい鑑賞講座

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

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

なるようにとの願いが込められたものです。

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
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
ログラムです。

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

連携事業
（地域連携・学校連携）

●トークセッションPart.1 ともに歩む川口の木型と鋳物▶ 10 月24日
■川口暮らふと▶ 10 月24日

11 月

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

●木版画 ～摺りの深い味わいを学ぶ～▶ 12 月12日・19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1日～ 6日

●大さわぎ！ ヤドカリごっこ▶ 12 月13日

〔展示室 A・B〕新井知生個展 [Neutral Space ～通り過ぎる風景 ] ▶ 12 月8日～ 13日
〔展示室 A・B〕小松富士子個展 ―過去・現在を振り返って―▶ 12 月15日～ 27日

2016

■アートな年賀状展 2016 ▶ 1 月8日～ 24日

●キラキラ光る蛇をつくろう！ ～安行原の蛇造りから～▶ 12 月20日

1月

□アートなお正月あそび▶ 1 月10日
●古代文字を書いてみよう▶ 1 月11日
●文字を楽しむ！ 活版印刷▶ 1 月17日
●書の美しさを楽しむ▶ 1 月24日

2月

なども行っています。

貸しギャラリー事業

〔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21日～ 29日

●トークセッションPart.2 キガタのあした▶ 11 月8日

12 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
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

●型の工場を訪ねて▶ 11 月5日
■第 10 回 アーティスト・イン・スクール成果発表展▶ 11 月21日～ 12 月6日

審査の結果「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。

□ギャラリートーク▶ 10 月17日・10 月31日・11 月7日・11 月14日
●楽しみを型どろう！▶ 10 月18日

「アトリア」とは、アート、アトリエ、リリア
（※）に由来す

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
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

10 月

■秋の企画展 川口の匠 vol.5 信頼をつなぐ▶ 10 月10日～ 11 月15日

■中学生のART CLUB 展▶ 1 月31日～ 2 月7日
■川口市小・中・高校書きぞめ展覧会▶ 2 月10日～ 14日
■川口の図工美術まなび展▶ 2 月20日～ 28日

3月

■平成 28 年 春の企画展 ここにもアート かわぐち▶ 3 月19日～
●はじめての銅版画▶ 3 月26日・27日

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。

※ 2015 年 4 月1日～2016 年 3 月31日時点の実施事業を一覧にしています。
※平成 28 年 春の企画展〈ここにもアート かわぐち〉
（3 月19日～5 月14日）とその関連イベントの詳細につきましては、2016 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

日常事変

2015年3月14日
（土）～5月10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 人以上の団体、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／秋田美緖
協力／安行梅松園、伊藤鉄工株式会社、株式会社永瀬
留十郎工場、株式会社昌國、川口オートレース、川口
市立舟戸小学校、川口市立南中学校、公益財団法
人川口緑化センター樹里安、創造アトリエおおきな木、
錦太鼓会、初午太鼓保存会、山野和竿店、有限会社
高啓
グラフィックデザイン／中 新（Lallasoo Poopo Lab.）
記録／椎木静寧
翻訳／工藤亜由美
冊子印刷・製本／株式会社ケーコム

関連イベント

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。本展においてタイトルとした
「日常事変」という言葉は「日常」と「事

アートさんぽ

変」という相反する意味合いを組み合わせた

川口看板計画―歩いて、
探して、考えよう

もの。その境界をアートという表現で取り払

当館から JR 川口駅さらには商店街を歩いて、いたるところにあふれる「看板」を
題材に、普段は振り返らない「まちを構成する要素」について再考するまち歩き
を行いました。当然のように存在する「サイン」の中によくよく考えれば奇異と
もいえる表現を発見しながら、いくつかの特徴的な看板をメモ。それらを持ち帰
り、よりまちを魅力的にする看板を提案できないか、参加者同士がグループの中
で話し合いを行いました。ディスカッションの中で生まれたアイディアの発表会
は大変個性的なものとなり、他の参加者からの意見を聞いたことでより視野もひ
ろがったようです。他のまちを歩くときにも生かしていくことができる、興味深
い視点を得ることができました。

い、新しい発見と驚きを日常生活に見出す
ことを目的としました。
出品者には 3 人のアーティストを起用し、そ
れぞれの視点で日常のシーン、ひいては川口

アートさんぽ

市内や鑑賞者として訪れる人々にアプロー

川口「音拾い」
さんぽ

チする観点で素材を見出しています。
「音」

まちを「聴く」ことで新しい魅力を発見すること、また講師の制作
の方法をたどることで作品理解をより深くすることを目的としたア
ートさんぽ。実際に講師が制作時に歩いた川口の「まち」を舞台
に、時折立ち止まりながら耳をすませ、
「音の風景」を記憶しメモ
をとりました。さらにその記憶とメモをもとに「音のスケッチ」と
して1枚の大きな紙に参加者全員がまちの音を描きました。全員の
聴覚と記憶が集まった作品はユニークな「音の地図」となり、今ま
でにない視点でまちをとらえるきっかけに。作品は講師作品ととも
に会場で公開し、多くの方にお楽しみいただきました。

を素材とした川崎義博氏は市内各地で録音
した音の風景を同じく市内で鋳造した鉄板に
共鳴させたインスタレーションを発表、
「ま
ち」を聴覚で捉える新鮮な作品となりました。
一方で視覚と記憶を利用した中崎 透氏の作
品では、当館から駅までに見える看板のビ

開催日／3月22日（日）13 : 30～16 : 00
参加者／小学生＋保護者のペア 4組
講師／川崎義博（出品作家）
参加費／500円（1組につき。観覧料含む）

ジュアルを集合させ、
「サイン」の意味を考
えさせる空間を展開。けばけばしいともいえ
る光のサインが意味合いを失うことによって
日常の記憶を浮遊させる異空間を表出させ
ました。クワクボリョウタ氏は鑑賞者の「影」
をそのまま素材とし、光の空間に入ったとた
んに自身の影が複数の方向に飛散する、非
日常的な体験ができるインタラクティブな作
品に。

開催日／3月29日（日）13 : 30～16 : 30 参加者／18歳以上
講師／中崎 透（出品作家） 参加費／500円
（観覧料含む）

12人

特設コーナー

アートウォッチング
カード＆ボード
鑑賞者が自由に感想や意見
を書き込める小さなカード
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
賞活動促進ツールを考案。
小さなカードとすることで
「好き！」
「 ちょっと怖かっ
た」など一言の簡単な感想
を書き込みやすくし、さら
にボードに貼られた他者の
意見を読み取ることで新し
い作品理解の視点を見出す
ことを目的としました。
開催日／会期中随時参加可
参加者／合計1,255枚

すべてが大型のインスタレーションとなった
本展においては、初の試みとして空間を記録
したシールを発行・配布し、同時にそれらを
貼って収められる図録を刊行。記録と記憶
を鑑賞者自らがつくり出す効果となりました。
アーティストがある程度の客観的視点を
持って地域や鑑賞者をとらえ直し提示する本

アーティストトーク
クワクボリョウタ×南嶌 宏

展の試みは、今に生きるアートが生まれる現
場としての当館の役割を生かした内容となり、
その視点を次にも継続させていくきっかけと
なりました。

S.S.

▼出品作家
かわ

さき

よし

ひろ

川崎義博
1951 年生まれ。日本のフィールドレコーダーの草分け
的存在。世界初のリアルタイムで世界の音が聞こえるサ
イト「SoundExplorer」を立ち上げるなど、世界各地で
「音」を収録し作品を制作。CD 作品 13 作のほか、ラジ
オの番組の制作も多数。近年ではインスタレーション作
品を積極的に制作している。
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なか

ざき

とおる

中崎 透
1976 年生まれ。Nadegata Instant Party（＋山城大督＋
野田智子）メンバー、遊戯室（＋遠藤水城）を運営。プ
ロジェクト FUKUSHIMA! に美術担当として参加。言葉
やイメージといった共通認識の中に生じるズレをテーマ
に、パフォーマンス・映像・インスタレーションなど幅
広い表現手法をつかって制作を展開。

クワクボリョウタ
1971 年生まれ。情報科学大学院大学准教授、多摩美
術大学情報デザイン学科非常勤講師。Perfektron メン
バー。デジタルとアナログ・人間と機械・光と影などの
「境界」上で起きる事象に着目した作品を数多く発表、
「デバイスアート」と呼ばれるスタイルを見出した第一
人者。

出品作家のクワクボ氏の制作に迫るトーク。インタビュアーに南嶌
宏氏（本展図録寄稿）をむかえ、過去の作品を振り返り紹介しなが
ら、本展の出品作にいたるまでの話をスライドを交えながらお話し
しました。代表作である《10 番目の点・線・面》などの光と影そ
して動きをつかった作品とそれが関連するシリーズでは、鑑賞者の
記憶にアクセスするメディアとしての表現を見出すきっかけとなっ
たと考察し、さらに直接的に身体にかかわるかたちとして本展出品
作が生まれたという話題に。何気ないものごとから事変を起こす作
品として、本展の意味を再考するきっかけにもなりました。
開催日／4月19日（日）14 : 00～15 : 30
参加者／33人
講師／クワクボリョウタ（出品作家）
南嶌 宏（美術評論家・女子美術大学教授）
現代美術を中心に美術史の読み直しを行う。著書に
『豚と福
音』。2009年西洋美術振興財団学術賞受賞。
参加費／無料（観覧料別途）

ギャラリートーク

開催日／第1回 3月15日（日） 第2回 4月12日（日）
第3回 5月10日（日）
各日14 : 00～30分程度
参加者／第1回 4人・第2回 2人・第3回 5人
案内／学芸スタッフ
参加費／無料（観覧料別途）

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。言葉による
案内だけでなく実際に触れて
みることでより体感的に作品
を味わう試みも実施。スタッ
フだけでなく参加者が触った
感想などを発信することで、
「アートウォッチングボード
＆カード」とともに、様々な
意見を共有し鑑賞する視点を
ひろげる機会ともなりました。
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担当スタッフ／小野寺茜・増田愛美
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
会期最終日に出品作家から鑑賞者に向けてのトー
クイベントを開催。それぞれの展示の前で自身の
活動や目指している表現について語り、鑑賞者に作
品への理解を深めていただくと同時に、第一線での
活躍が期待される新鋭作家に親しんでいただく機
会としました。堀口氏は様々な制作の手法をとりな
がらも一貫して持ち続けてきた絵画の視点と身体性
から生み出される表現の可能性について、對木氏
は発表を重ねるごとにスケールアップする空間に挑
み作品によって新たな次元を開く試みについて語
り、今後更なる進化を遂げる兆しを見ることができ
ました。

第4回優秀者 堀口泰代・對木裕里
2015年6月6日
（土）～21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
の審査員が、一次（ポートフォリオ）審

開催日／6月21日
（日） 14 : 00～15 : 30
参加者／一般 30人
参加費／無料

査、二次（プレゼンテーション展示）審
査を行い、2 人（組）の優秀者を決定し
ます。選出された優秀者は当館スタッフ
とともに、およそ 1 年間をかけて作品制
作や展示プランの構成を行い、新鋭作家

同時開催

ならではの成長を発表するものです。

第5回公募 新鋭作家展 二次審査

今回発表を行ったのは堀口泰代氏と對木
裕里氏。堀口氏は人の身体を保護する衣
服と身体の関係を組み替えることによっ

（プレゼンテーション展示公開）

て、普段は意識しない自身の身体の機能
や存在を鑑賞者に思い起こさせる〈夢見
の身体〉を、一方對木氏は色やかたちで

次年度の新鋭作家展に出展する作家を選出

視覚化された言葉の断片を通じて書き手

するための二次審査に提出されたプレゼン

（對木氏）と読み手（鑑賞者）が出会い、

テーションをひろく公開するもの。一次

様々な物語や時間が生まれる〈本の場〉

（ポートフォリオ）審査を通過した9人が限

を表現しました。

られたスペースの中に作品や資料などを展

静けさに満ちた白昼夢のような堀口氏の

開しました。

展示と、迫力と生命感あふれる對木氏の
展示。両者の印象は大きく異なりますが、

堀口泰代〈夢見の身体〉

S.S.

過去に絵画を手がけ、平面と立体・物質

第 5 回からはより身近な展開を志向し審査
方法をリニューアルしました。作品展示だ
けでなく関連して行うプロジェクトやワー

とイメージの間を行き来しながら人間の

クショップについての構想も提出され、制

身体と強くかかわる表現を続けてきたと

作の上での鑑賞者とのかかわり方にも着目

いう共通点もあります。互いに刺激を受

しながらご覧いただける内容となりました。

けながら、それぞれがこれまでに経験の

優秀者として選ばれたのは大石麻央氏と野

なかった手法を取り入れ、新たな展開へ

原万里絵氏の 2 人。大石氏は自身の立体作

と踏み出すきっかけを得たようでした。

品を参加者が「着た」状態で撮影した写真
をメインに展開するインスタレーションの
試作を提出。野原氏は来場者が自由に描い

S.S.

た線を集めるプロジェクトを提案し、これ
までに集めた線を用いた絵画作品を発表し

▼出品作家
ほり

ぐち

やす

ました。

よ

堀口泰代

その後およそ 1 年間をかけて幅広い活動を
展開しながらブラッシュアップし、新しい

1977 年群馬県生まれ。2004 年武蔵野美術大学大学院
修士課程修了。実在する建物を布などでかたどった立
体物を被写体となる人物に纏わせ写真でとらえる。立
体物と写真をともに展示し、道具・風景・身体といっ
た異質な要素が交差することで生まれる新たな「機能」
を示唆する。
つい

き

ゆ

〈新鋭作家展〉を開催しました。
▼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

り

對木裕里
1987 年神奈川県生まれ。2011 年京都市立芸術大学大
学院修士課程修了。木や紙・粘土などを構成した立体
作品を制作。色や模様を施しながら全身で素材とかか
わり、変形させていく果てに現れた予想外のかたちを
組み立てることで、作為を匂わせながらとらえどころ
のない浮遊感ある空間を生み出す。

一次審査（ポートフォリオ審査）…66 人（組）
二次審査（プレゼンテーション展示・口頭審査）…9 人（組）
伊東孝志・牛島光太郎・FUF（潘 逸舟＋石川里美）・伏見恵理子・大石麻央・
荻原貴裕・野原万里絵・野口健吾・久木田 茜（受付順）

對木裕里〈本の場〉

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。

S.S.

と

や

しげ

お

戸谷成雄

彫刻家・武蔵野美術大学教授

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。

みなみ しま

ひろし

南嶌 宏

美術評論家・女子美術大学教授

現代美術を中心に美術史の読み直し
を行う。著書に『豚と福音』。2009
年西洋美術振興財団学術賞受賞。

S.S.
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担当スタッフ／増田愛美
協力／ Artists’ Guild、青山｜目黒、アリオ川口、大久
保あり、川口市立映像・情報メディアセンター メディア
セブン、鯨井幸典、KENJI TAKI GALLERY、佐藤勇介、
鈴木邦房、草加市立長栄小学校、そば処 はすみ、藤
川琢史、星 祥恵、ワークショップ・アートさんぽ参加
者のみなさま
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2
シミュレーションゲーム

アートさんぽ

ワークショップ

関連イベント

スーパーヒーローになろう！
普段表に出すことができない変身願望を叶え
るワークショップ。架空の存在になりきること
で人目を気にせず発言し、ストレス発散や満
足感を得ることを目的としました。参加者は偶
然に思いついたものごとを頼りにオリジナルの
キャラクターを考案し、色画用紙や布などを
つかってコスチュームを制作。細部に工夫を
凝らしながら頭から足元までの一揃えをつくり
あげました。身も心もヒーローになりきったら
特設会場でインタビューを撮影。正義の味方
として戦っている相手や必殺技について語り、
自身の想像した世界 観を表現しました。ま
た、撮影した映像・制作したコスチュームは
展覧会会場に展示しました。

2015年7月18日
（土）～8月30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 人以上の団体、障害者手帳をお持ちの方と付添の方 1 人は半額。

夏の企画展は身近に体感・参加できる展

開催日／5月23日（土）
・ 24日（日）10 : 00～16 : 00
参加者／18歳以上一般
講師／山本高之（出品作家）
参加費／500円（観覧料含む）

覧会を目指し、アーティストとともに実
験的な制作ができる「アーティスト・ラ

N.N.

ボ」の第 2 弾を開催。今回はタイトルを

アーティストと行く
富士塚めぐり
富士塚巡りをライフワークとす
るアーティストを講師に迎え、
アートの視点から富士塚鑑賞
することを目的としたバスツ
アー。川口市郷土資料館、木
曽呂富士、東沼神社・鎮守氷
川神社内の富士塚を巡り、学
芸員や管理者から富士塚が受
け継がれてきた歴史とその大
切さについて伺いました。ま
た、講師の解説を聞きながら
塚に登ると、石碑の配置や登
山道のつくり方にそれぞれ違
ったこだわりを発見。富士塚
に込められた人々の想いを読
み解く面白さを味わう機会と
なりました。また、当日の記録
映像に編集を加え、作品とし
て展覧会会場に展示しました。

N.N.

開催日／5月31日
（日）10:00～15:30
参加者／18歳以上一般 24人
講師／有坂蓉子
（富士塚研究家・アーティスト）
富士塚に惹かれ、それらをモチーフにし
た作品の制作を行う。また各地の富士塚
に登った経験から、アート的なその魅力
について著作
「ご近所富士塚の謎」
（ 講談
社＋ａ新書、2008年）
「古くて新しいお江
戸パワースポット 富士塚ゆる散歩」
（講談
社、2012年）
などで紹介している。
同行者／MaS
（T）
A（出品作家）
参加費／1,000円
（観覧料含む）

シミュレーションゲームとし、事前に開
催するプログラムの参加者とともに「も

ワークショップ

し、○○○○○だとしたら。」と想定し

きみのみらいをおしえます

て行動することで制作を行いました。
出品者には独自の視点に基づいた映像作
品を制作する 2 組を起用し、川口市内で
マ

ス

タ

取材を行いました。MaS（T）A は市内に
現存する富士塚に着目し、その「富士登
山の疑似体験ができる仕組み」を多くの
方と共有する機会としてアートさんぽを
開催。富士塚に登る様子を収録した映像

ワークショップ

に巧妙な編集を施し、現実と空想の境が

N.N.

旅したつもりになってみよう

曖昧になる旅の物語を作品化しました。

行ったことのない旅の思い出を想像することで未知のものごとに対
する好奇心 ･ 思考力を高めることを目的としたワークショップ。講
師から旅に関する質問が記されたカードの束を受け取り、それに答
えを書き込むことで旅の設定を考えました。さらに旅のイメージを
具体的にするため記念写真のような絵と旅日記を制作。設定が明確
になっていない部分は講師のアドバイスを受けながらどんどんイメ
ージを膨らませました。絵日記を紹介しあう参加者はまるで本当に
体験したことを話すかのように得意気な表情で、他の参加者の発表
にも興味津々。想像が豊かにひろがりすっかり旅したつもりになっ
ていました。

山本高之は小中学生の鑑賞者にも共感で
きる作品を構想し、大人が真剣に「ヒー
ローごっこ」をするワークショップを開
催。参加者の独特の正義感と、悪者に対
する苛立ちが表れる瞬間を映像化しまし
た。それぞれが手づくりしたユニークな

非日常的存在である占い師になり
きることをきっかけに、恥ずかし
がらずに表現すること・新しい自
分に出会うことを目的としたパフ
ォーマンスを行うワークショップ。
参加者それぞれが好きなものや関
心のあるものから着想を得てオリ
ジナルの占いを編み出しました。
占い師を演じるための道具・衣装
も段ボールや画用紙で制作し、よ
り「らしく」演出するための台詞
とシナリオを考えました。台詞を
間違えなくなるまで何度も何度も
練習した後は、実際に利用者に向
けて占いを披露。ユニークな占い
と予想外の結果に、会場は大きく
盛り上がりました。また、当日の
記録映像と制作した道具・衣装は
展覧会会場にも展示しました。

ギャラリートーク
学芸スタッフが出品作の制作の経
緯や裏話などをお話ししました。
特に第 2 回目では小中学生を対象
により易しく分かりやすい内容を
設定しました。

開催日／8月22日（土）13 : 30～15 : 30
参加者／小学3～6年生 2人
講師／MaS（T）A（出品作家）
参加費／500円（観覧料含む）

コスチュームも展示し、おかしさと緊張
感が共存した作品となりました。
また展示会場内には、作品のベースと

N.N.

開催日／7月22日
（水）
・23日
（木）
・24日
（金）
・25日
（土）
13 : 30～17 : 30
※都合により23日・24日・25日の3日間に短縮
参加者／小学3～6年生
講師／山本高之
（出品作家）
参加費／500円

開催日／7月28日
（火）
・8月25日
（火）
各日14 : 00～
参加者／第1回 主に一般 4人
第2回 主に小中学生 7人
案内／学芸スタッフ
参加費／無料
（観覧料別途）

なった想定「もし、○○○○○だとした
ら。
」に「あなたが」を加えた文章にし
て表示。同じ状況に置かれた自身の姿を
想像していただけるよう鑑賞者に呼びか
ける仕掛けを施しました。
プログラム参加者は制作の一端を体験す

アーティストトーク

ることでアートへの好奇心が刺激され、
鑑賞者は参加者の姿に共感し自分自身を
重ね合わせることでより作品に入り込む、

N.N.

誰もが能動的な鑑賞体験ができる展覧会
となりました。

▼出品作家
マ
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ス

タ

やま

もと

たか

ゆき

MaS（T）
A

山本高之

五月女哲平と森田浩彰のアーティストユニット。歴史的・
普遍的に価値があるとされる場所をとらえ、実際に行って
知った事実と行く前に膨らませた空想が混在する物語をイ
ンスタレーションとして制作。鑑賞者は現実と空想を行き
来することを余儀なくされ、その境界線を曖昧にしていか
ざるを得なくなる。

教員経験を生かして主に小学生を対象としてワークショッ
プを行う中で参加者のパフォーマンスを引き出し、その記
録映像を展示。あり得ない設定の中から生まれる参加者の
素直な言葉・正直な反応は常識にとらわれない視点もあ
り、鑑賞者の固定観念へと訴えかける。

アートウォッチングカード＆ボード
春の企画展に引き続き、鑑賞活動促進を目的に設置。作品そのもの
に対するコメントだけでなく展覧会や当ギャラリーについての感
想・意見も多数寄せられました。
開催日／会期中随時参加可
参加者／合計895枚
参加費／無料（観覧料別途）
※ワークショップ［あたらしいわざ］
（7 月19 日
（日）
）は都合により中止しました。

スライドを見ながら出品作の構想
ができるまでの経緯や制作過程な
どをアーティストの言葉をもとに
辿り、より深く鑑賞していただく
きっかけとしました。それぞれの
制作の発端について、MaS
（T）
Aは
「旅」への苦手意識、山本氏は日々
の中で湧き起こる不満や劣等感に
ついて挙げ、思いのほかありふれ
た実体験に基づいていることに驚
く参加者も。作品やアーティスト
を身近に感じていただくことがで
きるトークとなりました。
開催日／7月26日（日）14 : 00～ 山本高之・8月23日（日）14 : 00～
参加者／7月26日（日）18人 ・ 8月23日（日）27人
参加費／無料（観覧料別途）

MaS
（T）
A
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アートさんぽ

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／須藤崇規
冊子翻訳／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.5

関連イベント

型の工場を訪ねて

自動車・産業機械・航空機部品などの鋳造用木
型や金型製作を手がける田口型範。創業 68 年の
歴史を持つ工場の趣と最先端の仕事を見学しま
した。製作の現場ならではの臨場感の中、専門
技術や職人の基盤となる技能、道具についてな
どの興味深いお話を聞き、参加者からは盛んに
質問の手が挙がりました。訪問の前後に鋳物工
場が軒を連ねていた昭和の面影を残す風景や古
い建物にも立ち寄り、過去から現代へとまちの記
憶を辿るさんぽとなりました。

信頼をつなぐ

2015年10月10日（土）～11月15日（日）

開催日／11月5日
（木）13 : 30～16 : 00
訪問先／株式会社 田口型範
参加者／一般 11人
講師／宇波岳雄
（出品者）
鈴木 曻
（株式会社 田口型範 川口工場長）
香野勝美
（株式会社 田口型範 技師長）
参加費／500円

ワークショップ

楽しみを型どろう！

熟練の木型職人のナビゲートのもと匠の仕事を一部体験。木材を
好きなかたちに彫って原型をつくり、シリコンで型取りしました。
とにかく正確さが求められる木型づくりは型を抜きやすいかたちを
考えること、角や表面を滑らかに整えることが重要。木のぬくもり
を感じながら慎重に手を動かした実感からプロの仕事への関心も高
まり、展示室を見に行った参加者たちから感嘆の声があがりまし
た。丹精込めた甲斐あって型どりも見事成功！ネガポジの反転や複
製の面白さを体験し、暮らしに役立つオリジナルの型を持ち帰りま
した。
開催日／10月18日（日）13 : 30〜16 : 30
参加者／小学4～6年生、一般 3人
講師／川上 豊（木型職人）
木型づくり50年以上のベテラン。市内公民館で
「夏休み子ども
工作教室」を行うなど、多くの小・中学生に木を使ったものづ
くりの楽しさを伝えている。
参加費／500円

やさしい鑑賞講座

トークセッションPart.2

K.K.

やさしい鑑賞講座

トークセッションPart.1

ともに歩む川口の
木型と鋳物

木型づくりと鋳物づくり、それ
ぞれの前線で活躍する匠と日本
全国のものづくりを取材してき
たジャーナリストが対談。川口
の発展を支えてきた木型と鋳物
の深い結びつきについて分かり
やすく解説した後、未来に寄せ
る期 待 について話 し合 いまし
た。現代の暮らしの中では見え
にくくなっている地場産業を改
めて見直すことで古いイメージ
が払拭されると同時に、未来に
つながる新しいものづくりにお
いてこそ、人の感性と、製品が
生み出されるまでの人間的なエ
ピソードやプロセスが重要であ
ることが確認されました。

開催日／10月24日（土）14 : 00～16 : 00
参加者／一般 20人
講師／井上芳久（出品者）
永瀬 勇（株式会社 永瀬留十郎工場 技術顧問）
市内で最も長い歴史を持つ鋳物工場で社員の技術指導
にあたるほか、各地での公演やアート作品としての鋳
物の制作・普及活動にも取り組んでいる。
赤池 学（科学技術ジャーナリスト）
ユニバーサルデザインにもとづく製品開発、地域開発
を手がける一方、製造業技術・科学哲学分野を中心と
した執筆・評論・講演活動に広く取り組んでいる。
参加費／300円

キガタのあした

K.K.

ものづくりの街・川口において製作・活動している匠
たちに着目する展覧会シリーズ。5 回目となる本展で
はものづくりに欠くことのできない「信頼」をつない
で木型を製作する 4 人を紹介しました。匠それぞれの
特性を表すテーマを各展示コーナーに設け、精度を極
めた木型や愛用の道具、より良い製品を生み出すため
の努力が見える資料などを展示。4 人それぞれが表現
する「信頼」のかたちを浮き彫りにするとともに提携

▼出品者
いけ

だ

ゆ

き

お

の技術開発に関わる最先端の仕事へと展示の流れを構
成し、若手を中心に起用したことからも未来への期待
を感じさせる内容となりました。また鋳物と結びつく
ことで端的に川口の特色を表すことができ、市民の
方々から「懐かしい」あるいは「技術の発展に驚き川
口の底力を知った」との声が聞かれました。
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うえ

よし

ひさ

井上芳久

一級技能士の資格と「木型は感性の仕事」との理
念を持つ。機械加工と昔ながらの手作業を状況に
応じて使い分け、木材のほか樹脂や発泡スチロー
ルを素材とする型の設計、製作を行う。自動車部
品や工作機械を主に手がけるほか、製菓用の特殊
な鉄板など、一つでも生産の注文に応じる。

機械加工と熟練の職人技を融合させた型づくりを
推進。自動車のエンジン周りの部品を主に手が
け、鋳物になるまでの一連の工程を請け負う。営
業活動と同時に他社と積極的に交流し学び合う関
係を築くほか、若手社員に技能検定や技能五輪へ
の積極的な参加を促すなど、職人の技能熟達と木
型の地位向上に努めている。

池田木型製作所

業者とのやりとりを伝えるインタビュー映像も上映し
ました。木型づくりの基本を支える手仕事から次世代

いの

池田由喜夫

う

なみ

たけ

お

株式会社 イノウエ

おお

もり

かず

ひろ

木型業界の未来を担う若手同士が対談。状況の変化に対応してき
た経験と現在の取り組みなどを話した後、自身の将来も含めた未来
の木型屋像・ものづくりの在り方についてディスカッションしまし
た。各々が手がける仕事の中でもとりわけ親しみやすい例を紹介し
合い、互いに見える持ち味や尊敬する点、技術を伝承しつつ進歩を
目指す具体的で前向きな抱負が語られました。普段から親交の深い
3 人ならではの息の合ったトークに参加者も笑顔になり、
「楽しかっ
た」との感想を多くの参加者からいただきました。
開催日／11月8日（土）14 : 00～16 : 00
参加者／一般 38人
講師／池田由喜夫（出品者）
大森一弘（出品者）
遠山智士（有限会社 遠山木型製作所 専務）
社員十数名を擁する木型屋で水道施設や発電所を動かす部品な
どの大型の製品を多く請け負い、ともに手を動かしながらもの
づくりの楽しさを社員に伝えている。
参加費／300円

宇波岳雄

大森一弘

ギャラリートーク

国内最大規模である型づくり企業の試作グループ
リーダー。次世代の自動車用ディーゼルエンジン
の研究開発を行う企業と提携し、鋳造方案と型の
モデリングを手がける。鋳造工場に 10 年勤めて
いた経験と CAD の手腕を生かし、実験品ならで
はの特殊な注文に応じる。

食品用プラスチック容器等の真空成型用樹脂型を
主に製作。有機的な形状やテクスチャを持つ型の
モデリングを得意とし、豆腐などの一般的な型に
おいてもより滑らかで狂いのない曲面を追求す
る。コンピュータの新技術に向ける旺盛な好奇心
と忍耐強さ、仕事の速さを得意先に評価され、特
殊な形状の容器も幅広く請け負う。

開催日／10月17日（土）・10月31日（土）・
11月7日（土）・11月14日（土） 各日14 : 00～15 : 00
参加者／第1回 5人・第2回 1人・第3回 1人・第4回 3人
案内／学芸スタッフ 参加費／無料

株式会社 田口型範

有限会社 大森木型

展覧会の担当スタッフが展示会場を案内し、取材の間に見聞
きした匠たちの言葉や人間性、新しい製品をより確実に成り立
たせることで生まれていく用の美などについて詳しくお話しし
ました。

特設コーナー

体験コーナー
K.K.

匠の工場にある専門の材料や道具を
つかって木型・鋳型づくりを擬似体
験できるコーナーをスタジオに設置
しました。①匠手製の定規で色々な
線を描く、②木型・鋳型の模型を組
み立てて鋳造の仕組みを学ぶ、③本
物の木型と鋳物工場の砂で鋳型づく
りをイメージしたスタンプ遊びをす
る、 の 3 種 類 を通 じて木 型 に親 し
み、触り心地やつかい心地の良さを
感じながら匠の仕事について理解す
る機会としました。
開催日／会期中随時参加可
参加費／無料
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第10回

アーティスト・イン・スクール

担当／圷 若菜
グラフィックデ ザイン ／ 伊 藤ヒロコ（Lallasoo Poopo
Lab.）
協力・記録／阿部萌夢、長田水紀

2

活動内容・経過
1

2015年10月14日
（水）・
10月15日
（木）

動きの実験

2015年10月7日
（水）・8日
（木）

ひかりと色の実験

作品に動きを取り入れるため、
「動き」を様々な角度から考えまし
た。講師と一緒に言葉や身体、線を使って「動き」を表現し理解
を深めます。実際に作品に使用する丸い鏡で反射させたひかりを動
かし、どのような作品を制作するかグループに分かれてアイディア
を出し合いました。

講師の作品を鑑賞しつつ、素材となるひかりについて学習し
ました。真っ暗にした教室をスモークで満たしてまっすぐに
進むひかりを観察し、鏡でひかりを曲げる実験を行いまし
た。色のついたひかりの混色も行って、児童たちはひかりと
色の関係にすっかり夢中になっていきました。

出田 郷
（現代美術家）
×川口市立里小学校5年生123人
ぼくらはひかりを変えられる
授業期間／2015年10月～12月（全9回）
発表展／2015年11月21日（土）～12月6日（日）

M.O.

3

2015年10月27日
（火）・28日
（水）

制作①

作品イメージを具体的に実現する方法
を考えました。講師は児童たちのそれ
を聞きながら材料や大きさについてア
ドバイスをしました。作業に入るとグ
ループ内で役割を分担して進めていき
ます。小さなことでも意見が割れてし
まいうまくいかない場合は制作実験を
行って、実現可能な方法を検討してい
きました。

M.A.

4

M.A.

2015年11月5日
（木）・6日
（金）・
10日
（火）・11日
（水）

5

制作②

M.A.

川口市内の小中学校にアーティストやデザ

せ、鑑賞者が動かすことのできる作品づく

イナーを派遣し、特別な授業を行う「アー

りに挑 戦 しました。 ひかりをつかまえ、

ティスト・イン・スクール」。2006 年の開

グループで作品を制作し、実際に動いてい

館以来当ギャラリーが継続してコーディネ

るところを鑑賞しました。初めてのことば

イトしている企画です。授業として行うこ

かりに触れる児童たちは多くの実験を行っ

とで学校教育に新たな広がりを見出すだけ

て結果を確かめながら制作することで、自

でなく、およそ 1 か月半の間に授業を行い、

らの身体で経験することの重要性を学びま

講師の考え方により深く触れ、児童・生徒

した。

▼講師
いで

た

2015年12月2日
（水）

まとめの授業

学校での授業を終えたあと、完成した作品は講師の監修のもと当ギャ
ラリーで展示しました。そこで最後のまとめの授業を行いました。会
場に入ると児童たちはさっそく作品を動かし始めました。自分が動か
しているひかりを見つけると思わず笑顔が浮かびます。また自分たち
の作品が友だちに楽しまれている様子に誇らしげな表情も見られまし
た。授業で講師が伝えたかったことは「経験し、感じること」
。講師
は何度も児童たちに「実験しよう」と提案していました。全員が納得
して制作できたのも実験を積み重ねてきたからこそ。児童たちはその
大切さを授業を通して学びました。

より良い制作方法を検討した児童た
ちは完成に向け作業を進めていきま
した。作業はグループごとに違いま
すが、かたちが見えてくると児童た
ちの気持ちは高まっていきました。
作品が組み立て終わったら、実際に
作品を動かしてひかりを反射させる
実験を行いました。よりひかりが魅
力的に反射する動かし方を考えて作
品は完成です。

ごう

出田 郷
現代美術家

1978 年北海道生まれ。脳や感覚で認識されるものと現
実のズレに着目し、光や影、単純な構造物などを用いた
シンプルな仕掛けで鑑賞者の知覚や身体に直接訴えかけ
る作品を主に制作。

が講師と共に活動する中で創造力・想像
力・コミュニケーション力を育むことを目
的として例年 1 校ずつ行っています。その
成果物は当ギャラリーに展示し、成果をま
とめた報告書を作成します。
第 10 回目は里小学校 5 年生が現代美術家・
出田 郷氏とともにひかりと色を鏡で反射さ

《 reflection 》2010 年
撮影：森田兼次
M.A.

12

M.A.
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新春企画展

アートな年賀状展 2016

担当スタッフ／山口紗友美
グラフィックデザイン／芝崎曜子

ワークショップ

古代文字を書いてみよう

関連イベント

線の勢いやリズムを感じながら全身をつかって書を楽しむこ
とを目的に開催しました。まずは全員で合図に合わせ、筆を
エイ、エイと上下左右に動かして線を引く練習。講師に「も
っと力強く！」と励まされると緊張で強張っていた腕が伸
び、身体が前に向かっていくようになりました。十分に気持
ちがほぐれたところで、それぞれが気に入った古代文字を大
きな紙に書きました。１画ごとにかけ声をかけて筆を走らせ
ると、自然と文字も元気一杯に。身体と筆の一体感を楽し
みながら感覚をひらいていくことで参加者自身の気持ちの動
きが作品として表現されました。

2016年1月8日
（金）～24日（日）
誰もが気軽にはがきサイズの作品を発表

開催日／1月11日（月・祝）13 : 00～16 : 30
参加者／小学3年生～6年生 11人
講師／福島絃峰（書家）
書を通じて体全体で内なるエネルギーを発散させる力
やコミュニケーションの大切さを伝える。個展や海外
出品多数。
参加費／500円

できる参加型の展覧会。応募いただいた
すべての年賀状を一堂に展示する本展は
今回で 9 回目をむかえ、全国から 618 点
が集まりました。壁だけでは展示が納ま
りきらないほどのボリュームながら、墨
で力強く描かれた作品・干支（申）を愛
くるしい表情で描いたものなど力作揃い。
送る方へのあたたかな気持ちが会場を満
たしていました。年末のたのしい実技講座
［木版画 ～摺りの深い味わいを学ぶ～］
や関連ワークショップ［古代文字を書い
てみよう］で参加者が制作した作品も併
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・やさしい鑑賞
講座を開催し、幅広い年代の方にお楽し
みいただける展覧会となりました。

アートなお正月あそび

ウッキウキえんにち
当館の事業をより多くの方に気軽に楽しんでい
ただくきっかけとして、サポートスタッフと協
働で企画したもの。ゲームや創作を体験して
ウキウキ気分になっていただくことを目指し、
手づくりの縁日を開きました。用意したのは、
猿をバネで弾いて高く飛ばす「はじきざる」
、
猿の手足を引っ掛けて吊り上げる「なかまあつ
め」
、猿の絵を描いた起き上がりこぼしを制作で
きる「ころがりおさる」の３つ。参加者の興味
や得意分野に合わせて好きなものを自由な順
番であそんでいただきました。納得いくまで何
度も列に並ぶ姿や友だち同士の真剣勝負に一
喜一憂する姿も。約半年かけてアイディアを
考え準備してきたサポートスタッフにとっても
充実した時間となりました。

開催日／1月10日（日）
14 : 00～16 : 00
参加者／55人
案内／サポートスタッフ
参加費／無料

やさしい鑑賞講座

「書」の美しさを
楽しむ

たのしい実技講座

文字を楽しむ！
活版印刷

アルファベットの木製活字を使用しオリ
ジナルのノートを制作しました。実際に
活字に触れながら歴史やその技法に関す
るお話を伺った後に、ノートの表紙のデ
ザインを考え文字を並べました。印刷機
に活字をセットし、力いっぱいレバーを
押します。同じものでもインクのムラや
かすれといった微妙な違いが生まれ、活
版印刷特有の文字の表情やそのぬくもり
を味わうことができました。参加者たちは
それを吟味しつつお気に入りの1枚をノー
トに製本しました。
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開催日／1月17日（日）
第1回13 : 00～14 : 30
第2回15 : 00～16 : 30
参加者／中学生以上 第1回 3人・第2回 4人
講師／Tokyo Pear（デザイン兼印刷スタジオ）
デザインから印刷までを請け負う。
「活
版 印 刷 を 広 く 伝 え た い 」と い う 考 え
か ら、 全 国 各 地 の イ ベ ン ト や ワーク
ショップに出展し、子どもから大人ま
で楽しめるワークショップを企画。
参加費／1,000円

墨でしたためる「書」を芸術作品としてとらえ、それを鑑賞するための
きっかけをつかむことを目的とした講座。書作品においては読めない・
読めても意味が解けないという観点でとらえがちになってしまうという
視点から、それを「みる」ということを重視。作品を音楽に例えて文字
の並びや大きさにリズムを感じるといった新しい観点を提示しました。
更に実際の作品をスライドで見つつ、それに書かれている文字を並べ替
える・余白を描いてみるなどのワークを通じて理解を深めるなど、お話
を聞くだけでなく参加者自身が手を動かし実感を持ちながら書作品に触
れる貴重な機会となりました。
開催日／1月24日（日）13 : 30～15 : 30
参加者／一般 19人
講師／大島 武（松本市美術館学芸員）
松本市美術館の常設展示である
「上條信山記念室」
を担当。
参加費／300円
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■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

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

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。

アート作品を制作したりするための講座です。

文字を楽しむ！ 活版印刷

開催日
1月17日
（日）

ページ
①13 : 00～14 : 30
②15 : 00～16 : 30

P.14

木版画 ～摺りの深い味わいを学ぶ～
多色摺りの木版画に挑戦する 2日間講座。今回は特に「摺り」に焦点をしぼ
り、彫らないで表現する一風変わった制作を行いました。1日目は摺りと一口
に言っても様々な技法があることを講師から教わりながら、バレンの種類や少
しの力加減などで表情が変わる奥深い表現を楽しみました。2日目は実制作と
して L 字型の板を版木とし、それを回転させることで色を重ね合わせつつ、摺
りの違いで個性を出す作品に取り組みました。参加者の成果
物を一堂に並べると、同じ正方形の作品でもまったく異なる
色づかいやグラデーションが見える結果に。成果物は〈ア
ートな年賀状展 2016〉でも公開しました。
開催日／12月12日（土）・19日（土） 各日13 : 30～16 : 30
参加者／中学生以上 9人
講師／岩佐 徹（版画家）
1977年埼玉県生まれ。水彩画のような柔らかな色彩表
現と摺り独特の技法をあわせた温かみのある作品を数
多く発表。
参加費／1,000円

大さわぎ！
ヤドカリごっこ

アトリアデビュー

線と面でつくるかたち

ワークショップに初めて参加する方を対
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。今年度はダ
ンボールに色彩遊びをし、組み立てて立
体遊びを行いました。マスキングテープ
や紙の重なりを用いて着色した後、箱状
に組み立てたダンボールを高く積み上げ
たり、並べたりすることで線と線、面と
面、線と面のつながりから新しいかたちを
発見することができました。

開催日／5月17日（日）14 : 00～16 : 00
参加者／年中・年長 21人
講師／宗高美恵子（画家）
「図工教室∞infinito」主宰。子ども
の自由な発想を重視し様々な素材
や仕掛けを用いて指導している。
参加費／500円

トレーシングペーパーで貝殻のオ
ブジェをつくり、それを背負って
身体を動かすことでヤドカリにな
りきって身体を動かしながら、スタ
ジオの広いフィールドを海や山、
砂浜に見立てて「ごっこ遊び」を
しました。他の何かになりきること
で普段行わない動きを取り入れ、
思い切った身体表現ができるよう
になると、運動によるストレス発
散と他者とのコミュニケーション
がより活発に。はじめてこの機会
に集まった参加者同士でも温かな
交流が生まれました。工作・即興
ダンス・見立てなど多くの要素を
取り入れ、にぎやかな内容となり
ました。

開催日／12月13日
（土）13 : 30～16 : 30
参加者／小学1～2年生 16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

キラキラ光る蛇をつくろう！
～安行原の蛇造りから～
川口市の伝統行事「安行原の蛇造り」からインス
ピレーションを受け、協働で大きな蛇を制作しま
した。頭から尾にかけて次第に細くなるように骨組
みをつくり、ビニールを貼って蛇のかたちをつくり
ました。カラーセロファンやアルミホイルなどで
目やうろこをつけ、
「アトリアの蛇」が完成！ミラ
ーボールの光を当てキラキラと光る様子を鑑賞し
ました。協働で大きな作品をつくり上げる喜びを感
じることができました。

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。

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。

■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

ページ

トークセッションPart.1
ともに歩む川口の木型と鋳物

名称

開催日

10月24日
（土） 14 : 00～16 : 00

トークセッションPart.2
キガタのあした

11月8日
（日）

書の美しさを楽しむ

1月24日
（日）

ページ

P.10

アーティストと行く富士塚めぐり

5月31日
（日）

10 : 00～15 : 30

P.8

14 : 00～16 : 00

P.10

型の工場を訪ねて

11月5日
（木）

13 : 30～16 : 00

P.10

13 : 30～15 : 30

P.14

アートウォッチング
アートを能動的に見るための様々な活動を通じて鑑賞の新しい
可能性を探るプログラムです。

開催日／12月20日（日）14 : 00～16 : 45
参加者／小学3～6年生 7人
講師／塩川 岳（アーティスト・ワークショップコーディネイター）
鑑賞者の動きにより成立する参加型インスタレーションを積極的に発表している。
また地域の神話や伝統をモチーフに地域性を鑑み社会とアートをつなげるワーク
ショップを企画・運営。
参加費／500円

アシの裏、
クツの裏
―足と靴からまちを考える―

ワークショップカードとは？
■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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アートさんぽ

やさしい鑑賞講座

名称

開催日

スーパーヒーローになろう！

5月23日
（土）
24日
（日）

各日10 : 00～16 : 00

ページ
P.8

きみのみらいをおしえます

7月23日
（木）〜
25日
（土）

各日13 : 30～17 : 30

P.8

旅したつもりになってみよう

8月22日
（土）

13 : 30～16 : 00

P.8

楽しみを型どろう！

10月18日
（日）

13 : 30～16 : 30

P.10

古代文字を書いてみよう

1月11日
（月・祝） 13 : 00～16 : 30

P.14

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。

身体の感覚を大切にしながら市内で活動している講師の対談をもとに、足と靴の
関係から見えてくる川口のまちについて考えるプログラム。導入として行った、
はだしで歩く感覚を味わうミニワークショップでは、靴を履いていては伝わらな
い身近なものの感触を意識し、足を守りながら感覚を遮断する靴の存在への関心
を深めました。その後の対談では、道が整備されるにつれてハイヒールをはじめ
とする多様な靴が流行し、足裏の感覚も変わってきたこと、自分にあった靴を探
すための視点などが話し合われました。普段は意識しない感覚を研ぎ澄ませるだ
けでなく、人の身体とまちの発展との深いつながりを知る機会となりました。
開催日／9月6日（日） 13 : 00～16 : 00
参加者／高校生以上 24人
講師／たむらひろし
（ワークショップコーディネイター）
床一面畳敷きの「タタミスタジオ」を運営する株式会社BF.RECの代表。ハン
モックなどをつかい、エアロ（空中）・ヨガをはじめとしたボディワークと健
康・知覚に関連するユニークなワークショップを数多く開催している。
五寳賢太郎（靴職人）
シューズコンセプトショップGRENSTOCKの代表。主にオーダーシューズと
リペアを手がけ、注文者とのコミュニケーションを大切にしながらその人に
とって履きやすく特別な一足となる靴づくりに取り組む。
参加費／無料
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地域・学校連携
（共催）
事業
展覧会

Aplus Viewing 00
Psychedelic Black & White
2015年5月16日（土）～24日（日）
主催／一般社団法人アプリュス

旧川口市立芝園中学校をアトリエとして再利用しているアーティス
ト集団「アプリュス」による展示。作品の発表と活動の紹介を行い
ました。

イベント

川口市小・中・高校硬筆展覧会

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会
2016年2月10日（水）～14日（日）

2015年10月24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）

2015年7月8日
（水）
～7月12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。

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。

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、陶磁器・
金属・木工・漆・紙・ガラス・布
（毛・糸）
・革などを素材にオリジ
ナルの作品をつくる作家やユニッ
トなど約60組の作家が出店しま
した。
提供：川口暮らふと実行委員会

第24回 水道ポスターコンクール
入賞作品展示会

Saitama Art Platform 形成準備事業

「あなたと どこでも アート」参加
2015年9月6日
（日）

2015年9月3日
（木）
～9月6日
（日）

第10回 川口市美術家協会選抜展
2015年6月25日（木）～7月5日（日）
主催／川口市美術家協会

主催／川口市水道局

主催／あなたと どこでも アート実行委員会

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2,358点 の力 作
が集まりました。

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。27年度はアートウォッ
チング［アシの裏、クツの裏―足と靴からまちを考える―］で参加
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）
2016年2月20日（土）～28日（日）
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。

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11点、工芸21点、書36点、写真19点
（合計128点）の展示を行いました。

中学生のART CLUB展
2016年1月31日
（日）
～2月7日
（日）

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アートウォッチング
［アシの裏、クツの裏―足と靴からまちを考える―］を参照ください。

研修・実習

主催／川口市教育委員会

各種研修・実習などへの協力

市内中学校26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。

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
（東中学校、南中学校、芝中学校、元郷中学校、幸並中学校、芝西中学校）
教員研修
（初任者、図工美術研究）
高等学校現場実習事業
（埼玉県立新座技術総合高等学校）
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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 13 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。
〈加藤昭男彫刻展〉

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。
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。

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。

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 27年度

31人（平成 28 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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〈新井知生個展
［Neutral Space～通り過ぎる風景］
〉

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 27 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 日常事変

35

1,070

新鋭作家展
第 4 回優秀者 堀口泰代・對木裕里
第 5 回公募 二次審査作品公開

14

1,032

夏の企画展
アーティスト・ラボ2 シミュレーションゲーム

37

秋の企画展

※ 27 年度開催分 4 月1日～5 月10日まで
（会期は 3 月14日～5 月10日。3 月分は 26 年度年報に記載）

1,674

事業分野

件数

ワークショップ

8

11

86

たのしい実技講座

3

5

47

やさしい鑑賞講座

4

4

101

アートさんぽ

2

2

35

13

13

188

30

35

457

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

32

1,797

第 10 回 アーティスト・イン・スクール

川口の匠 vol.5 信頼をつなぐ

14

2,316

アートな年賀状展 2016

15

2,529

11

2,255

158

12,673

平成 28 年春の企画展〈ここにもアート かわぐち〉

※ 27 年度開催分 3 月19日～31日まで
（会期は 3 月19日～5 月14日、4 月以降分は 28 年度年報に記載予定）

小計
地域・教育機関連携

開催日数（日） 参加者数（人）

合計

8

590

10

983

川口市小・中・高校硬筆展覧会

6

7,040

第 24 回 水道ポスターコンクール入賞作品展

4

353

中学生の ART CLUB 展

7

1,622

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

5

4,468

8

1,540

小計

48

16,596

合計

206

29,269

第 10 回 川口市美術家協会選抜展

川口の図工美術まなび展

（※旧：川口市立小・中・高校合同中央作品展）

年間スケジュール

平成27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
『日常事変』

開催日数（日） 鑑賞者数（人）

Aplus Viewing 00 Psychedelic Black & White

平成27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。

身近なものごとを素材に制作をしているアーティスト
たちのこれまでの活動、その姿勢や人柄が伺えるイン
タビューを収録するほか、当館で展開した新作の図
版をシールで貼って保存できるページを設けました。

夏の企画展 報告書
『アーティスト・ラボ2
シミュレーションゲーム』

発行／ 2015 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／
中 新（Lallasoo Poopo Lab.）

アーティストの実験的制作に鑑賞者・参加者が加わ
る展覧会、第 2 弾の様子を記録した報告書。多くの
方々とともにつくりあげた展示と制作のプロセスを掲
載しました。

報告書

平成26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。

■貸しギャラリー利用

展覧会名

展示室区分

二人展（長沢晋一・野口眞木雄）

展示室 A・B

利用日数（日） 鑑賞者数（人）
6

建築家との家づくり展

展示室 A

6

176

展示室 B

6

220

第 26 回 川口市工芸展

スタジオ

6

601

山本 信展

展示室 A

6

219

展示室 B

6

390

加藤昭男彫刻展

スタジオ

12

1,495

ふたり展 ～334 枚のラブレター～

展示室 A

6

301

～樹・女～

第 11 回 青木東公民館・絵画クラブ作品展

デジタル支部 第６回 写真展

展示室 B

6

456

展示室 A・B

8

3,522

展示室 A

6

637

新井知生個展［Neutral Space～通り過ぎる風景］

展示室 A・B

6

216

小松富士子個展 ―過去・現在を振り返って―

展示室 A・B

12

393

92

8,949

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

計

※延べ日数 124

発行／2015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／伊藤ヒロコ
（Lallasoo Poopo Lab.）

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）
桑原佳世
秋田美緖（学芸員）
水田美世（学芸員）

発行／2015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）

※ 2016 年 3 月 31 日現在

平成 27年度川口市立アートギャラリー運営審議会委員
会長

年間開館日数

利用者（鑑賞者＋参加者）

月平均

263日

40,178 人

3,348 人

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）
山口紗友美（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。

323

三人展 Masa 稲場（梅原雅明）、志馬優貴、寺門 勝

「信頼」という目に見えない価値を受け渡して木型を
つくる匠たちを紹介。それぞれの特性を表すテーマで
章立てし、仕事のプロセスを収録しました。匠と信
頼関係を結んでいる提携業者の方々のインタビュー
も掲載。
発行／ 2015 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）
グラフィックデザイン／
大崎善治（SakiSaki）

発行／ 2015 年 10 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

第10回 アーティスト・イン・スクール

22

秋の企画展 冊子
『川口の匠 vol.4 信頼をつなぐ』

委員
委員
委員

山際 進
有泉仁見
伊豆井秀一
加田 明
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
川口市立元郷小学校教頭
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 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 2015.4–2016.3
平成 27 年度 事業年報
発行日
平成 28
（2016）
年 8 月 31日
発行
川口市立アートギャラリー・アトリア ⓒ 2016
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・渡邊浩之・秋田美緖・小林阿季・小野寺 茜・増田愛美・圷 若菜
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。
S.S.：椎木静寧、N.N.：根岸尚実、K.K.：金田幸三、M.A.：阿部萌夢、M.O.：長田水紀
※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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