SMF Press：SMFの事業内容をタイムリーにお届けする情報紙。
隔月発行で、
ホームページでご覧いただけます。

■その他の協力機関・団体
埼玉県美術教育連盟、埼玉県舞踊協会、埼玉大学教育
学部、東京造形大学、東洋大学、
日本大学芸術学部、文
教大学、埼玉県立大宮光陵高等学校、東野高等学校、入
間市茶道連盟、入間市民音楽祭実行委員会、JIA埼玉、
う
らわ建築塾、
新木場倶楽部、
やすいきよし事務所、
ダンスユ
ニット転々、
川口商工会議所、川口市観光協会、川口鋳物
工業協同組合、KAF、masuii.R.D.R、国際アートムーブ川
口、
アルテクルブ、国際野外の表現展、
（ 社）小江戸川越
観光協会、川越織物市場の会、NPO法人川越蔵の会、
川越商工会議所、三番町ギャラリー、立門前商栄会、
あと
りえぶる〜むんCAC、音と音楽創作工房116、埼玉県立
近代美術館フレンド
（fam.s）
、ART FANS、NPO法人アー
トバーブズ・フォーラム、
ヒアシンスハウスの会、KAPL、
まち
アートプロジェクト、CAF.N協会、
（ 株）浦和造形研究所、
（株）
キョードー、光村印刷株式会社（
、株）
宮下教材社、有
限会社アームズ、
デザイン工房きら、NHKさいたま放送局、
埼玉新聞社、
テレビ埼玉、
他

報道記事等一覧

《ＳＭＦ交差する風・織りなす場》委員名簿
（敬称略）
■実行委員
委員長：前島富雄（埼玉県立近代美術館館長／埼玉
県教育長）
委員：井浦雅司
（東京電機大学理工学部教授、学部長）
委員：今宮照久
（テレビ埼玉ミュージック社長）
委員：小川順一郎（川口市立アートギャラリー・アトリア館長）
委員：荻原秀介
（川越市立美術館館長）
委員：北村芳之
（埼玉県県民生活部文化振興課長）
委員：黒澤一雄
（入間市博物館・アリット館長）
委員：桑代百合子
（ＮＨＫさいたま放送局放送部長）
委員：佐藤達哉
（埼玉新聞社文化くらし部部長）
委員：高橋幸次
（日本大学芸術学部教授）
委員：藤間文隆
（うらわ美術館館長）
委員：本田貴侶
（埼玉大学教育学部名誉教授）
委員：牧恒男（埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課長）
■運営委員
委員：青山恭之
（建築家／うらわ建築塾代表）
委員：小原恵利子
（ART FANS代表）
川口市立アートギャラリー・アトリア美術専門員）
委員：工藤宏
（入間市博物館・アリット学芸担当副参事）
委員：柴山拓郎
（作曲家／東京電機大学理工学部講師）
委員：高橋博夫（俳人／俳句誌『梓』編集人／文芸誌『孤帆』同人）
委員：高浜均（美術家／埼玉県立大宮光陵高等学校教諭）
委員：田島均
（うらわ美術館指導主事）
委員：田中晃
（川越市立美術館主任）
委員：藤井香
（舞踊家／埼玉県舞踊協会研究部代表）
委員：三浦清史
（建築家／日本建築家協会埼玉地域会代表）
委員：山尾聖子
（杉野服飾大学フランス語講師）
■協力委員
委員：朝倉由希
（東京藝術大学研究員、非常勤講師）
委員：浅見俊哉
（美術家／KAPL代表／美術教師）
委員：新井慶太
（キタミン・ラボ舎代表）
委員：上原祥吾
（キタミン・ラボ舎）
委員：奥野由利
（美術家／CAF.N協会事務局）
委員：小田浩子
（埼玉県立近代美術館サポーター）
委員：小野寺茜
（うらわ美術館）
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委員：小野寺優元
（美術家／国際野外の表現展オーガナイザー）
委員：五十殿彩子
（北本市生涯学習課）
委員：金子良治
（Kawaguchi Art Factory代表）
委員：木村昭司
（デザイナー／デザイン工房きら代表）
委員：草野律子
（建築家／アルテクルブ事務局／東洋
大学ライフデザイン学部講師）
委員：齋藤はるか
（大学生）
委員：佐藤英里子
（映像作家／大学講師）
委員：佐野哲史
（建築家／ヒアシンスハウスの会事務局）
委員：鈴木眞里子（美術家／まちアートプロジェクト代表／美術教師）
委員：近田明奈
（美術講師）
委員：中村元
（写真家）
委員：中村隆
（デザイナー／有限会社アームズ代表）
委員：野本翔平
（パフォーマー／bug-depayse）
委員：増井真理子
（masuii.R.D.R.主宰）
委員：南照子
（美術家／CAF.N協会事務局）
委員：米村ふみ子（建築家／日本建築家協会埼玉地域会事務局）
■アドバイザー
顧問：佐藤時啓
（美術家／東京藝術大学准教授）
顧問：根岸和弘
（美術家）
顧問：松本秋則
（不思議美術家）
顧問：三友周太
（美術家／Ray Projects代表）
■「ＳＭＦ交差する風・織りなす場」実行委員会事務局
事務局長：土田保浩
（埼玉県立近代美術館副館長）
事務局員：志村進、
中村誠、安達由香、
高辻丈二、
島村眞理、小田浩子、
小野寺茜
実行委員会開催:平成22年6月4日、平成23年3月9日
運営委員会開催:平成22年6月13日、7月11日、8月1日、
9月5日、10月3日、11月6日、12月4日、
平成23年1月9日、2月6日、3月5日

・
「埼玉県立近代美術館ミュージアム・ニュースZOCALO」
2010年4-5月号「
: かざぐるまの投げかけたもの―誰が
アートを支えるのか？」
（中村誠）
・
「 埼玉新聞 」2010年7月20日「
: 300本の風車で芸術イ
ベント」
（高橋信彦）
・
「東部読売」2010年8月23日 「〈美術教育〉
考えよう・
29日に近代美術館でシンポ」
・
「JCN関東ケーブルテレビ」2010年8月23日〜29日
「ま
ちネタ！」
・
「東部朝日」2010年8月27日「美術教育は生きている
か ？ 北越谷で美術教師らが公開制作＆座談会」
・
「 朝日新聞 」2010年8月28日「
: 〈 中学校の美術教育 〉
あ
すシンポジウム」
・
「ＮＨＫさいたまＦＭ 日刊さいたま〜ず」
2010年9月1日「
: 交
差する風・織りなす場―ＳＭＦアート楽座・アートバンク
2010」
（下村寧／青山恭之・中村誠・藤井香）
・
「日経新聞 」2010年9月17日「
: 観る―方丈庵・
〈き〉
がわ
りの假具で自在の間を楽しむ」
・
「日経新聞」2010年9月22日「
: 観る―夜会〈 場 〉
から創る」
・
「東京新聞」2010年9月25日「
: きょうから多彩に
〈 秋のお
茶まつり〉
」
（鈴木賀津彦）
・
「地域創造レター」No.186 2010年9月25日号「
: 埼玉
県 SMFアート楽座・アートバンク2010〈5750分展Ⅱ―
美術教育は生きているか？〉
」
（土屋典子）
・
「読売新聞」2010年9月26日「
: 秋のお茶まつり入間で始まる」
・
「 朝日新聞 」2010年9月26日「
: 〈 隠遁所 〉
で一服し狭山
茶の文化堪能」
・
「朝日新聞」2010年10月6日「
: 体験・参加型の芸術いか
が？ アート 自作の充実感」
・
「埼玉県立近代美術館ミュージアム・ニュースZOCALO」
2010年12-1月号「
: コレオグラファーが視たＭＯＭＡＳ」
（藤井香）

《交差する風・織りなす場―ＳＭＦアート楽座・アート
バンク2010》記録集―『風の軌跡』
発行：埼玉県立近代美術館／交差する風・織りなす場
実行委員会
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-30-1
te：
l 048-824-0110
http://www.momas.jp/
編集：交差する風・織りなす場 運営委員会
（担当：高橋博夫・中村誠）
ＳＭＦホームページ http://www.artplatform.jp/
印刷：光村印刷株式会社

ＳＭＦ
「交差する風・織りなす場」連携協力機関・団体

グラフィック・デザイン担当:有限会社アームズ
（中村隆）
Webページ担当:デザイン工房きら
（木村昭司）
映像撮影・編集:佐藤英里子
写真撮影・記録:中村元

■主要連携機関
入間市博物館・アリット、
うらわ美術館、川口市立アートギャ
ラリー・アトリア、川越市立美術館、埼玉県立近代美術館、
東京電機大学理工学部

平成23年3月5日発行
平成22年度 文化庁 美術館・歴史博物館活動基盤整備
支援事業

