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基本理念

沿革

平成29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、アートパーク（並木元町公園）

「ワークショップ・アートさんぽ」
「講座（たのしい実技講座、

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

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

連携、学校連携）
」「貸しギャラリー事業」
。これら 5 つの柱

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・

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

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

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

つ、集成材を利用した木構造の平屋づくり（一部 2 階）の施

ひろげます。

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

2017

4月
5月
6月
7月

〔展示室 A・B〕富丘太美子油絵展▶ 5月30日～ 6月4日

●匠と行く！野外彫刻ウォッチング▶ 6月10日

〔スタジオ〕朗読者 in KAWAGUCHI ▶ 6月3日

●アトリアデビュー 貼って描こう！おおきな壁画▶ 6 月11日

〔展示室 A〕成川健三個展▶ 6月7日～ 11日

■第 12 回 川口市美術家協会選抜展▶ 6月21日～ 7月2日

〔展示室 A〕建築家との家づくり展▶ 6月13日～ 18日

■川口市小・中・高校硬筆展覧会▶ 7月5日～ 9日
■夏の企画展 第 6 回新鋭作家展 影⇆光▶ 7 月15日～ 8 月31日
●消して、見る 星空ドローイング▶ 7月22日
□夏休みの宿題応援ギャラリートーク▶ 7月27日・8月26日
●まちの灯りと影であそぼう！▶ 7月30日

9月

公募展や参加型の企画も行っています。

〔スタジオ〕陶芸展示会▶ 5月27日～ 28日
※夏の企画展関連

□公開制作▶ 7月22日・29日・8月2日・5日・12日・19日・23日・26日・30日

8月

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

〔展示室 A〕山本信個展 アニマの森▶ 5月23日～ 28日

●アートウォッチングカード▶会期中随時参加可
□ぬりぬり・みんなで星空を描こう
□星空のもと 大募集▶ 5月20日～ 7月9日 ※夏の企画展関連

として再利用されています。

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

●
「くうきさん」とスキンシップ！▶ 3月25日
□ギャラリートーク▶ 3月18日・4月16日・5月14日

▶ 5月20日・21日・6月13日・14日・15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

■春の企画展

貸しギャラリー
アートで解明！空気の正体▶ 3 月11日～ 5 月14日

●街の中の「くうきさん」▶ 4月23日

計されました。

現代アートやデザインをはじめ、地域に根ざした企画展を開催してい

事業内容

□アーティストトーク▶ 8月27日
●アートウォッチングカード▶会期中随時参加可
■第 26 回 水道ポスターコンクール入賞作品展示会▶ 9月6日～10日

〔スタジオ〕第 28 回 川口市工芸展▶ 9月26日～ 10 月1日

■第 7 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）

〔展示室 A・B〕ラッキーワイド 造形の世界 2017 ▶ 9月26日～ 10月9日

▶ 9月9日～ 24日

ワークショップ

●日本画をみる―明治～昭和を中心に▶ 9月13日

アートさんぽ

●日本画を描く▶ 9月16日
●日本画を伝える―保存と修理▶ 9月24日

子どもから大人まで楽しめる様々な企画を年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

10 月

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

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。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。

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

貸しギャラリー事業

〔展示室 A・B〕川口市小学生図画コンクール入賞作品展▶ 10月17日～ 22日

▶ 10月28日～ 12月10日

ミヤザキケンスケ×川口市立東本郷小学校 6 年生 33 人 成果発表
▶ 11月11日～ 12月10日

11 月
12 月

●世界へ発信！絵のプレゼント▶ 11月11日
□アーティストトーク▶ 12月3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▶ 12月19日～ 24日

●アートウォッチングカード▶会期中随時参加可
■第 52 回 川口市特別支援学級合同作品展▶ 12月13日～ 17日

た 1649 通（市内からは 799 通）の応募のなかから厳正なる

●
「ほんわか村の星まつり」光を生かしてつくろう・あそぼう▶ 12月17日

審査の結果「アトリア」が愛称として採用されました。

●光る門松をつくろう▶ 12月23日

2018

1月

■アートな年賀状展 2018 ▶ 1月7日～ 21日
□アートなお正月あそび▶ 1月8日
●竹を編む▶ 1月13日・14日
●竹でビー玉ころがしをつくろう▶ 1月20日
●竹工芸の魅力▶ 1月21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
なども行っています。

〔スタジオ〕図工教室∞ infinito 作品展―Freedom―▶ 10月13日～ 15日

ミヤザキケンスケ作品＋Over the Wall 世界壁画プロジェクト活動報告

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
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

〔展示室 B〕ラッコの会絵画展▶ 10月12日～ 15日

発信！コミュニケーション・ペインターズ

※川口総合文化センターの名称「リリア」を指します。

連携事業
（地域連携・学校連携）

●絵になる工場風景▶ 10月14日
■秋の企画展／第 12 回 アーティスト・イン・スクール

2月

■中学生のART CLUB 展▶ 1月28日～ 2月4日
■川口市小・中・高校書きぞめ展覧会▶ 2月7日～ 12日
■川口の図工美術まなび展▶ 2月17日～ 2月25日

3月

〔展示室 A・B〕本園師芳「5H1H0」展▶ 3月7日～ 18日
〔スタジオ〕二田原英二 彫刻展～夢の続き～▶ 3月7日～ 4月1日
〔展示室 A・B〕全日本写真連盟川口支部写真展▶ 3月20日～ 25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。

※ 2017 年 4 月1日～2018 年 3 月31日時点の実施事業を一覧にしています。
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秋の企画展／第12回 アーティスト・イン・スクール

発信！コミュニケーション・
ペインターズ

担当スタッフ／秋田美緖
グラフィックデザイン／中 新（Lallasoo Poopo Lab.）
記録・協力／金田幸三・後藤 天・長谷川祐也

秋の企画展では「アーティスト・イン・ス

ケンスケ氏を起用、川口市立東本郷小学校

となります。また鑑賞者にとっては学校・

クール」を基軸に、その講師のアーティス

6 年生 33 人が授業に取り組みました。卒業

美術教育の新しい試みを身近に感じ、さら

ト活動や作品を紹介する展示と、授業の成

年度に当たる児童と一緒につくったのは

に挑戦を続けるアーティストの表現に出会

果発表展とを併せて行いました。

「カラフル・ザ・ワールド！」
ミヤザキケンスケ作品 ＋Over the Wall 世界壁画プロジェクト活動報告
2017年10月28日（土）～12月10日（日）

「おっきく描こうぜ！ちいむ：ぼくらの絵」
ミヤザキケンスケ×川口市立東本郷小学校6年生33人

「ちいむ：ぼくらの絵」。3.5 ｍ× 8m の布に

川口市内の小中学校にアーティストやデザ

全員で描いた作品は卒業制作として思い出

イナーを講師として派遣し特別な授業を行

深いものとなりました。

うアーティスト・イン・スクールは、およ

展覧会では講師の作品・活動を伝える展示

そ 1 か月半の活動のなかで講師の考え方に

を〈カラフル・ザ ･ ワールド！〉と題して

より深く触れ、ともに創造力・想像力・コ

先行公開し、会期中盤よりアーティスト・

ミュニケーション力を育むことを目的とし

イン・スクールの授業の成果発表を交えて

て例年 1 校 1 学年を対象に行っています。

会場を拡大していきました。児童にとって

成果物は当ギャラリーに展示し、経過をま

はアーティストと同じ空間に作品を並べる

とめた報告書を作成。2006 年の開館以来継

ことで自分の表現に自信を得、アーティス

続してきたプログラムです。

トにとっては児童とのコラボレーションで

第 12 回を迎えた本年度は講師にミヤザキ

これまでにない展示空間が提示できる機会

う場としても機能しました。

▼出品作家・講師

ミヤザキケンスケ

ペインター

1978 年佐賀県生まれ。原色を大胆につかいながらも細
部まで描きこまれた絵画作品、壁画制作やワークショッ
プ開発をメインに活動するペインター。近年は Over the
Wall 世界壁画プロジェクト代表兼メインアーティストを
務める。

授業期間／2017年9月～11月（全5回）
成果発表展／2017年11月11日（土）～12月10日
（日）
成果発表

K.K.

アーティスト・イン･スクールの成果を当ギャラリーで
展示発表したものです。完成した作品を白い壁にかける
と学校で制作していたときとはまた異なる魅力が引き出
され、児童たちの達成感にもつながりました。作品その
ものだけでなく、授業の様子・経過をまとめた記録パネ
ルや映像もあわせて公開することで、プログラムをわか
りやすくまとめ、普段はなかなか見られない学校内の様
子を伝えることを目指しました。
また、会場では「アートウォッチングカード」を設置
し、講師や児童へのメッセージや作品を鑑賞しての感
想などを鑑賞者にコメントしてもらい、それらを会場で
公開しました。他の鑑賞者の視点を味わうことで様々な
気づきを促すことを目的とするほか、会期終了後は講師
や児童に届けることでプログラムを振り返るツールとし
ても活用しました。

K.K.
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K.K.
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アーティスト・イン・スクール
活動内容・経過
1

関連展示

9月27日
（水）

うまく描かなくていい

自分の視点を相手に伝えるコミュニケーションの手段として
絵を捉えている講師が考案したゲーム「オンリーワンゲー
ム」を行いました。あるお題に対して、誰もが描かなさそう
だけれど納得できる絵を即興で描いて発表しました。
「春」
「赤いもの」
「自由」など回数を重ねるたび、児童たちは自分
なりの視点を見出す面白さを味わいました。

K.K.

2

10月11日
（水）

ぼくらは、どんな「絵」？

オンリーワンゲームのお題を「東本郷小学校」
「6 年
生」と設定しクラス全員の視点を集め、1枚のコラー
ジュをつくりました。それを下絵にし、8m× 3.5m
の大きな布に講師が簡単な下描きをした後、モチーフ
ごとに異なる下地の色を塗っていきました。

K.K.

3

10月18日
（水）

それぞれの役割

前回の絵具が乾いた上からモチーフを描いていきまし
た。
「遊具」
「 縄跳び」のほか学年スローガン「ちい
む」
（知恵・生き方・無我夢中の頭文字）を表すハー
トマークなどが鮮やかに表れます。講師は、絵具が
しっかり乾いてから塗り重ねていくなどの技術的なコ
ツのほか、他者と協力しながら作品に取り組む際にゆ
ずりあいながら互いを尊重する大切さについて話を
し、協働制作の面白さを伝えました。

4

K.K.

「カラフル・ザ・ワールド！」
ミヤザキケンスケ作品
＋Over the Wall 世界壁画プロジェクト活動報告

ミヤザキ氏の画家としての活動を伝える関連展示です。アク
リル絵具を原色のままつかったカラフルで力強い絵画作品の
ほか、近年の活動の中心になっている Over the Wall 世界壁
画プロジェクトのアーカイブを公開しました。世界各国に出
向いて現地の人々と大きな壁画を描いて残してくるプロジェ
クトにおける経験は、今回のアーティスト・イン･スクール
での協働制作の構想にもつながりました。

開催日時／10月28日（土）～12月10日（日）
観覧無料

関連イベント

10月24日
（火）

重なり合う色いろ

制作の最終日、これまでの取り組みで要領を得た児童
たちは、作品を仕上げていきました。その中心で講師
がクラス全員の似顔絵を描き、名前を学級担任の先
生が書き添えていきます。全員が生み出したモチー
フ、それを並び替えて下絵をつくり似顔絵を加えたミ
ヤザキ氏、クラスを見守り講師を支えた学級担任の
先生、すべての要素が重なりあって大きな「ぼくらの
絵」が描かれました。

アーティストトーク

K.K.

5

ミヤザキ氏の普段の活動、そして学校における授業をアーティスト視点
から振り返ったトークイベントです。展示空間内で作品についてギャラ
リートーク形式で解説した後、さらにスライドをつかって学校内の様子
を写真等で紹介しました。参加者から多くの質問や感想もいただき、活
発な意見交換が行われました。

11月8日
（水）

ぼくらを、伝えたい。

完成した作品を当ギャラリーに展示し、そのなかで講師作品の鑑賞とと
もにまとめの授業を行いました。作品のタイトルは最初のオンリーワン
ゲームの要領でそれぞれが提出し、講師と学級担任の先生のものも併せ
て 35 通りのタイトルをつけました。講師が自分と東本郷小学校のサイン
を書き込み、作品は本当の完成をむかえました。

開催日時／12月3日（日）14 : 00～15 : 30
参加者／21人
参加費／無料

Y.H.

ワークショップ

世界へ発信！絵のプレゼント

K.K.

12

K.K.

Over the Wall 世界壁画プロジェクト（2018 年
エクアドル）と連動したワークショップ。およ
そ 6m のキャンバスに日本の花火の絵を協働制
作しました。午前中の年中・年長の参加者が花
火のベースとなる円を描き、その上から午後に小
学生の参加者が火花を描いてよりにぎやかな作
品へと発展させ、大作ができあがりました。

開催日時／11月11日（土）
①10 : 30～12 : 00
②14 : 30～16 : 00
参加者／①年中・年長10人
②小学生15人
講師／ミヤザキケンスケ
参加費／500円

13

新春企画展

担当スタッフ／小野寺 茜
グラフィックデザイン／芝崎曜子

アートな年賀状展 2018

関連イベント

アートなお正月あそび
サポートスタッフと協働し、干支の「戌」にちなんだ誰
でも気軽に参加できる 2 種の企画を開催しました。犬の型
紙を好きなように色付けして自分だけの犬力士をつくり、
それを用いて紙相撲対決をする「新春アトリア場所」で
は、大人も子どもも力いっぱい土俵を叩き相手を押し出し
ます。犬のぬいぐるみをひいてレースをする「ドッグ１グ
ランプリ」では、コースとなる平均台の上を走らせること
が難しく、ゴールできたときの喜びはひとしおでした。親
子三代で、友達同士で、全員で楽しめるイベントになり
ました。

2018年1月7日
（日）～21日（日）
観覧料：無料

開催日時／1月8日（月・祝）14 : 00～16 : 00
参加者／56人人
案内／サポートスタッフ、学芸スタッフ
参加費／無料

たのしい実技講座

竹を編む

竹の手触りに親しみながら籠をつくる工程を、材料となる竹ひご
づくりから 2日間かけて体験しました。竹を細く割って薄くそぐ
作業の難しさを痛感する参加者でしたがうまくナタが入った瞬
間、竹の繊維が自然に剥がれていく感触と澄んだ音に笑みがこぼ
れました。籠を編む段階では講師がつくった精巧なひごを使用。
強く曲げても折れない竹のしなやかさを実感し、自分の手のかた
ちが写ったかのような味わい深い作品を完成させました。自然素
材ならではの美しさと扱う難しさも含めて、ものづくりの醍醐味
を知る特別な時間となりました。
開催日時／1 月 13 日（土）
・14 日（日）各日 13 : 30～17 : 00
参加者／18 歳以上 12 人
講師／石山好美（竹職人）
京都伝統工芸専門学校卒業後、京都の竹屋「長岡銘竹」に７
年勤務。現在は郷里である千葉の「宇山工房」にて房州うち
わの技術を習得する傍ら、自身の工房「竹星」をたちあげ手
仕事と実用にこだわった竹細工を制作している。
参加費／2,000 円

やさしい鑑賞講座

竹工芸の魅力

はな かご

竹工芸の中でも花籃などの近代の名品を中心に紹介するスライドレクチャー。
人と竹とのかかわりや主な竹の種類といった基礎知識から、茶の文化との
結びつき、そこから生じた職人の創意工夫などを学んだ後、近代工芸史の
中でも特に重要な作品の見どころを1点ずつ追いました。職人が自ら竹を
取って作品を仕上げるまでのドキュメンタリー映像の視聴や、講師が所有
する竹工芸関連資料についての解説も。竹工芸の魅力はもちろん、実用の
域を超えた芸術品として発展させ継承してきた日本の技についても理解を
深めました。

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毎年継続され 11
回目となりました。全国から集まった 544 点
の作品には干支の「戌」などお正月らしいモ
チーフが、イラストや版画、羊毛フェルトな
どの多彩な技法で生きいきと表現され、鑑賞
者の目を楽しませていました。また会場には、
たのしい実技講座［竹を編む］講師の作品や
前年末のワークショップ［光る門松をつくろ
う］参加者の作品もあわせて展示し、縁起物
である「竹」をテーマにしたイベントを多数
開 催。 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。
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ワークショップ

竹でビー玉ころがしをつくろう

半分に割った竹を土台に、木のかけらやピンな
どのパーツを配置してビー玉ころがしをつくりま
した。竹のゆがみもビー玉の動きに影響するため
何度も実験しては微調整。トンネルや橋のある
コースづくり、あるいはジャンプ台などの高度な
仕掛けづくりに挑戦し、自分なりの工夫やお気に
入りのポイントを1人ずつ発表しました。最後に
全員のビー玉ころがしを流しそうめんのようにつ
なげて遊び、作品でコミュニケーションしなが
ら１人の成果が全員の成果になる瞬間を体験す
ることができました。

開催日時／1月21日（日）14 : 00～16 : 00
参加者／18歳以上 15人
講師／諸山正則（東京国立近代美術館特任研究員）
近代工芸史・造形論を専門に幅広い研究を行う。東京国立近代美術館
工芸館での主な企画展に〈竹の工芸：近代における展開〉
（1985年）、
〈柳宗理展〉
（2006年 ）〈
、 現 代 の 座 標 － 工 芸 を め ぐ る11の 思 考 － 展 〉
（2012年）
、主な著書に『竹の造形 ロイド・コッツェン・コレクショ
ン』
（2003年）、
『竹籃の美（英文版）
（2007年）など。
』
参加費／300円

開催日時／1月20日（土）13 : 30～16 : 00
参加者／小学生 13人
講師／塩川 岳（ワークショップコーディネイター）
多摩美術大学修士課程修了後、群馬大学長
期研修院美術教育在籍。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。学校や地域を舞台に
社 会 と アート を つ な げ る プ ロ ジェク ト や
ワークショップを多数企画・運営。
参加費／500円
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ワークショップ

日本画ウィーク：日本画を描く

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。
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。

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したりするための講座です。

■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。
開催日

竹を編む

2018年
1月13日
（土）
・ 13 : 30～17 : 30
14日
（日）

ページ
P.15

光る門松をつくろう
LED でカラフルに光る門松を親子ペアで協力してつくりまし
た。画用紙を竹筒のかたちに切って丸める作業は 2 人がかり
で息をあわせ、色とりどりのセロファンやモール、紙粘土な
どで飾りつける作業は一人ひとりがアイディアを発揮。お城
のように力強いもの、生き物ののように有機的なものなど個
性的でアーティスティックな門松が勢揃いしました。その後
〈アートな年賀状展 2018〉会場に展示され、新年を祝う光
のプロムナードが鑑賞者の目を楽しませていました。
開催日時／12月23日
（土）13 : 30～16 : 00
参加者／年中・年長と保護者 22人
講師／塩川 岳
（ワークショップコーディネイター）
参加費／500円

開催日時／9月16日
（土）
①10 : 30～12 : 30／②14 : 00～16 : 00
参加者／18歳以上 1回につき12人
講師／今西彩子
（鎌倉市鏑木清方記念美術館 学芸員）
日本近代美術史・挿絵史を専門とし、調査研
究・展覧会企画・教育普及に携わる。子どもか
ら大人まで幅広い年齢層に向けて、日本画や多
色摺り木版画の制作体験ワークショップを精力
的に行っている。
参加費／1,000円

やさしい鑑賞講座

アートさんぽ

日本画ウィーク：日本画をみる―明治～昭和を中心に

匠と行く！
野外彫刻ウォッチング

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。

アトリアデビュー
貼って描こう！おおきな壁画

開催日時／6月11日
（日）
13 : 30～15 : 30
参加者／年中・年長 20人
アトリアのワークショップ初体験の参加者に向けて毎年開催
講師／沼野伸子
（造形作家）
している「アトリアデビュー」
。今回は、ダンボール･ 和紙 ･
1984年埼玉県川口市生まれ。
コピー用紙など様々な紙をつかって素材の違いを感じながら、
2009年武蔵野美術大学造形
思い思いに生き物や乗り物といったかたちをつくり、造形を
学部油絵学科卒業、国内各地
楽しみました。それらを高さ約 4mもある巨大なキャンバス
で精力的に作品発表を行う。
（壁にクラフト紙を設置したもの）の好きなところにどんど
2017年 に ワ ン ダーシード 入
ん貼っていき、全員で大きな壁画を完成させました。参加者
選、その他数多くの個展やグ
はこれまで体験したことのない大きくてダイナミックな壁画
ループ展の経験がある。
参加費／500円
を自分の力でつくりあげた達成感を味わった様子でした。

名称

日本画の魅力や愉しみ方を学ぶ講座シ
リーズの一環として開催。制作を体験
しながら日本画の基礎を学びました。
参加者各自で用意した図案を色紙に描
き写し、湿らせた筆で表面を撫でて溶
く固形絵具で彩色していきますが、天
然の鉱石を原料にした絵具を調合して
みる参加者も。粉状の絵具と膠を指で
練り混ぜる初めての感触、筆でのばし
た時のかすれ具合も楽しみながら「き
れいだなぁ」と、何度もつぶやく声が
聞こえました。彩色を終えたら余白に
細かな金箔をまいて完成。じっくりと
手をかけ生み出す日本画の彩りの豊か
さを体感できました。

日本画の魅力や愉しみ方を
学ぶ講座シリーズの一環と
して開催。日本画の特徴や
鏑木清方をはじめとする近
代の日本画家・作品ついて
講師がお話ししました。人
の暮らしの変化とともに発
展してきた日本画の歴史、
江戸や明治の庶民の生活を
愛し描いた清方の人柄が生
前録られた肉声なども交え
て紹介され、参加者は興味
深そうに耳を傾けていまし
た。最後に川口市の所蔵作
品から清方と同時代を生き
た日本画家の作品が紹介さ
れ、日本画をぐっと身近に
親しむ機会となりました。

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。

開催日時／9月13日（水）14 : 00～16 : 00
参加者／55人
講師／今西彩子（鎌倉市鏑木清方記念美術館 学芸員）
参加費／300円

彫刻の制作・修復に携わる川口
の匠が、駅前の公園に立ち並ぶ
彫刻を案内しました。1点1点の
作者やコンセプトについて長谷川
氏が解説し、設置後のエピソー
ドなどを寺島氏が補足。長谷川
氏が制作し、寺島氏が修復した
《くろがね号のゆくえⅡ》につい
ては、作品のつくり手と守り手
で丁寧にやりとりしながら長年
の錆を落とし、美しく蘇らせる
までの過程をお話しいただきま
した。
「見慣れたはずの景色がと
ても大切に思えてきた」とは参
加者の声。暮らしのそばにある
アートの舞台裏を知り、新鮮な
気持ちとともに見つめ直すこと
ができました。

日本画ウィーク：日本画を伝える―保存と修理

「ほんわか村の星まつり」
光を生かしてつくろう・あそぼう
開催日時／12月17日（日）
参加者が講師とともに想像力を働かせ、
13 : 30～16 : 00
「ほんわか村」というオリジナルの世界を
参加者／小学生 15人
楽しむワークショップ。
「ほんわか村」と
講師／新生呉羽（美術家・舞踏家）
その住人によって催される「星まつり」の
時間や様々な選択を積み重ね
ストーリーを講師に聞いた後、参加者が
ることで生まれるものを重視
住人になりきって、まつりを盛り上げるた
し、身体を軸とするパフォー
めの飾りなどをつくり行進しました。山場
マンスや作品を発表している。
となる影絵遊びでは、飾りを吊り下げて
またワークショップでは参加
ライトアップしたスクリーン越しに、参加
者が会場に入った瞬間から退
者が即興でテーマを決めてパフォーマンス。
出するまでを「時間芸術」
と
飾りにつかったカラーセロファンを雪のよ
とらえ活動を展開している。
うに降らせると参加者の盛り上がりは最高
参加費／500円

潮に達し、飛んだり跳ねたりのまさにおま
つり騒ぎの「星まつり」となりました。
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■企画展関連ワークショップについては該当ページをご参照ください。
名称

開催日

ページ

3月25日
（土）

14 : 00～16 : 30

P.5

消して、見る 星空ドローイング

7月22日
（土）

17 : 30～19 : 30

P.7

まちの灯りと影であそぼう！

7月30日
（日）

13 : 30～15 : 30

P.8

世界へ発信！絵のプレゼント

11月11日
（土）

①10 : 30～12 : 00
②14 : 30～16 : 00

P.13

竹でビー玉ころがしをつくろう

2018年
1月20日
（土）

13 : 30～16 : 00

P.15

「くうきさん」
とスキンシップ！

日本画の魅力や愉しみ方を
学ぶ講座シリーズの一環と
して開催。破損してしまっ
た作品を元どおりの姿に戻
す「修理」の事例や、展示
方法にあわせて作品の補強
を行う「保存」の事例を講
師がスライドを用いて解説
し、作業用の糊・刷毛など
も紹介しました。更に、川
口市所蔵の掛軸をひろげ、
透過光を用いて絵具や裏打
紙の状態を点検する作業も
実演しました。締めくくり
に、講師の実体験を交えた
被災文化財のレスキュー活
動の困難さと緊急性につい
てのお話も。日本画だけで
なく、美術作品全般を「守
ること」
「伝えること」の大
切さを深く考えさせられる
時間となりました。

開催日時／6月10日
（土）13 : 30～16 : 00
参加者／18歳以上 13人
講師／長谷川善一
（長谷川鋳工所社長、彫刻家）
市内の鋳物会社で建築資材等を製造・
販売するほか美術作品の鋳造も請け負
う。彫刻家でもあり、川口西公園をは
じめ各所に作品が設置されている。
寺島政人
（彫刻メンテナンス）
ブロンズを中心とした修復・メンテナ
ンスの専門技術者。自身が修復を手が
けた作品のある川口西公園では、二十
年来すべての彫刻作品を清掃している。
訪問地／川口西公園
（川口市川口）
参加費／500円

絵になる工場風景

開催日時／9月24日（日）14 : 00～16 : 00
参加者／18歳以上 27人
講師／鈴木晴彦（文化財保存修理技術者）
様々な美術工芸品や文化財の修理等を行う
工房での勤務を経て、東京国立博物館の保
存業務に従事。現在は東京藝術大学の非常
勤講師としても、主に日本画の保存修理に
関する指導を行っている。
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

竹工芸の魅力

2018年
1月21日
（日）

開催日時／10月14日
（土）14 : 00～16 : 30
参加者／18歳以上 9人
講師／大渕澄夫
（建築画家）
川口のまちの変化を長年見つめスケッ
チしてきた経験を持つ。歴史ある建築
物や鋳物工場などを丁寧な眼差しでと
らえ、その細部までも温かみのある線
と色で描き起こす。
訪問地／株式会社 矢澤工場
（川口市川口）
喜楽湯
（川口市川口）
参加費／500円

■企画展関連アートさんぽについては該当ページをご参照ください。
ページ

14 : 00～16 : 00

川口の街並を描き続けてきた講
師とともに市内の「絵になる」
風景を巡るまち歩き。講師から
風景鑑賞のポイントを学び、行
く道の随所に面白さを見つけな
がら歩きました。鋳物の製造を
行う「株式会社矢澤工場」では、
現在では貴重となったキューポ
ラ（鉄を溶かすための炉）や積
み上げられた鋳物の型、働く職
人の姿などを見学。薪で湯を沸
かしている銭湯「喜楽湯」では
風呂釜の焚き口を見学しながら、
銭湯と鋳物工場のかかわりなど
について話を聞きました。昔の
面影が残る街並み、そこに集う
人々も含めた「風景」を楽しむ
機会となりました。

P.15

名称

開催日

街の中の
「くうきさん」

4月23日
（日）

ページ
13 : 30～16 : 00

P.5
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地域・学校連携
（共催）
事業
展覧会

第12回 川口市美術家協会選抜展
2017年6月21日（水）～7月2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13点、工芸22点、書31点、写真19点
（合計126点）の展示を行いました。

第26回 水道ポスターコンクール
入賞作品展示会
2017年9月6日
（水）
～10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。本年度は30校1935点の力作が集まり、
入賞・佳作の62点が展示されました。

中学生のART CLUB展
2018年1月28日（日）～2月4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。

川口市小・中・高校硬筆展覧会

第52回 川口市特別支援学級合同作品展

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

主催／川口市教育研究会

主催／川口市教育委員会

主催／川口市教育研究会

市内小学校17校、中学校12校の特別支援学級の児童生徒が制作し
た絵画や手芸などを展示しました。

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。各校の優秀作品ならびに県展覧会出展・入選作品を
一堂に展示しました。

2017年7月5日（水）～9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。

2017年12月13日
（水）
～17日
（日）

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）
2018年2月17日（土）～25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
での授業の成果を展示し、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。

2018年2月7日（水）～12日（月祝）
書写研究部

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
（幸並中学校、戸塚西中学校、芝中学校、芝西中学校）
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）
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平成 29 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 アートで解明！空気の正体

※ 29 年度開催分 4 月1日～5 月14日まで
（期は 3 月11日～5 月14日。3 月分は 28 年度年報に記載）

夏の企画展
第 6 回 新鋭作家展

発行物

影⇆光

第 7 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）
秋の企画展／第 12 回 アーティスト・イン・スクール
発信！コミュニケーション・ペインターズ
アートな年賀状展 2018
小計

鑑賞者数（人）

38

第 12 回 川口市美術家協会選抜展

3,195

41

1,733

14

690

関連展示：38
成果発表：26

1,919

13

1,341

170
事業名（地域・教育機関連携）

事業分野

開催日数（日）

ワークショップ

8

7

114

たのしい実技講座

3

3

47

やさしい鑑賞講座

3

3

97

アートさんぽ

3

3

33

12

12

303

29

28

594

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

川口市小・中・高校硬筆展覧会

5

6,794

第 26 回 水道ポスターコンクール入賞作品展

5

503

第 52 回 川口市特別支援学級合同作品展

5

1,326

中学生の ART CLUB 展

7

868

川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

6

4,794

8

1,971

小計

47

17,302

合計

217

26,180

山本信個展

展示室区分

アニマの森

利用日数（日） 鑑賞者数（人）

展示室 A

6

350

スタジオ

3

409

展示室 A・B

6

758

朗読者 in KAWAGUCHI

スタジオ

2

103

成川健三個展

展示室 A

6

180

建築家との家づくり展

展示室 A

6

82

第 28 回 川口市工芸展

スタジオ

6

552

展示室 A・B

13

521

展示室 B

5

135

陶芸展示会
富丘太美子油絵展

ラッキーワイド 造形の世界 2017
ラッコの会絵画展
図工教室∞ infinito 作品展―Freedom―

スタジオ

5

575

川口市小学生図画コンクール入賞作品展

展示室 A・B

6

673

小学生身近な生き物絵画コンクール展示会

展示室 A・B

6

1794

本園師芳「5H1H0」展

展示室 A・B

12

512

二田原英二 彫刻展～夢の続き～

スタジオ

23

899

全日本写真連盟川口支部写真展

展示室 A・B

計

年間スケジュール

平成 29 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。
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
『アートで解明！空気の正体』

■貸しギャラリー利用

展覧会名

平成 29 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。

8,878

1,046

川口の図工美術まなび展

開催日数（日） 参加者数（人）

鑑賞者数（人）

11

（※旧：川口市立小・中・高校合同中央作品展）

件数

6

741

111

8,284

※延べ日数 160

夏の企画展 報告書
第 6 回 新鋭作家展 『影⇆光』

身のまわりにある「空気」について新しい視点で考える企画展の図録。3 人のアー
ティストが様々なアプローチで当館に漂う空気を捉えた展示作品や、日常感じて
いる空気にまつわるコメントなどを収録しています。

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／ 2017 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

発行／ 2017 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）

秋の企画展 報告書
『発信！コミュニケーション・ペインターズ』

平成 28 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（学級担任）
、当館担当者によるコメントを併せて掲載
しました。

発行／ 2017 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）

発行／ 2017 年 12 月 仕様／ B5 サイズ・カラー・8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

スタッフ

岩橋昭仁（館長）
渡邊浩之
秋田美緖（学芸員）
茂木阿季（学芸員）

※ 2018 年 3 月 31 日現在

平成 29 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

308日

53,239人

4,437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。

アドバイザー

三井知行（美術専門員／学芸員）
小野寺 茜（美術専門補助員／学芸員）
増田愛美（美術専門補助員／学芸員）
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、美術教育関係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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